
2018年12月期 (第22期)決算
2019年度 (第23期)事業戦略説明会

サイボウズ株式会社
代表取締役社長青野慶久



事 業 内 容 「グループウェア」の開発・販売・運用 / メソッド事業

創 業 1997年8月

所 在 地 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

拠 点 東京, 大阪, 松山, 名古屋, 福岡, 仙台, 札幌, 上海, 深圳
台湾, ホーチミン, サンフランシスコ, シドニー(合弁)など

資 本 金 613百万円

従 業 員 数 連結 795名(派遣社員128名含む) ※2018年12月末
平均年齢 34.6歳

会社概要

サイボウズ株式会社（東証一部上場 4776）



・理想への共感
・多様な個性を重視
・公明正大
・自立と議論の文化

優れたグループウェアと
チームワーク強化メソッドの
開発と普及

チームワークあふれる
「社会」を創る

チームワークあふれる
「会社」を創る

サイボウズの企業理念

会社概要



チームワーク向上

グループウェアとは

グループウェアで情報共有

スケジュール

商談

メール
センサー(IoT)

会議室予約

タスク

ファイル掲示板 位置情報
顧客 社員情報

採用

契約

受発注日報

効果・効率・満足・学習を高めて



中小企業向けグループウェア

大企業・中堅企業向けグループウェア

業務アプリ構築クラウド

メール共有システム

主力製品の導入社数

60,000社

5,000社

11,000社

7,500社

（2018年12月時点）

※パッケージ版/クラウド版ともに国内累計導入社数



ツールと風土の進化

OA化
• 個人を強化
• 効率を上げる

IT化
• 個人を強化
• 強者が稼ぐ

共有化
• チームを強化
• 個性を活かす

電話
FAX

ワープロ機

PCとネット
OAソフト
メール

マルチ端末
クラウド

グループウェア

情報格差.. 個性を活かすアナログの限界..

手書き

Icons made by Freepik from https://www.flaticon.com/ is licensed by Creative Commons BY 3.0



2018年12月期決算



連 結 業 績

【 単 位 ： 百 万 円 】

2017年12月期
(実績)

2018年12月期
(実績)

2019年12月期
（予想）

売 上 高 9,502 11,303 12,923～
13,323

営 業 利 益 802 1,103 832～
1,232

経 常 利 益 821 1,194 888～
1,288

当 期 純 利 益 414 653 373～
773

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 9.03 14.25 8.13～

16.85

1株当たり配当金 9.00円 9.00円 未定

連結業績推移



連 結 P L
【 単 位 ： 百 万 円 】

2017年
12月期実績

2018年
12月期実績

売 上 高 9,502 11,303

売 上 原 価 641 749

人 件 費 3,384 3,955

広 告 費 1,674 1,765

そ の 他 3,000 3,728

営 業 利 益 802 1,103

前年比＋1,800百万
(+18.9%)

2018年12月期業績（詳細）

人員強化のため
人件費に積極投資

クラウド関連サービス
の売上が7,434百万
(前年比+31.6％)
全体の65％超え



連 結 B S
【単位：百万円】

2017年
12月期

2018年
12月期 前期比

資 産 6,556 7,329 ＋773
-現預金 1,850 2,023 +173

負 債 3,353 3,930 ＋576
純 資 産 3,202 3,399 +196

-自己株式 ▲1,799 ▲1,799 －

自 己 資 本
比 率 48.9% 46.4% ▲2.5%

１株当たり
純 資 産 69.8円 74.1円 +4.3円

財務状況



2018年度事業報告



有償契約100万ユーザー突破

kintone導入10,000社突破

中国導入企業1,000社突破

チーム応援ライセンス申込1,000件突破

※2018年4月時点、cybozu.com契約中/日本/アメリカ/中国を対象

※2018年9月時点契約中

※2019年1月時点契約中

※2018年12月時点契約中

22期-23期における主な実績



連結売上100億円突破
2018年12月期 クラウド関連売上

クラウド比率 65％

※2010年まで単体、2011年より連結の数値
※1996年は6ヶ月決算、2012年は11ヶ月決算

昨対比131％



グループウェア事業



2019年4月15日
サービス終了

無料グループウェア

1月10日よりサービス終了特設窓口にて
電話・メール対応を受け付け

終了後はログイン不可



中小企業向けグループウェア



※1997〜2018年クラウド・パッケージ累計導入社数推移



※1997〜2018年年別売上高推移



安心で使いやすい国産グループウェアとして評価

知人からOfficeの話を聞いて購入した 約51%

Officeが自社初のグループウェア 約48%

（※）参照元：2018年1月1日-8月3日サイボウズOffice購入者アンケート

（※）

（※）

前職で利用していた経験から購入した

口コミによって順調にユーザーが増加中



大規模・中堅企業向けグループウェア



「ざんねんな情報共有図鑑」



オンプレ

クラウド

クラウド版の売上が全体の半数に到達予定
大規模・中堅組織でもクラウドが主力に

※2012〜2018年オンプレ/クラウド別売上高推移 ※2019年は2018年12月末時点における予測値



株式会社明電舎様 Garoon×kintone

グローバル事業強化に向けて新たな情報共有基盤にGaroon採用
6,000名規模でのコミュニケーション・業務遂行を支援

本日15:00プレスリリース予定



API拡充による
カスタマイズ性の強化



エコシステムを順調に拡大中

Create!Webフローはインフォテック株式会社の商標です。『駅すぱあと』は株式会社ヴァル研究所の登録商標です。



ビジネスアプリ作成プラットフォーム



2018年12月期
売上 昨対1.5倍
導入社数 昨対1.4倍

11,000社

7,800社

※2013年〜2018年別国内売上高推移

売
上
前
年
比

倍
1.5





マルケトと販売活動において戦略的協業



登壇企業89社
会場総動員数5,469名

ユーザー同士がノウハウや
アイデアを交換するリアルイベント

2019年度
名古屋・仙台・福岡・大阪
松山・東京で順次開催予定

kintoneの活用スキルを
サイボウズが公式に認定する制度

ユーザー向け施策

※2018年末時点

合格者数297名 ※2018年末時点

2019年度目標
新規合格者数 500名



エコシステムの多様化がすすむ

対面開発 活用教育
プラグイン
ノンコード
サービス

自社開発・カスタマイズのニーズが増加

顧客の成長を支援するサービスが充実



本日15:00プレスリリース予定

モバイルデザイン刷新、３月プレビュー版リリース



プロセス管理などはさらに使いやすく



リリーススケジュール（予定）
３月 ４月 ５月

プレビュー版
リリース

随時
アップデート

正式版リリース
（iOS/Androidアプリ含む）

3月10日～

・PC版との機能差異改善
・全文検索機能
・API対応 など

・ページ移動や通知確認を改善

レコード一覧画面
正式版で対応



かんたんメール共有ツール



全体売上約75%がクラウドに
メール共有の文化を拡げていく

※2012年-2018年別国内売上高推移



チーム応援ライセンス

価格：1サービス年間9,900円(300ユーザー)

契約件数 1,000件 突破
対象：全クラウド製品

特定非営利活動法人（NPO法人）
サイボウズ独自の条件を満たす任意団体、および非営利型一般社団法人

■ 適用対象

※2019年1月時点

NEW

学校PTAやマンション管理組合、地域自治会
大学研究室・ゼミ・サークル、社会人交流会など

■適用例



東南アジア 他

グローバル展開を加速

インド・韓国・オーストラリアを含む

前年比
35%増

※2018年12月時点累計導入社数

東南アジア他

400社以上

中国
1000社

以上



メソッド事業



サイボウズのメソッドを提供する新事業
2017年11月より開始



「チームワーク経営塾」

今、必要なのは“情報格差のない”チーム
経営者と経営を担う方々に一緒に参加いただく、

2日間のチーム型経営塾



０期生の実施風景ムービー（3分）



サイボウズの働き方



基本ポリシー

100人100通りの
働き方

徹底的に「個性」を活かす



社員数と離職率の推移

離職率約4.8%
2018年12月末

※サイボウズ株式会社に所属する正社員のみ（サイボウズ・ラボ、海外拠点を除く）



2019年版働きがいのある会社ランキング

▼中規模部門（従業員100-999人）第２位



（A3） （A2） PS2
（A1）

（B3） （B2） PS
（B1）

（C3） （C2） DS
（C1）

長

短

オフィス
（会社の指定場所）自由

時間

場所

（8H未満）

90％80％以下

2018年5月より９つの働き方分類を廃止



多様な働き方をデータベース化（働き方宣言アプリ）



（参考）自由すぎる……！ サイボウズが最近はじめた新しい「働き方制度」について聞いてみた
https://cybozushiki.cybozu.co.jp/articles/m001471.html

プロフィールにも記載、個人の働き方を理解



『サイボウズの開発本部から
部が無くなりました』

クラウド強化に合わせた開発体制へ

https://blog.cybozu.io/entry/2019/02/13/080000



株主総会＋シンポジウムを開催（2019.3.30）

株主を巻き込んだチームワークに挑戦



2019年度について



USで展開する「kintone.com」の基盤に
AWS（アマゾンウェブサービス）を採用

19年夏、Public Release 予定



USもチームワークをさらに強化

「Best tech Culture」ファイナリスト

英語版サイボウズ式を開設予定

US開発拠点開設を検討中
2019年一部開発チームがUSに短期滞在予定

離職率 50%(17年） 10%(18年)

2019年下期

Timmy Awards 2018 



Kintone Connect 2018



2019年は、さらにUS事業を加速させます



私たちの強み

個性を活かした組織

グループウェア特化
とエコシステム

ツールに加えて
制度と風土の変革



チームワークあふれる社会をつくる
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