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第二四半期損益計算書

※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。（増減率は決算短信ベース）

売上高

売上総利益

売上総利益率

販売管理費

営業利益

営業利益率

経常利益

当期純利益

2019年10月期2Q 
(2018年11月－2019年4月)

8,604

2,059

23.9%

1,615

444

5.1%

472

259

増減額

635

263

121

142

150

60

+1.4pt

+1.4pt

増減率

+7.9%

+14.6%

+8.1%

+46.9%

+46.9%

+30.4%

2018年10月期2Q
(2017年11月－2018年4月)

7,969

1,795

22.5%

1,493

302
3.7%

321

199

（単位：百万円）
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第二四半期決算 ハイライト

業 績
2019年4月25日に業績予想を修正通期8億円の利益水準へ

営業利益率が５％超。さらなる利益率増加を目指す

ＢＰＯ
ギグエコノミーによるフードデリバリー店舗開拓が堅調

５Ｇ基地局工事案件が具体化

Ｃo-
Working

店舗数53店舗、会員数3,900社突破

直営店の収益が向上、計画より早く黒字化の見込み

ＫＰＩ
お仕事斡旋総件数 6,475,207件（当社創業来のお仕事紹介件数）

2019年10月期２Q利用ワーカー数 4,882名（当上期利用ユニークワーカー数）



※ 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております

※ 2019年4月25日に業績予想の修正を実施いたしております

2019年10月期 連結業績予想
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売上高

営業利益

営業利益率

経常利益

当期純利益

当期純利益率

２０１8年10月期
(2017年11－2018年10月)

２０１9年10月期
(2018年11－2019年10月)

16,052

586
3.65%

613

3.82%

309
1.92%

増 減

＋948

+214

+197

+141

+0.72pt

+1.05pt

+0.94pt経常利益率

17,000

700 → 800
4.70%

700 → 810

4.76%

375 → 450
2.64%

（単位：百万円）
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TOPICｓ



「飲食店×ギグエコノミーの融合」で配達系の働き方の多様化

ギグエコノミーによるデリバリー対応店舗の開拓

配達系 Gig economyの支援

飲食店 × GiG Economy
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AI・IoTロボット製品の受注、決済、発送、サポートなど
一気通貫でユーザーに提供

AI・IoTロボットフルフィルメントサービス

AI・IoT ロボットフルフィルメント

9
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５G基地局案件の具体化

総務省移動通信システムの高度化より引用
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc263210.html

・次世代の移動通信方式「5G」向けネットワーク設定・設置

5G

・電波調査業務(ディープインドア)案件の受注



5%
8% 10%

2015年10月 2017年4月

2019年10月
2014年4月

10%に引き上げ
1年半先送り

10%に引き上げ
2年半先送り

ソフトウェア開発受託、ＩＴ技術者派遣業務の安定成長
消費税増税へのシステム対応を見すえた受託体制の構築

対応が必要とされるシステム改修例

・ 店舗のレジスターやPOSシステムなどの金銭管理システム
・ 売上の請求書発行などの販売管理システム
・ ネット通信販売の価格変更と受発注システム etc

ポイントの還元

消費税増税・軽減税率・ポイント還元
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「nex the salon（ネックス・ザ・サロン）」OPEN

海外・国内の有名美容室で活躍のスタイリストが集結
「最新ヘアケアの提供」と「一流のスタイリストを育成」する協創サロン

「超有名店の一流技術を集約」
ニューヨーク・ロンドン・国内のサロンからTOP
スタイリストが集結。技術力を融合し、その技術
を効率的に継承していくカリキュラムにより、一
流技術者を育成

「成功するためのサロン」
美容師のスペシャリストを育成する、そして美容
師として成功（最高水準の報酬）させることが
キュレーションサロンの目的です。「独立＝店を
持つ＝成功」という方程式以外のキャリアプラン
を実現
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3年連続「なでしこ銘柄」「ホワイト５００」

～ 一人ひとりが夢を実現できる社会を目指して ～

社会の発展、健康の増進、教育の改善に寄与する活動に参画し、
心身ともに充実した働き方の改革に取り組む

なでしこ銘柄においては、東証2部企業では唯一、サービス業種
にては初の三年連続での認定となりました
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Vision・事業内容
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社会の労働問題を解決し、世の中に新しい価値が
生まれるワクワク感を提供するギグワークスの姿
勢をロゴにしました。

ギグワークス株式会社 (英語表記：GiG Works Inc.)

2019.8.1社名変更

Life StyleやLife Stageに合わせた働き方を提供（Logoの表情を変えることで表現）
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Vision
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ＢＰＯ事業 コワーキングスペース事業

事業内容



Grow Up

Skill Up

GiG
Worker

FreeLancer

Revenue Up

Office Share Time Share

18

オンデマンドサービス

プロフェッショナルサービス

シェアリングサービス

事業リレーション

働き方改革
＋

Diversity

Start UP



Wi-Fiアンテナ営業
コールセンター

インターネット接続設定

店頭での家電販売
スイッチルーター設置

クレジットカードシール貼り

パソコン初期設定

ロボットキッティング

出前サービス店舗営業

量販店巡回業務

店頭POP設置

アンテナ基地局設置

TVアンテナ設置

事務作業

法人向け営業多言語コールセンター

写真・動画撮影

データ入力

画像カット業務

システム開発

ネットワーク構築

ネットワーク構築

バス停工事

毎月

１０００社

以上からの依頼
スキャン代行 FTTH販売 ウィルス駆除

データ消去 デコールシステム導入 メールサポート アノテーション業務

粗大ごみ受付センター 選挙投票所受付・開票作業 システム移行立ち合い

ファームウェアアップデート HEMS設置・設定 通訳 ATM基板取り換え
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さまざまな働き方を提供



AI･IoTRPA業務効率化

Sharing
AI/IoT連携

アノテーション キャッシュレス決済

ブロックチェーン AI･IoT ITヘルプデスク

ビジネスパートナー
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株主・地域社会貢献



2015年 2016年 2017年 2018年 2019年（予想）

2018年10月期の配当を増配

継続的に配当を実施できる収益基盤が整ったことにより
ステークホルダーである株主に対して利益の還元を実施

０
円

０
円

5円

8円

10円

3円Up

2円Up
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株主の利益に貢献 － 配当について －



2018年10月期より株主優待制度の導入を決定
１．こども商品券 (1単元以上1,000円) ２．自社でマイニングした

ビットコイン贈呈 (1単元以上1,000円)

３．公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団への寄付(1単元以上1,000円)
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株主の利益に貢献 － 株主優待 －



当期純利益の1%を

社会の発展、児童福祉施設へ寄付

～昨年度実績～
「平成３０年７月豪雨」被害に対する義援金として広島県に100万円を寄贈

～公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団～
学生・生徒に対する奨学金の給付
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理念の実現 － 地域社会への貢献 －



参 考 資 料
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会社名 : スリープログループ株式会社
（ ThreePro Group Inc, ）

創業 : 1996年4月

資本金 : 10億2６百万円

本店所在地 : 東京都新宿区西新宿7-21-3

グループ売上高 : 160億5,200万円(2018年10月期)

代表者 : 代表取締役社長 村田 峰人

従業員数 : 2,513名(グループ社員数)

登録スタッフ数 : 125,000名

株式上場 : 東証二部 証券コード: 2375

取得資格 : 一般電気通信工事業,
特定電気工事業

URL : http://www.threepro.co.jp/

スリープログループ株式会社 会社概要
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持株会社

スリープログループ株式会社 東京都新宿区西新宿7-21-3

BPO事業

スリープロ株式会社 東京都新宿区西新宿7-21-3
BPO事業

WELLCOM IS 株式会社 福岡県福岡市中央区天神1-13-21
BPO事業

株式会社ＪＢＭクリエイト 大阪府大阪市中央区北浜2-6-18
BPO事業

ヒューマンウェア株式会社 東京都新宿区西新宿7-22-33

コワーキングスペース事業

株式会社アセットデザイン 東京都港区西新橋2-4-3

フィンテック事業、その他

スリープロエージェンシー株式会社 東京都新宿区西新宿7-21-3

BPO事業

オー・エイ・エス株式会社 東京都千代田区神田淡路町二丁目105番地

グループ会社
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ボードメンバー

代表取締役社長 村田 峰人

1997年 ㈱ウィルクリエイト入社
2007年 SPRING㈱代表取締役就任(現任）
2014年 当社代表取締役就任（現任）
2015年 村田ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ代表取締役就任(現任）

取締役会長 関戸 明夫

1972年 東京海上火災保険㈱入社
1995年 ㈱シネックス取締役社長就任
2007年 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙBPO 代表取締役社長 就任
2014年 当社取締役会長就任（現任）

取締役 小島 正也

1988年 野村証券㈱入社
2009年 TRNｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱(現店舗流通ﾈｯﾄ㈱)取締役就任
2011年 高木証券㈱コンプライアンス部長就任
2017年 当社執行役員管理本部長就任(現任)

取締役 松沢 隆平

2002年 税理士法人あおい経営支援入社
2010年 当社入社
2012年 当社財務経理部長就任
2015年 当社執行役員CFO就任（現任）

取締役 浅井 俊光

1999年 当社入社
2012年 スリープロ㈱取締役就任

ｽﾘｰﾌﾟﾛｳｨｽﾞﾃｯｸ㈱(現ﾋｭｰﾏﾝｳｪｱ㈱)取締役就任
2016年 当社事業開発部長就任
2017年 当社執行役員事業開発部長就任(現任)
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社外取締役 柳 雅二

1984年 野村證券株式会社入社
2011年 同社常務執行役員就任
2013年 同社取締役就任
2015年 ケミプロ化成(株)社外取締役就任（現任）
2017年 ㈱ｼｮｰｹｰｽ･ﾃｨｰﾋﾞｰ取締役就任(現任）

社外取締役 鎌田 正彦

社外取締役 木下 俊男

1966年 クーパースアンドライブランドジャパン入所
2005年 中央青山監査法人 東京事務所 国際担当理事就任
2007年 日本公認会計士協会 専務理事就任
2013年 同協会 理事就任

公認会計士木下事務所 代表就任（現任）
[重要な兼職の状況]

株式会社みずほ銀行 社外取締役
パナソニック株式会社 社外監査役
株式会社ＡＤＫホールディングス社外取締役監査等委員会委員長
株式会社クールジャパン機構(官民ファンド) 社外監査役

1979年 東京佐川急便㈱入社
1987年 ㈱関東即配(現SBSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱)取締役就任
1988年 同社代表取締役社長就任(現任)
2003年 同社代表執行役員就任（現任）

社外取締役 土屋 敦子

1995年 ﾄﾞﾚｽﾅｰ･ｸﾗｲﾝｵｰﾄ･ﾍﾞﾝｿﾝ証券㈱入社
2004年 ｼﾀﾃﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
2006年 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ日本証券㈱ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
2008年 ｱﾄﾑ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱代表取締役就任（現任）

ボードメンバー(社外)
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◆本資料もしくは口頭による説明において、歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作
成した将来の見通しです。これらは、現在入手可能な情報を基にスリープログループ株式
会社が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。

◆本資料は、株主・投資家等の皆様にスリープログループ株式会社の経営方針、計画、財務
状況等の情報をご理解いただくことを目的としており、利用者に対して、当社の株式の購
入、売却等、投資を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の
判断において行われるようお願いします。

◆情報･資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容またはその誤りにつ
いては保証するものでは御座いませんので、ご了承願います。

◆連絡先
スリープログループ株式会社 広報ＩＲ担当 < ir@threepro.co.jp >
〒160-0023 東京都新宿区西新宿７丁目21-3 西新宿大京ビル
Phone：03-6832-3260 Fax：03-6832-3269

本資料における注記事項 他
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