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株主の皆さまへ

私たちは、第3次中期計画における重点テーマとして
「サービスプロバイダーへの進化」と「コンサルティング
＆ビジネスITの創出」を掲げております。
「サービスプロバイダーへの進化」では、自社サービス
であるclouXion（クラウジョン）及びマネージドセキュリ
ティサービスのラインアップの拡充を進めたことに加え
て、販売代理店契約を整備しパートナー企業と契約締結
するなど、ビジネスをスケールさせるための準備を着実
に進めております。
「コンサルティング＆ビジネスITの創出」では、グロー
バル製造業・建設業・農業の分野に注力して協創に取り
組んでおります。これらの業界において競争力強化のた
めのクラウド活用や、お客様のIoTサービス開発支援など

を進めており、ビジネスパートナー企業・団体との関係
性強化が進んでおります。
ソフトバンクとのシナジー強化では、ソフトバンクと
の協業が深まり、IT支援のみならず法人・公共ビジネス
における協業も拡大していく計画です。

当上期は、注力事業であるコーポレートITとビジネスIT
が好調に推移し、売上高および各利益が過去最高を達成
しました。
なかでも、クラウド分野の製造業向けデータプラット
フォーム構築案件や中央省庁向けクラウド開発案件が増
加したことに加え、セキュリティ分野のコンサルティン
グやソリューション販売が堅調に推移したことにより、
増収増益となりました。
下期においては、セキュリティやクラウドに加えて、
ソフトバンクとの協業によって売上高540億、営業利益
30億の達成を目指してまいります。

代表取締役社長

上期売上高および各利益が過去最高
第3次中期経営計画が順調なスタート

注力領域のコーポレートIT（情報システム部門向け）、
ビジネスIT（事業部門向け）が増収増益を牽引
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当社のテレワークは「自ら多様性のある働き方を実践することが、お客様へのより
良い提案につながる」という社員の声からスタートしました。有志社員を中心にデ
ィスカッションを重ね、Microsoft Teams など各種ツールやサテライトオフィスな
どの利活用の制度を整えてきました。これらの取り組みが評価され、本年度の「テ
レワーク宣言企業」に選出されました。当社テレワークの紹介記事や動画が「テレワ
ーク宣言応援事業サイト」で順次掲載されていきますので、ぜひご覧ください。

当社独自のIoTサービス「IoT Core Connect」
の展開をはじめ、お客様のビジネスに貢献す
るIoT導入支援の取り組みが認められ、米マ
イクロソフトと日本マイクロソフトから、
IoT分野で優れた実績を上げたパートナーと
して表彰されました。

厚生労働省のテレワーク普及推進策「テレワーク宣言企業」に選定
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　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに第32期（2020年3月期）第2四半期の概況につ
いてご説明させていただきます。
　また、当社は2019年10月1日より商号を「SBテクノ
ロジー株式会社」へ変更いたしました。ソフトバンクグ
ループの群戦略を推進するうえで、自律的な経営をさら
に強化し、親会社であるソフトバンク株式会社とともに
より強固な戦略的シナジーグループを形成してまいります。
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経常利益 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益営業利益売上高

（百万円） （百万円）（百万円）（百万円）

株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

配当金基準日 期末 3月31日
中間 9月30日

定時株主総会 毎年6月

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社

同連絡先 みずほ信託銀行　証券代行部
〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL.0120-288-324（フリーダイヤル）

特別口座管理機関
同連絡先

三菱UFJ信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行　証券代行部
TEL.0120-232-711（フリーダイヤル）

上場取引所 東証第一部（コード番号 4726）

公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。ただ
し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
掲載ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
https://www.softbanktech.co.jp/

配当（円）

　　当期より中間配当を実施

2019年3月期

1株15円→20円へ増配

2017年6月1日付で普通株式1株につき
2株の割合で株式分割を行い、
配当額を調整しております。
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配当方針について

マイクロソフトアワード IoT分野で表彰

世界2,900以上のパートナー企業から
国内企業唯一のファイナリストに選出

2014年より6年連続でアワード受賞

2019 Partner of the Year Awards グローバル

国　内

■ テレワーク宣言応援事業サイトでの当社紹介ページはこちら

URL：https://www.sengen7.com/sbtech

マイクロソフト パートナー オブ ザ イヤー 2019

第3次中期計画における重点テーマ



「コンサルティング＆ビジネスITの創出」への取り組み
IoTやAIなど先端技術を活用した、
お客様との新たなビジネスの協創

建物管理 コインランドリー 排水処理設備

全国数百棟の建物に使われる、
電気・空調・給排水衛生など
の建物設備を監視する遠隔管
理システムを刷新しました。
遠隔管理により、設備に異常
が起きた際の状況把握・現地
対応が迅速化でき、技術員の
業務効率化や建物所有者の満
足度の向上が実現されました。

コインランドリーをIoT化する
IoTプラットフォームサービス
を開発しています。
サービス提供の第一弾では、
複数店舗の売上・機器稼働情
報などをリアルタイムに一元
管理し、また、利用者へは洗
濯機の空き状況などの店舗情
報を提供します。

排水処理に使われる、ばっ気
装置ターボブロアの遠隔監視
サービスを刷新しました。
装置の運転状況などの可視化
により、機器トラブル発生時
の初動対応の迅速化や、故障
原因の早期特定が可能となり、
停止期間の極小化や確認作業
の負荷低減が実現されました。

モノやサービスとIoTを連携する
プラットフォームサービス

日本企業の競争力を高める
クラウドコンサル&サービスカンパニーへ

長期目標

営業利益 43億円
BIT&CIT 売上高構成比率 50%へ

ROE（自己資本利益率） 13%

（FY18/25億円を起点にCAGR 20%）
2 0 2 2年

3月期

● サービス化につながるシステム開発に集中
● クラウド&セキュリティのサービス化推進
● パートナーセールスの確立と強化

● 既存ビジネスのクラウド・DX推進
● IoTや先端技術を活用した新ビジネスの協創
● スクラム開発の浸透

clouXionやマネージドセキュリティサービスをはじ
め、今後もサービス化につながる開発への集中と拡充
を進めながら、パートナーの皆様と協力し、より多く
のお客様にクラウド化の促進や働き方改革への貢献、
本業に専念いただくためのIT支援（コーポレートIT）を
行ってまいります。

製造業や建設業を中心に、クラウドの知見を活かした
コンサルティングによりお客様のクラウド移行・デジ
タルトランスフォーメーションを支援し、IoT Core 
ConnectをはじめIoTやAIなどの先端技術を用いて、
お客様と新たなビジネスの協創（ビジネスIT）やサー
ビス開発を進めてまいります。

サービス
プロバイダーへの進化

コンサルティング&
ビジネスITの創出

ソフトバンク（親会社）とのシナジー強化

ソフトバンクグループ各社

・システム開発／運用支援
・Azure移行 等

グループ企業として 個人顧客 法人／公共

・マイクロソフトソリューション
・クラウドセキュリティサービス

パートナーとして

IT支援（直接貢献）

IT支援（直接貢献） 法人ビジネスの協業


