
営業DXサービス 名刺作成サービス インボイス管理サービス クラウド契約業務サービス

テクノロジーと人の手入力を組み合わせた独
自のオペレーションにより、正確なデータ化
精度を実現しています。（→p.18 ビジネスモ
デル）

アナログ情報をデジタル化する技術

2013年に初めて「Sansan」のテレビCMを
放映して以来、「Sansan」は国内において高
い認知度を獲得しており、これは各サービス
への信頼性獲得に大きく貢献しています。

国内における高い認知度

当社グループは、国内SaaS最大級のポジ
ショニングを構築する中で培った強固な営
業・マーケティング組織や高いノウハウを保
有しています。

国内最大級のSaaS組織
企業のDXを促進するサービス

　Sansan／Bill One事業では、法人向けに営業DXサービ

ス「Sansan」や名刺作成サービス「Sansan名刺メーカー」、

インボイス管理サービス「Bill One」、クラウド契約業務サー

ビス「Contract One」等を展開しています。各サービスは、

ビジネス課題を解決するソリューションであり、アナログ情報

のデジタル化による業務効率化や効果的なデータ活用手段

の提供等を通じて、企業やビジネスパーソンの働き方を変

え、DXを促進するものとなっています。

 Sansan／Bill One事業

Sansan／Bill One事業の概要

主なサービス

売上高内訳
単位：百万円

2022
18,105

■ Sansan／Sansan名刺メーカー
■ Bill One
■ その他
　 （Contract One等／
　  調整額）

63

17,214

826

売上高の推移
単位：百万円

2021 2022 2023（見通し）

18,105
14,605

21,998
～

22,632

調整後営業利益の推移
単位：百万円

2021 2022

5,752
5,290

*1 グラフは各年5月期

業績*1

　2022年5月期においては、「Sansan」の堅調な成長や「Bill 
One」の高成長継続等により、Sansan／Bill One事業の売
上高は前年同期比24.0％増となりました。また、調整後営業
利益は、主に「Bill One」のさらなる成長実現に向け、営業

体制やマーケティング活動を強化したこと等から、前年同期
比8.7％増となりました。
　2023年5月期における売上高成長率は、21.5％増から
25.0％増を見込んでいます。

社会課題・ニーズ

　企業のさまざまなビジネスフローにおいては、現在でも紙
の利用をはじめとしたアナログな工程が残っており、デジタル
化による業務効率化やデータの有効活用が遅れていることが
大きな課題となっています。
　営業活動においては、商談相手の会社名や氏名、役職名、
連絡先といった正確な情報を取得し、効率的に活用すること
が非常に重要です。しかしながら、名刺交換やメール、商談
履歴等の顧客との接点情報は、各人が個別で管理している
ケースが大半であるため、本来貴重である情報資産が社内で

有効活用されていません。また、管理方法もアナログな手法
であることが多く、デジタル化による業務効率化の余地が大
きい領域でもあります。加えて、コロナ禍以降、非対面のミー
ティングの普及によって名刺交換の機会が減少したため、こ
れまで以上に、商談相手の正確な情報取得や接点情報の管
理・活用の重要性が高まっています。そのほか、これまで接点
のない企業に関しては、売上高や業種、従業員規模、地域
といった詳細情報を保有していないために、新規営業の対象
とすべき適切なターゲット選定が困難であり、効率的な営業

戦略の立案ができないという課題も存在しています。
　経理業務においては、未だ紙の請求書を取り扱う機会が
多いため、郵送物の管理や社内承認のための回覧、支払い
作業のための請求書内容のデータ入力等、アナログで非効率
な業務が山積しています。また、紙の請求書を受領するには

出社が求められることから、多様な働き方の実現に向けては
大きな阻害要因にもなっています。加えて、日本国内におい
ては、官民を挙げて請求書の電子化に向けた取り組みが進ん
でおり、改正電子帳簿保存法やインボイス制度といった新し
い仕組みへの対応が求められています。

競争優位性

マルチプロダクトを支える事業運営体制

　当社グループは、創業事業である「Sansan」を主軸

として、これまで培ってきた強みを武器にビジネス分野

を広げ、新たなサービスの創出に注力してきました。こ

の結果、各サービスそのものとしての価値はもとより、

サービス間の連携によって生み出されるシナジーの重

要性が増しており、マルチプロダクトと呼べる事業ポー

トフォリオを構成できたと捉えています。このマルチプ

ロダクトを支えるのがプロダクト組織、技術本部、ビジ

ネス統括本部の3つの組織であり、事業成長のスピー

ドを効率的に向上させる事業運営体制として機能して

います。

　具体的には、まず、プロダクト組織において、主要プ

ロダクト毎に責任者であるGMを配置しています。事業

戦略の立案や収益のモニタリング、事業計画のコミッ

トメントまでの重要な役割や責任をGMが担うことで、

各プロダクトが自立して成長できる体制となっています。

次に、技術本部では、各プロダクトのエンジニアリン

グ機能が集約されており、競争優位性の源泉でもある

技術力のさらなる向上に向け、高度な人材育成や研究

開発リソースの有効活用に取り組んでいます。そして、

ビジネス統括本部では、「Sansan」や「Bill One」等

の営業部門とマーケティング部門を1つの本部配下に集

約しています。これにより、成長性の高いプロダクトに

対して機動的かつ柔軟に、最適な営業やマーケティン

グのリソース配分が可能となっています。

　なお、Eight事業における採用関連サービスやビジネ

スイベント等をはじめとした各種サービスは、その性質

上、マルチプロダクトを扱う体制下で販売していくもの

ではないため、開発以外のその他のリソースについて

は、Eight事業部門内で運営を行っています。
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営業を強くする
データベース

紙名刺の発行に利用

自身の名刺情報を登録

「オンライン名刺」として利用

名刺マスタの一元管理

・業種
・従業員数
・売上高
・資本金　等

・商号
・所在地
・TDBコード
・設立年月

・代表者情報
・役職者情報 

企業データベース 接点データベース

営業を強くする
データベース

メール

電話

《 データ項目 》

※一部の情報は保有する名刺にのみ紐付きます

名刺

オンライン名刺

フォーム

セミナー

営業DXサービス「Sansan」

 Sansan／Bill One事業

　「Sansan」は、「営業を強くするデータベース」をコンセプト

とする、企業データベースと接点データベースを組み合わせ

て利用企業ならではのデータベースを構築し、個人や組織の

営業力を強化する営業DXサービスです。

サービス概要

　ユーザーは、100万件以上の企業情報を搭載した企業デー
タベースと、名刺交換やメール、セミナー参加、ウェブサイト
からの問い合わせといった顧客とのあらゆる接点を蓄積・可
視化した接点データベースとを組み合わせることで、利用企
業ならではのデータベースを「Sansan」上に構築することが
できます。このデータベースを活用することで、新規の営業先
を効率的に発見できるようになるほか、営業先企業との最新
の接点情報等を社内で共有することによって、営業担当者個
人の営業力を強化することができます。また、外部システムと

連携させてデータを活用することで、顧客に合わせた高度な
営業戦略の立案・実行が可能となり、組織全体の営業成果
の最大化につなげることができます。
　ビジネスモデルとしては、全社で利用するプランを基本プ
ランとして提供しています。ユーザー企業の規模や用途に応じ
て算出されるライセンス費用に、スキャナレンタル料等が加算
されたものが月額利用料となります。また、サービス導入時に
は、紙で保管している大量の名刺のデータ化や導入支援等の
付加サービスを有料で提供しています。

実績*1

戦略

　2022年5月期においては、コロナ禍による一定のマイナス
影響を受けたものの、営業体制の強化等が奏功し、中堅・大
企業の新規契約獲得が進んだ結果、「Sansan」の契約件数
は前年同期末比9.6％増、契約当たり月次ストック売上高は
前年同期比4.9％増となりました。また、直近12か月平均の月
次解約率*2は、既存顧客の利用拡大に対する継続的な取り
組みを行った結果、前年同期比0.01ポイント減の0.62％とな
り、低水準を維持しました。

　「Sansan」は全企業を利用対象とするサービスですが、日
本国内の労働人口で見た場合には、「Sansan」の利用カバー
率は約3％*3に留まっており、国内には大きな開拓余地が存在
しています。
　今後の成長に向けては、プロダクト刷新として取り組んでい
る機能拡充をさらに推進することで、「Sansan」のビジネス
データベースとしての価値向上を図ります。加えて、営業体制
の強化による契約件数の拡大や、ユーザー企業の全社員によ
るサービス利用（全社利用）を前提とした新規顧客獲得や既
存顧客の利用拡大の促進等についても継続的に取り組むこと
で、契約当たり月次ストック売上高のさらなる拡大を図ります。

　この結果、「Sansan」売上高は前年同期比18.6％増、うち、
固定収入であるストック売上高は前年同期比18.4％増、その
他売上高は前年同期比22.3％増となりました。
　今後のさらなる売上高の拡大に向けて、クラウド名刺管理
サービス「Sansan」から、「営業を強くするデータベース」を
コンセプトに、営業DXサービス「Sansan」へと刷新を行い、
2022年6月からの利用開始に向けて、新たな機能の搭載に
取り組みました。

■ ストック
● ストック売上高比率
■ その他

2021 2022

「Sansan」ストック売上高
単位：百万円

865
707

17,214
14,519

95.0％
95.1％

16,34913,811

「Sansan」潜在市場規模
日本の企業規模区分

（従業者数）

「Sansan」
利用企業カバー率 *3

（前年同期末比）

「Sansan」
利用従業者カバー率 *3

（前年同期末比）

4.1％
(+0.9pt)

3.0％
(+0.6pt)

1.1％
(+0.2pt)

16.1％
(+0.5pt)

3.9％
(+0.5pt)

0.3％

1,000人以上

100人～999人

99人以下
(+0.0pt)

「Sansan」契約件数・
契約当たり月次ストック売上高

■ 契約件数
● 契約当たり
　 月次ストック売上高

2021 2022

8,4887,744

170,000円162,000円

単位：件

「Sansan」直近12か月
平均月次解約率

2021 2022

0.62％0.63％

名刺作成サービス「Sansan名刺メーカー」

　「Sansan名刺メーカー」は、「名刺作成から、働き方をアッ

プデートする」をコンセプトとする、名刺作成や発注業務等を

オンライン上で一元管理できる名刺作成サービスです。ユー

ザーは、「Sansan」をはじめとした各種プラットフォーム上で、

名刺の発注、更新の申請から、承認、印刷までの業務をワン

ストップで行うことができます。2021年5月のサービス提供以

降、ユーザーの利便性向上に向けて機能拡充に取り組んでお

り、「Google WorkspaceTM*4」や「Microsoft Outlook*5」

「Microsoft Teams*5」との機能連携を開始する等、外部

サービスとの連携を強化しています。

*1 グラフは各年5月期　*2 「Sansan」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

*3 分母は総務省統計局「2016年経済センサス活動調査」を基にした数値、分子は2022
年5月期Q4末における「Sansan」の契約件数及び合計ID数を基に算出

*4 Google Workspaceは Google LLC の商標です。　
*5 Microsoft Outlook、Microsoft Teamsは、米国Microsoft Corporationの米国
およびその他の国における登録商標または商標です。
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製本

押印・印紙の貼付

契約業務をオンラインで完結
契約情報の一元管理

送付と受領

契約書原本の保管印刷

ワンストップ受領

99.9％の精度でデータ化

クラウド上で一元管理

Bill Oneの契約企業

さまざまな形式・方法で送付される請求書を
「Bill One」がユーザーに代行して集約します。

AI、OCR、入力オペレーターが、99.9％という高い精度で請求書をデータ化。
請求書の受領やデータ化の完了を担当者にメールで通知します。

データ化された請求書は、専用のデータベースで一元管理されるほか、
他のシステムと連携機能を提供しています。

請求書を発行する企業

郵送

メール添付

アップロード

請求書受領から、
月次決算を加速する

インボイス管理サービス「Bill One」

 Sansan／Bill One事業

　「Bill One」は、「請求書受領から、月次決算を加速する」を

コンセプトに、請求書関連業務の効率化によって経理のDX

を促進することで、経営の意思決定スピード向上を支援する

インボイス管理サービスです。

サービス概要

　多数の拠点や部門に紙やPDFといったさまざまな形式で届
く全ての請求書は、「Bill One」が代行して受領した上で正確
な精度でデータ化するため、ユーザーは、自ら作業すること
なく、初めから正しくデータ化された請求書情報にアクセス
が可能であり、内容の確認や承認作業といった各種業務フ
ローをクラウド上で完結することができます。また、この請求
書の受領機能に加えて、発行機能をオプションとして利用す
ることが可能です。さらに、データ化された請求書情報は検
索性の高いデータベースで一元管理されることから、データ

を活用したコストコントロールや営業機会の創出、将来的な
収益機会の最大化等にもつなげることができます。
　ビジネスモデルとしては、導入支援等が含まれる初期費用
と、ユーザー企業においてデータ化される請求書の枚数を基
に算出される月額費用で構成される料金プランを提供してい
ます。また、発行機能等の付加サービスを有料で提供してい
ます。なお、従業員数が100名以下の法人向けには、一定の
条件を設定した上で、初期費用と月額費用が無料のスモール
ビジネスプランを提供しています。

実績*1

戦略

　2022年5月期においては、人材採用等の営業体制やマー
ケティング活動の強化のほか、新たな機能の搭載等に取り組
んだ結果、中堅・大企業の新規契約獲得が進み、有料契約
件数は前年同期末比312.8％増、有料契約当たり月次ストッ
ク売上高は前年同期比41.9％増となりました。また、直近12
か月平均月次解約率*2は0.49％となりました。
この結果、「Bill One」売上高は前年同期比878.1％増と

なりました。また、2022年5月におけるMRR*3は前年同月比

　「Bill One」は、業種や規模を問わず、全企業を利用対象
とするサービスであり、現在のインボイスネットワーク参加企
業数である約4.1万社は、国内企業の約2％*5をカバーしてい
るに過ぎません。この広大な開拓余地を背景に、さらなる普
及拡大による売上高の高成長継続に取り組んでおり、2023
年5月におけるARRは、前年同期の2倍以上の水準を目指して
います。具体的な施策としては、売上高の最大化に向け、営
業活動やテレビCMを中心とした広告宣伝・マーケティング活
動の強化や、インボイス制度導入を見据えた機能拡充等に取
り組みます。

486.3％増、ARR*4は1,392百万円となり、目標としていた10
億円を大幅に上回りました。なお、「Bill One」は、本サービ
スを通じて請求書を受領する有料・無料契約ユーザだけでは
なく、当該利用ユーザーに対して請求書を送付するユーザー
を含めたインボイスネットワークを構築しており、2022年5月
末時点のネットワーク参加企業数は約4.1万社となりました。
また、本ネットワーク上でやり取りされた請求書の合計金額
は、2022年5月の単月実績で6,700億円を超過しました。

「Bill One」ARR
単位：百万円

2021 2022

1,392

237

105,000円

2021 2022

149,000円

776

188

「Bill One」有料契約件数／
有料契約当たり月次ストック売上高
単位：件
■ 有料契約件数
● 有料契約当たり
　 月次ストック
　 売上高

「Bill One」直近12か月
平均月次解約率 
2022年5月末時点

0.49％

クラウド契約業務サービス「Contract One」

　「Contract One」は、「契約業務のDXから、リスクを管理

する」をコンセプトに、紙や電子等のあらゆる契約書を一元管

理し、業務効率化とリスク管理を同時に実現するクラウド契

約業務サービスです。ユーザーは、紙の契約書の押印や保管、

管理までのアナログな作業をオンライン上の指示だけで完結

することができるほか、契約書が正確にデータ化されるため、

紙・電子両方の契約情報をデータで一元管理することができ

ます。2022年1月のサービス開始以降、マーケティング活動や

機能拡充に取り組んだ結果、2022年8月末時点の契約件数は

88件となっており、順調な立ち上がりとなっています。

「Bill One」潜在市場規模

「Bill One」有料契約件数 776

「Bill One」インボイスネットワーク
約4.1万社

日本国内の企業数

約200万
*5

*5 分母は総務省統計局「2016年経済センサス活動調査」を基にした数値

*1 グラフは各年5月期　*2 「Bill One」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　*3 Monthly Recurring Revenue（月間固定収入）　*4 Annual
Recurring Revenue（年間固定収入）
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