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会社概要 

名 称 サイボウズ株式会社（東証一部上場 4776） 

事 業 内 容 「グループウェア」 の開発・販売・運用 

創 業 1997年8月（愛媛県松山市にて3名で創業） 

所 在 地 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル12F 

拠 点 
東京, 大阪, 松山, 名古屋, 福岡 

上海, 深圳, ホーチミン, サンフランシスコ 

資 本 金 614百万円 

従 業 員 数 
連結 511名(派遣社員79名含む・役員除く) ※2014年12月末 

平均年齢 33.8歳 



スローガン 

1. 私たちは、世界中のチームワーク向上に貢献します。 

2. 私たちは、世界一使われるグループウェアメーカーを目指します。 
• 売上や利益よりも「利用者数」にこだわります。 

• Windows, Linux, Google Search, Facebook のように、 
世界中で使われる製品・サービスを目指します。 

チームあるところ 
サイボウズあり 



主力製品群 

中小企業向けグループウェア 

大企業向けEIPグループウェア 

スマートフォン用の無料アプリ 

業務アプリ構築クラウド 

メール共有システム 

SharePoint用グループウェア 

無料グループウェア＆チャット 

社外から手軽に安心アクセス 





クラウドサービス 「cybozu.com」 

顧客やパートナーによる 
アプリケーションや 
ソリューション 

多様な業務に対応できるプラットフォーム 

信頼性の高いインフラ 

アプリが揃ったすぐに使える 
グループウェア 



売上推移 
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クラウド 

パッケージ 

※3期(99)は半年決算。15期(11)より連結での業績。16期(12)は11カ月決算。 



cybozu.com 有料契約社数 

9,000社 



信頼性の高いクラウド作り 

60億をつぎ込み国産で自社開発、データセンターの信頼性だけでなく、 
「認証」、「監視と自動復旧」、「データ保全」、「運用プロセス」など、 

隙のない信頼性を実現。 



安定運用 



脆弱性への先進的な取り組み 

社内のセキュリティ人材育成や品質検査、 
定期的なセキュリティ専門業者の監査に加え、 
高度な外部エンジニアを対象にした 
「脆弱性報奨金制度」を実施。 
 
脆弱性に関する情報をいち早く知ることで、 
ゼロデイ攻撃の可能性を未然に防ぐ取り組み。 
 
2013年に26件の外部報告を受けたが 
2014年は158件まで増加。 
 
2014年に外部からの報告によって発生した 
報奨金の総額は687万円。 
 
効果的な脆弱性の発見につながっている。 



クラウドによる中小企業革新 

ワーク 
シェアリング 

ナレッジ 
シェアリング 

マッチング 

クラウドによる 
シェアリング 

自立する 
社員育成 

多様な 
ワークスタイル 

働き方の革新 
ビジネスの革新 



長く働けるがいつでも辞められる社員を 

均一な社員 

•管理工数の削減が
目的 

•大量生産型 

•効率的に現状維持 

自立した多様な社員 

•付加価値をたく
さん生むことが
目的 

•カスタマイズ型 

•変化に適応する 

働き方も身に付けるスキルも自分の将来も自分で選択する→しなければならない 
様々な制度は福利厚生ではなく、自立した人材を育てるための手段 



働き方の多様化へのチャレンジ 

1. 新たな人事ポリシー「100人いれば、100通りの人
事制度」の策定 

2. 「社内相対評価」から「社外相対評価（市場性）＋
社内絶対評価」へ 

3. 働き方の選択（残業あり/なし、短時間勤務、週3日
勤務など） 

4. ストックオプションの廃止と社内持ち株会（100％の
補助金）の設置 

5. 働く場所と時間を選べるウルトラワーク 

6. 最大6年の育児休暇 

7. 退社しても再入社できる育自分休暇 



8. 自由に作れる部活動（年1万円/人） 

9. お誕生日会（3,000円/人） 

10.部内イベント支援（年1万円/人） 

11.喜びの叫び（四半期の全社懇親会） 

12.仕事Bar（仕事について語る場。1,500円/人） 

13.イベン10（単発のイベント補助。一回半額/人） 

14.人事部感動課（社内に感動を作る専門職種） 

15.副業の自由化（誰でも会社に断りなく副業可能） 

16.ドラマ誘致（今までに10回以上登場） 

 



選択型人事制度 

• 人生のイベントに合わせて働き方を変更できる。 

離職率が28％から4％に低下 
女性社員比率が４割に上昇 

 

1.時間に関係なく働く（PS2） 

• 開発や企画系が多い。 

2.少し残業して働く（PS） 

• サポート業務はこの形態。 

3.定時・短時間で働く（DS） 

• ママさん社員が多い。 



休暇制度 

• 人生のイベントに合わせて休み方を選択できる。  

1.育児休暇（6年） 

• 一人あたり 

2.介護休暇（6年） 

• 一人あたり 

3.育自分休暇（6年） 

• 35歳以下は退職後6年以内に復職可能 

• それを超えた場合、独立支援制度へ 

• ただしずっと働き続ける選択肢もある 



海外青年協力隊でボツワナに行く社員 
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新しいワークスタイルの啓発 

ワーキングマザーの現状を描く動画を作成し公開。 
女優の西田尚美さんを起用し、合計80万回以上の再生を獲得。 

大きな反響があり、企業の知名度向上に寄与。 



クラウドを最大限活用する 
業務プラットフォーム 

データ登録・加工 
（フォーム設計・集計） 

データの共有・処理 
（プロセス設計） コミュニケーション 

データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション 



ナレッジシェアリング 

原価管理システム 

小田島組（岩手県）の事例 



現場というチームから 
会社というチームへ 

原価の 
共有 

ノウハウの 

共有 
評価点 
県下一 

人員のやりくりで人件費削減 
資材のやりくりで材料費削減 
利益の見える化で適切な投資 

全部の現場を通しての 
優良事例、ポイントの 

共有 

ナレッジシェアリング 



ナレッジシェアリング＆ワークシェアリング 

医療法人ゆうの森（愛媛県）の事例 

病気ではなく 
人を看るチームへ 



ナレッジシェアリング＆ワークシェアリング 

当番
制 

一体
化 

黒字
化 

週イチならへき地OK 
家族手当などは不要 

夜間受付は松山で 
誰でも対応できる 

どこでも記録ができる 
人事交流で最新の知識をまわす 

年間3000万の赤字を 
4ヶ月で黒字化 



ワークシェアリング 

わずか3名で月7,000件ある 
メールでの宿泊予約に対応 

ベテラン
の活用 

好きな時
間に在宅
勤務可能 

24時間の
高品質サ
ポート 

産休に入るベテラン社員 
在宅勤務でメール対応 

クラウド活用でメール対応を共有 
空いた時間にちょこっと仕事 

 

アウトソースより高品質 
産休ブランクも低減 

星野リゾートの事例 



Kintone 

農家A 

農家B 

農家C 

農家D 

農家E イタリア
料理店 

フランス
料理店 

ドイツ料
理店 

イギリス
料理店 

マッチング 

希少だが
生産が難
しい野菜 

シェフのお
すすめが
自慢の高
単価店 

不安定でも
高付加価
値で取引
可能 

ヨーロッパ野菜の栽培 
歩留まりも収穫時期も読めず 

流通がむずかしい 

珍しい野菜の入手を輸入に頼る 
市場でも手に入らない珍品希望 

野菜に合わせて料理を 
作るビジネスが成立 

ヨーロッパ野菜研究会の事例 



クラウドによる中小企業革新 

ワーク 
シェアリング 

ナレッジ 
シェアリング 

マッチング 

クラウドによる 
シェアリング 

自立する 
社員育成 

多様な 
ワークスタイル 

働き方の革新 
ビジネスの革新 



クラウドを使って 

新しい働き方と 
新しいビジネスを 


