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CFOメッセージ

事業機会を捉え、
売上・利益双方の成長を実現する

橋本  宗之
取締役／執行役員／CFO／コーポレート本部担当

2022年5月期を振り返って

　2022年5月期の連結業績は、売上高が前年同期比26.2％

増の204億20百万円となりました。営業利益は6億31百万円

となり、成長戦略として進めている人員採用を強化した影響

で14.2％の減益となりましたが、経常利益と親会社株主に帰

属する当期純利益は、投資有価証券売却益等を計上したこと

で大幅な増益となりました。

　売上高・営業利益ともに、概ね計画通りに進捗し、期初に

公表したガイダンスの中央値近辺の実績となりました。2022

年5月期を振り返ると、緊急事態宣言の発出期間が長期間続

き、事業活動に制約が生じ、ユーザーの名刺交換枚数にもマ

イナスの影響がありました。「Sansan」にとってはなかなか苦

しい1年となりましたが、ただその中でも着実に受注を獲得し

て売上高を伸ばせており、悲観的には捉えていません。一方、

想定以上に急成長したのが「Bill One」です。期初に思い描い

ていた以上に中堅・大企業の新規契約獲得が進みました。顧

客単価が上昇し始めたタイミングで、社内リソースを機動的に

「Sansan」から「Bill One」へとシフトさせた結果、MRR（月

次固定収入）は前年同期の約6倍に拡大し、ARR（年間固定収

入）は期初目標の10億円を大きく上回る13.9億円となりました。

「Bill One」は、2年前にリリースしたばかりのサービスですが、

順調な拡大が続いており、当社グループのSaaS事業を立ち

上げる力を再認識することができました。また、「Eight」につ

いては、上場時からいずれはとお伝えしていた黒字化を、単

月、四半期ベースで達成し、通期での黒字化を目指すフェー

ズに入りました。

　私は、市場の期待を上回ってこそインパクトを残せるものと

考えます。その意味では、今後も、中長期にわたって売上高

成長率を高い水準で維持するための施策を打ち続けていく必

要があります。現在、進めている次の打ち手をより高速で推し

進め、「Bill One」に続く事業を作っていきたいと思います。

2023年5月期の連結業績見通し

　2023年5月期については、売上高は「Sansan」「Eight」

のプロダクト刷新の効果と「Bill One」の高成長によって、

23.0％から26.2％の増収を見込んでいます。また、進行期よ

り重要な経営指標として設定した調整後営業利益は25.5％か

ら76.3％の増益を見込みます。引き続き成長投資を実行して

いくため、販管費の増加も見込んでいますが、売上高が堅調

に成長することから、増益を実現できる計画となっています。

　今回のガイダンスもレンジでの開示としていますが、営業

DXサービスに進化した「Sansan」が当社の想定以上に早く

中期的な財務目標

　当社はまだ、企業としての成長ステージは一合目にあり、

今後も売上高を伸ばし続けることが重要であると考えていま

す。2023年5月期から2025年5月期にかけては、売上高成長

率20％台以上の堅調な成長の継続を目指します。中期的な売

上高成長を実現するためにも、投資すべきところにはしっかり

と投資を実行します。

　これまで当社グループでは、成長戦略として人員採用や認

知度の向上とユーザー数の拡大を目的とした広告宣伝活動を

積極的に実施してきました。これらは売上高の成長に寄与す

る必要な投資であり、今後も最大限の予算を振り向ける方針

に変更はありません。ただし、こうした成長投資を行いながら

も、毎決算期における調整後営業利益率の向上も図り、堅調

な売上高成長と安定的な利益成長の両立を目指していく方針

です。当社グループはすでに、必要な投資を継続しても利益

を創出できる強固な収益基盤を確立できたと認識しており、

この中期的な財務目標は、投資を継続しても利益の成長率を

落とさない、という私たちの強い意思表示でもあります。

顧客に受け入れられれば、業績のアップサイドが期待できま

す。当社グループは、市場ニーズの一歩先を捉えて価値を感

じられるプロダクトを顧客に訴求し、潜在ニーズを喚起してい

くところを強みとしているため、通常は、プロダクト価値の認

知が浸透するまでに一定の時間を要するものと保守的に捉え

ています。また、コロナ禍の先行きや経済環境等のマクロ動

向がもたらす当社事業への影響についても引き続き注視して

いきます。

*2 営業損益以下の段階損益については、当社の株価水準によって大きく変動する可能性の
ある株式報酬関連費用や、一部の営業外損益等の合理的な見積もりが困難であることから、
具体的な予想数値の開示は行っていません。
*3 営業利益＋株式報酬関連費用＋企業結合に伴い生じた費用（のれん償却額及び無形固
定資産の償却費）

*1 2021年12月1日付で普通株式1株を4株とする株式分割を行っているため、2021年5月期の
期首に分割されたと仮定し、EPSを算定しています。
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成長投資と資金調達

　成長投資には、広告宣伝活動や人材採用のほかに、機会

に応じての検討となるM＆Aやマイノリティ出資等も含まれま

す。調達サイドに関しては、2022年5月末時点で手元資金は

約150億円あり、事業を運営する上での必要資金は準備でき

ています。資本効率の面からもバランスシートの健全性は保っ

ていきたいと思いますが、M＆A等で資金需要が生じた際に

は、自己資金に加え、金融機関からの借入やエクイティファ

イナンス等の多様な調達手段の中から、必要額や使途に合わ

せて最適な方法を柔軟に検討していく方針です。

　M＆Aや出資案件については、投資戦略室を中心に、1つ

ひとつの案件をさまざまなシナリオの下で精査して進めてい

ます。具体的には、中長期を見据え、出資対象企業が当社

グループの事業にどのように寄与するかといった定性面と、グ

ループ会社化した時の財務諸表へのインパクト等の定量面の

両面から検討を進めています。出資規模と当社のバランスシー

トのサイズから、できることとできないことが見えてくる部分

もありますが、特にグループ会社化を検討する上では、当社

の目指す方向性と照らして、対象企業が加わることでしっか

りとしたストーリーが作れるかどうかが重要です。M＆Aによる

シナジーがすぐに発現できなくても、将来のポテンシャルに

投資する可能性もあります。そうした条件を満たした上で、買

収価格、相手先の経営陣や組織体制等も加味して総合的に

投資判断を行います。

　2020年8月にはログミー株式会社をグループ会社化

し、2021年5月には、将来的なグループ会社化を見据え、

Unipos株式会社と資本業務提携をしました。M＆Aを実行し

た後は、役員の派遣や事業連携・協業等を通じて近しい関係

を維持しながら、バックオフィス業務の一部統合等、相手先

企業の効率化に資する施策も進めています。

株主還元について

　株主の皆さまに対する利益還元については、適切に行って

いくことが重要と認識しています。現在の当社グループは成長

フェーズにあり、財務体質のさらなる強化に加え、事業拡大

に向けた内部留保の充実等を図り、資金を成長投資に充当し

て、しっかりと結果を出していくことが、株主の皆さまに対す

る最大の利益還元につながると考えています。そのため、配

当は現時点では見送りとさせていただいており、中長期的な

グを実施していますが、どのような時であっても地に足のつい

たコミュニケーションを心がけ、対話の中でいただく貴重なご

意見は、定期的に取締役会に報告し、経営の意思決定に役

立てているほか、事業サイドとも共有を図っています。

　加えて、機関投資家の方だけではなく、個人投資家の皆さ

まにも当社に興味・関心を持っていただきたいと考えており、

分かりやすい情報開示に努めています。2021年12月には株式

分割を実施したことで、投資単位の価格が下がり、株式の流

動性も改善しています。

　当社グループは、国内で最大級のSaaS企業と自負してい

ますが、データ（名刺や請求書のデータベース）、テクノロジー

（データ化技術）、プロダクト、セールス、ブランドの5つの資産

を保有している点が、他のSaaS企業にはない最大の特長で

す。SaaSの領域は事業機会に満ちています。今後も、これら

5つの資産を組み合わせることで事業機会をしっかりと捕捉

し、勢いのある成長を実現していきます。

取締役／執行役員／CFO／コーポレート本部担当　橋本 宗之

時間軸で検討していきたいと考えています。

重視する非財務情報

　財務諸表からは読み取れないものの、受注金額と解約率に

ついては重要な指標として注視しています。受注金額は、その

後の売上高の動向に直接的につながる指標です。また、解約

率はいかに当社サービスが安定して利用されているかを示す

指標であり、低い水準に保つことが非常に重要です。2022年

5月の「Sansan」の直近12か月平均での月次解約率は0.62％
*1となり、1％未満の低水準を維持しました。2022年5月期か

らは「Bill One」の月次平均解約率についても開示を始めまし

たが、0.49％ *1の低水準となっています。低水準の解約率を

維持していることは、ご利用いただいているユーザーにとって、

当社サービスが重要なビジネスインフラとなりつつあることを

示しているとも捉えられます。名刺管理やクラウド請求書受領

といった個々のサービスでは、当社よりも低廉な価格でサー

ビスを提供する競合も存在します。しかし、データが自律的に

蓄積される当社サービスをご利用いただくと、使い続けるほ

どその価値が上がるため、顧客満足度が向上し、解約に至り

にくいという競争優位性があると考えています。

*1 各サービスの既存契約の月額課金額に占める、解約に伴い減少した月額課金額の割合

ステークホルダーの皆さまとの対話を重視

　私は外資系金融機関等を経て、2017年11月に当社に入社し

ました。当社が成長を続ける中で、自分の得意領域で重要な

職務を任されていることにやりがいを感じています。と同時

に、財務機能の果たす役割や重要性、その責任の重さも認識

しています。CFOとして私が常に意識しているのは、財務が

事業成長の足かせにならない状態を保つことと、適切なリス

クテイクを可能にする基盤を整えることです。資金不足等の財

務的制約によって、事業成長に必要な投資ができなくなると

いったことのないよう、財務余力があっても抑えるところは抑

え、投資すべきところに資金リソースを集中するというメリハ

リをつけています。

　また、株主・投資家の皆さまとのコミュニケーションには、

常に誠実に対話する姿勢が重要との考えで臨んでいます。企

業への評価は市場が決めるものですから、自分たちの実力以

上に期待をいただく時もあれば、なかなか理解されにくい時

もあります。当社では、毎四半期、100件前後のIRミーティン

ログミー株式会社のグループ参画

　ログミー株式会社は、2013年8月に設立され、主な

サービスとして、公演や対談、決算説明会等を全文書

き起こしてログ化することで、本来限られた人しかアプ

ローチできない情報を、より多くの人に届けるメディア

を運営しています。提供する各メディアの合計で、月間

300万人のユーザーを有する等、高い認知度やブラン

ド力、ユニークなビジネスモデルを有しています。

　当社は、同社サービスの潜在力や当社事業との連

携・シナジー効果等に期待し、両社サービスのさらな

る価値向上を目的に、2020年8月に同社をグループ会

社化しました。その後、同社業績のさらなる拡大や当

社との連携による提供サービス価値の向上等に取り組

んでいます。具体的には、経営人材の派遣や経営管理

業務支援、成長資金の支援等により同社の経営基盤

の強化を図るとともに、当社が有する技術力やノウハ

ウの共有によって、新規サービスの開発や既存サービ

スの強化を図っています。また、Eight事業において展

開している各種ビジネスイベントサービスや広告サービ

スにおける連携商品の開発にも取り組んでいます。

イベント書き起こしサービス「logmi Biz」「logmi Finance」「logmi Tech」

　ログミー株式会社が提供する「logmi」シリーズ
は、優れたスピーチや対談等を全文書き起こしてロ
グ化し、価値ある情報をより多くの人に届けるため
のイベント書き起こしサービスです。企業向けのサー
ビスとして提供しており、イベント等を開催する企業
ユーザーは、「予定が合わないため、イベントに参加
できない」「イベントのアーカイブ動画を観るのが面
倒」等の理由でイベントにアクセスできない人に対し
て、「logmi」の正確な書き起こしを通じて、イベント

内容を届けることができます。「logmi」シリーズで
は、IT やイノベーション、起業等をテーマにしたイベ
ント・カンファレンスの内容を情報感度の高いビジネ
スリーダー層に届けるメディア「logmi Biz」や、アナ
リスト・機関投資家向け決算説明会等の情報を、個
人投資家を中心とした幅広いステークホルダーに届
ける「logmi Finance」、最新テクノロジーから、エ
ンジニアのスキル、キャリアアップに役立つ情報を提
供する「logmi Tech」の3つのサービスがあります。
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