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会社概要
社名	 JTP株式会社	［JTP	Co.,	Ltd.］
主な事業所	 本社　〒140-0001	東京都品川区北品川四丁目7番35号	御殿山トラストタワー
	 TEL.	03-6408-2488（代表）　FAX.	03-6859-4797
	 東京テクニカルラボセンター／関西事業所／小山サービスセンター／
	 中部サービスセンター／九州サービスセンター／インド支店
設立	 1987年（昭和62年）10月31日
資本金	 795,475,000円
従業員数	 435名

子会社
Japan	Third	Party	of	Americas,	Inc.（米国カリフォルニア州サンノゼ市）

株式の概要
発行可能株式総数	 20,700,000株
発行済株式の総数	 6,015,600株
株主数	 5,563名

株式分布状況
株式数（株） 株式数比率（%）

▋金融機関 31,900 0.53
▋証券会社 149,287 2.48
▋その他の国内法人 781,551 12.99
▋外国法人等 50,607 0.84
▋個人・その他 4,572,128 76.01
▋自己株式 430,127 7.15
　合計 6,015,600 100.00

大株主 （上位11位）
持株数（株） 持株比率（%）

森	豊 477,253 8.54
日商エレクトロニクス株式会社 470,000 8.41
JTP従業員持株会 237,900 4.25
上田八木短資株式会社 127,100 2.27
外池	栄一郎 100,000 1.79
金山	洋志 100,000 1.79
佐伯	康雄 81,100 1.45
吉井	右 80,000 1.43
長谷川	将 60,000 1.07
株式会社夢真ビーネックスグループ 60,000	 1.07
大和証券株式会社 51,100 0.91

（注）		1.	当社は、自己株式を430,127株保有しておりますが、上表からは除外しております。
	 2.	持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

役員 （2022年6月30日現在）

会 社 概 要　（2022年4月1日現在）

株 式 の 状 況　（2022年3月31日現在）

郵便物送付先
（電話照会先）

〒168-0063	東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部　　 	0120-782-031

公告方法 電子公告とし、次のホームページアドレスに掲載します。
https://www.jtp.co.jp
但し、事故その他やむを得ない事由により、電子公告を掲載することができ
ないときは、日本経済新聞に掲載します。

未払配当金の
支払について 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

特別口座について 株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかっ
た株主様には、株主名簿管理人である左記の三井住友信託銀行に口座（特別口
座といいます。）を開設しております。特別口座についてのご照会および住所
変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

上場金融商品取引所 東京証券取引所（スタンダード）
証券コード 2488
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月
上記基準日 毎年3月31日

その他必要あるときは、あらかじめ公告して
臨時に基準日を定めます。

配当金受領
株主確定日

期末配当金　3月31日
中間配当金　9月30日（中間配当を行う場合）

株主名簿管理人
および特別口座の
口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

最高経営顧問 Scott	G.	McNealy
代表取締役社長 森	豊
取締役副社長 為田	光昭
常務取締役 伊達	仁
取締役 長谷川	慎也
社外取締役 吉田	雅彦
取締役監査等委員 木村	裕之
社外取締役監査等委員 竹内	定夫
社外取締役監査等委員 井出	隆

〒140-0001	東京都品川区北品川四丁目7番35号	御殿山トラストタワー
TEL.	03-6408-2488　FAX.	03-6859-4797　URL	www.jtp.co.jp

株 主 メ モ

当社は2022年10月に
創業35周年を迎えます。
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IT技術で日本企業を支える“イネイブラー”

谷本　新型コロナウイルス感染が拡大してから3年目を迎
え、コロナ前とコロナ後で御社を取り巻く環境は大
きな変化があったと思いますが、森社長はどのよう
にとらえていますか。

森　　日本のITインフラやIT技術は欧米よりもかなり遅
れておりました。しかし、コロナ禍で3〜5年遅れの水準ま
で差が縮まったと感じています。コロナ前の日本は、旧来
型のビジネスのままでITを活用して生産性を高めようと
していました。しかし、コロナ禍による急激な社会構造の
変化に対応するため、多くの企業がデジタルトランスフォー

クニカルサービス、ヘルプデスクなどのアウトソーシング
を提供する独立系の専門企業として設立しました。しかし
近年は、企業が自前でITシステムを構築する時代から、「ク
ラウド化」によってサーバなどのIT機器を他社から借りて
ITシステムを構築する時代になり、保守サポートのニーズ
が徐々に薄れてきました。ただし新たにクラウドシステム
を使いこなすには専門技術が必要です。当社はそうした企
業に寄り添い、ビジネス課題や技術課題を一貫して解決し、
理想の実現をお手伝いする“イネイブラー（世話焼き人）”
のような存在になりたいと考えています。

谷本　日本のIT環境は欧米と比較して遅れているとのこ
とですが、何が原因だと思いますか。

森　　本来、IT技術は、一部の専門家のみが扱えていたデー
タの利活用を、特別な知識を持たない人でも扱えるよう「情
報の民主化」を進めるものです。しかしながら、日本ではIT
システムの構築を大手SIerやコンサルティング会社に依
頼すると多額の費用が必要です。結果、欧米と比較してIT
の利活用が大幅に遅れています。日本にある約358万社※2

の企業のうち99.7%※2が中小企業なので、日本全体の生産
性を向上させるためには中小企業への支援が必須です。日
本の閉ざされたIT市場を開放し、誰もがITを利活用できる
ようにサポートするのが当社の存在意義であることは変わ
りません。

DXの本質は、空き時間を有効に使って
働き方や生き方を変えること

谷本　今の話をお聞きすると、御社の「イネイブラー」とい
う存在意義が腹落ちします。日本企業の社長と話を
すると、DXの概念をそれぞれ違った概念としてと
らえており、目指すべき姿のDXに進んでいないと
危惧します。森社長が考えるあるべき日本のDXと
はどういった形でしょうか。

森　　恐らく、多くの日本企業はデジタル化で無駄を省い
ただけにとどまっているからではないでしょうか。DXの
本質は、データの利活用による効率化によって生まれた空
き時間を有効に使って、働き方や生き方を変えることだと
考えています。空いた時間に副業をやって収入を増やすの
か、家族と過ごす時間を増やすのか、それは個人の考え方に
よって変わります。日本人はITを真面目に考えすぎていて、
私は技術者に「ITは技術者の悪知恵」とよく言っています。
自分の仕事を楽にするためにIT技術を使っているはずな
のに、忙しいことが美徳と考えて無理して8時間以上働い

ている。私は、DXにチャレンジして週末に自分のやりたい
ことに時間を費やしてほしいと社員に言っています。楽し
いことを考えれば、もっと色々なDXのアイデアが浮かぶ
はずです。そうして生活の質を上げる新しいビジネスが生
まれ、日本の社会全体が豊かになっていくのだと思います。

谷本　おっしゃる通り、DXは手段でしかないが、目的化し
ている企業があまりにも多いと感じます。御社がユー
ザの課題を解決するソリューションを提供するビジ
ネスモデルに変わってきた背景はどこにあるのでしょ
うか。 

メーション（DX）※1による新たなビジネスモデル構築や働
き方改革の加速を余儀なくされました。その象徴的なもの
がリモートワークです。これらは従来では考えられないよ
うなスピードで普及しました。資金的に余裕がない企業で
もコロナ禍でDXへの投資を決断された企業は多く、当社
にも非常に多くのご相談が寄せられています。

谷本　そういった意味では、ウィズコロナの時代になって
御社の役割がより増大したように思いますが、改め
て社会的な使命をどのように考えていますか。

森　　当社の社会的な使命は、コロナ前と大きく変わって
おりません。当社は、海外メーカが日本に進出する際のテ

SPECIAL INTERVIEW スペシャルインタビュー

「情報の民主化」進め、
誰もがITを利活用できる社会の実現に貢献したい
コロナ禍による急激な社会構造の変化に対応するため、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション（DX）※1による新た
なビジネスモデル構築や働き方改革の加速を余儀なくされています。こうした環境下、JTPが社会に果たすべき役割と今後の
展望、それを実現するための強みなどについて、森社長に語っていただきました。

※1

※2

デジタルトランスフォーメーション（DX）：「ITの浸透が、人々の生活を
あらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念のこと
出典：中小企業白書

×
Forbes	JAPAN	Web編集長

谷本 有香

JTP株式会社	代表取締役社長			

森 豊

森　　大きなきっかけは「クラウド」で、IT業界のビッグバ
ンと言っても過言ではないと思います。ユーザが自前でIT
システムを構築しなければいけなかった時代から、クラウ
ド化によって、ITシステムを構築することが簡単にできる
ようになりました。これまではSIerの都合で「良い製品な
のでこれを使ってください」と製品を売りつけられていま
した。しかし、クラウドの普及によりユーザの力がどんど
ん強まり、ユーザが「私たちにあったサービスを提供して
ください」と言える時代になりました。当社は、高額な製品
を販売するのではなく、お客様の資金力や課題を把握した
うえで本当に良いもの、本当に必要なものを選別し、お客
様の想い描く姿を実現できるようにサポートしています。
また、新しいITシステムを導入しても十分に活用されてな
いケースも非常に多いですが、当社は、導入後にお客様の
業務フローに応じたカスタマイズを行い、お客様だけでは
埋められない隙間を当社が埋めて、きめ細かいサービスを
提供しております。

真のグローバル化には
社内のグローバル化が必須

谷本　昨年、「JTP」に社名を変更した理由の1つが、今後の
グローバル展開も睨んでのことだとお聞きしました
が、海外エンジニアの採用状況はいかがですか。
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森　　2022年3月末現在で、当社には12カ国の外国籍の社
員がいて、インド出身のエンジニアが7名います。インドで
は毎年約100万人のITエンジニアが大学を卒業しますが、
インド国内ではIT企業での就職先が多くありません。一方、
日本ではエンジニアが不足しています。9年前に日本の大学
を卒業した優秀なインド人のITエンジニアを1人採用しま
した。その後、外国籍の社員が参加するミーティングや朝礼
をすべて英語で行うなど、外国籍の社員を受け入れる体制も
整い、外国籍の社員がかなり増えてきました。欧米の大手IT
企業とのエンジニア採用競争が激化していますので、外国籍
のエンジニアの採用・育成をまずは当社が実践し、その成功
モデルを他の企業に横展開していきたいと考えています。

谷本　外国籍の社員を育成するために、どのような工夫を
されているのでしょうか。

森　　やはり文化的な面での工夫が大きいです。インド人
の教育はインド人に任せることと、「これをいつまでにやっ
てください」とはっきり言うことが重要です。日本人同士
のような阿吽の呼吸は絶対通じませんし、忖度も一切あり
ません。また、外国籍社員が働きやすい環境を作るための
一環として、定期的にビアバーストを開催し、私も外国籍の
社員と直接会話するようにしています。時には本音の厳し
い意見を英語で聞けるので楽しみの一つです。

生え抜きの女性管理職を増やすことが
真のダイバーシティにつながる

谷本　御社のように経営トップがダイバーシティについて
真剣に考えている企業は非常に少ないです。経営トッ
プが真剣に考えることが、真のダイバーシティの実
現につながるのだと思います。

ビジネスモデルの展開を
もう一段階上のレベルに引き上げる

谷本　2022年3月期はコロナ禍でかじ取りが難しい経営
環境だったと思いますが、総括をお願いします。

森　　2022年3月期の業績は、売上高は前期比11.6%増の
7,040百万円、営業利益は同24.0%増の435百万円となり
ました。日本企業が抱える経営課題の解決をIT面で支援す
る当社にとっては総じて好調な事業環境でしたが、期後半
では新型コロナウイルス感染拡大やロシア・ウクライナ問
題でお客様のIT投資が後ろ倒しになり、業績拡大にややブ
レーキがかかりました。しかしながら、5年前よりビジネス
モデルの転換を図り、ビジネスの対象を国内ITメーカから、
その先にいるユーザにも広げ、クラウドやAI、セキュリティ
などの提案を数多く行ってきました。この1年間の成果に
手ごたえを感じており、2023年3月期は、もう一段階上の
レベルに上げていきたいと考えています。

谷本　中長期的な戦略はどのように考えていますか。

森　　中長期では、「グローバル」「ライフサイエンス」「DX」
を事業の柱として成長したいと考えています。
「グローバル」では、当社は2019年4月にインド支店を開設
し、インドの優秀で豊富なエンジニアと、人財不足に悩む日
本企業を結び付ける事業を展開しています。事業の拡大に
向け、当社でもエンジニアの採用を増やしていきますし、当
社が日本で展開しているサービスをインドで展開すること
も検討しています。
「ライフサイエンス」については、医療機関のDXが大きく
遅れていることがコロナ禍で顕在化しましたので、医療従
事者や患者の負担軽減につながる提案を行っていきます。
「DX」については、当社とつながりが強い製造業のDXを支
援する新たなソリューションの創造を目指します。数多く
の問い合わせが寄せられており、お客様と密に連携しなが
ら成功事例を作っていきたいと考えています。

IT業界は知識と技術の「イタチごっこ」

谷本　10年スパン、20年スパンで考えたときに、御社の未
来像をどのように描いていますか。

森　　ITを取り巻く環境は大きく変わることも想定されま
すが、変わらないものはエンジニアの重要性です。これか
らも新しい技術がどんどん生まれるので、我々はIT技術の
トレンドを追いかけ、常に新しい事業を創造していかなけ
ればいけません。本当に、IT業界は知識と技術の「イタチごっ
こ」であり、イタチごっこを続けていくことが我々の生命線
であり、事業拡大の条件だと思っています。

谷本　そのような厳しい時代において、若手の社員が社会
に向き合うために、学ぶべきことは何だとお考えで
すか。

森　　哲学を勉強したほうが良いと思っています。最近、
興味をもったのは、ナシーム・ニコラス・タレブという学者
が提唱した「Antifragile（反脆弱性）」という考え方です。
タレブは、個人の働き方で言えば、銀行員とタクシー運転
手を比較して“fragile（壊れやすい）”のは前者であり、日々
安定しているほうが突発的な大きなリスクに弱く、日々不
安定だが小さなリスクと付き合い慣れているほうが結果
的には何とかなっている、と言っています。一見したとこ
ろでは「強さ」に思えるものが、実は「弱さ」に他ならないと
痛烈に批判しています。今まさに不確実性が高まっている
ため、常日頃から様々な状況を想定して対応策を考えてお
かないと、同氏が提唱するブラックスワンと言われるよう
な破壊的なできごとが起きて世のなかの軸が変わってし
まったときに、どのように行動したらよいか、見えなくな
る恐れがあります。

谷本　確かにその通りだと思います。日本には創業100年
を超える長寿企業が多いですが、そうした企業は、
脆いからこそ生き残ることができたと思います。日
本においてDXの必要性が高まるなか、御社のこれ
からの活躍に期待します。本日はありがとうござい
ました。

谷本　企業に対してSDGsやESGへの取り組みを求める
声が強まっていますが、御社の事業・サービスはどの
ようにサステナブルな社会につながっていくのでしょ
うか。

森　　もともとITは「情報の民主化」のために作られたも
のなので、SDGsとは親和性があると考えています。例えば、
コロナ禍でリモートワークが急速に普及し、女性が仕事と
子育てを両立しやすくなりました。また、ユーザがそれぞれ
自社でITシステムを構築するよりも、クラウドで集中管理
したほうがCO2排出を削減できますし、ITへの投資額も抑
制できます。こうした状況から、当社は2021年4月より社
内へのSDGs浸透活動に取り組んでおり、2022年4月には
全社でのSDGs宣言を行いました。ITコンサルティングお
よびITシステムのサポートを通じて質の高いインフラを整
備し、安全・安心な社会の実現に貢献したいと考えています。
ところで、女性である谷本さんにお聞きしたいのですが、日
本の男女格差の最大の課題は何だと思いますか。

谷本　人事制度が課題だと思います。人は誰でも、自分では
気づいていない「ものの見方やとらえ方の歪みや偏り」
があります。そうした歪みや偏りが些細な言動や何
気ない行為に含まれており、これを放置すると、社員
のモチベーション低下やハラスメントの増加、職場
のコミュニケーション不全、ひいては組織や個人の
パフォーマンス低下など様々な弊害を生みます。女
性活用が上手くいっている企業は、人事制度を通じて、
こうした歪みや偏りの解消を踏み込んでやっています。

森　　私は男性が家事をしないことが最大の課題だと思い、
ここ2〜3年は、男性社員に育児休暇取得を強く推奨してい
ます。そのきっかけとなったのは、ある女性社員との会話
です。当社の管理職は立候補制ですが、なかなか女性の管
理職が増えません。そこで、ある女性社員に理由を尋ねた
ところ、「子どもと旦那の世話に忙しく、会社の社員の世話
なんかできない」との答えが返ってきました。男性が家事
や育児をやる世のなかになれば、女性の社会進出がもっと
進むのではないかと考えます。

谷本　それは素敵な取り組みですね。女性の活用が上手く
いっている企業は、権限を持った上司がきちんとコー
チングし、上の役職に引き上げるなど、寄り添って育
成しています。

森　　他の会社を見ると、外部の女性弁護士を社外取締役
に選任する例が多く見られますが、これは正しい形ではな
いと考えます。生え抜きの女性の管理職が増え、最終的に
役員になることが理想だと考えます。顧客対応の面でも、
男性社員よりも、女性社員の方がお客様のニーズを引き出
すのに優れていると考えます。当社においても、生え抜き
の女性の管理職を増やしたいと本気で思っています。

プロフィール
2016年2月より『フォーブスジャパン』に参画し、2022年1月1日よ
りForbes JAPAN 執行役員 Web編集長。
証券会社、Bloomberg TV で金融経済アンカーを務めた後、2004
年に米国で MBA を取得。その後、日経 CNBC キャスター、同社初の
女性コメンテーターとして従事。これまでに、オードリー・タン台湾
デジタル担当相、トニー・ブレア元英首相、アップル共同創業者のス
ティーブ・ウォズニアック、ハワード・シュルツ スターバックス創業
者はじめ、3,000人を超える世界のVIPにインタビューした実績有。

谷本 有香 さん
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2022年3月期の売上高　　    　　　　　   598百万円
 主な事業内容

海外メーカやサービスベンダが日本市場へ参入した際に、
必要となるエンドユーザ向けの技術トレーニング事業を
請負うほか、当社独自のICTの最先端技術トレーニング
の提供と、スキルの棚卸しから不足するスキルを補う教
育までのサイクルを総合的にコンサルティングする人財
コンサルティングサービスを提供。

2022年3月期の売上高　　　　　　　   1,025百万円
 主な事業内容

西日本地域におけるICTシステムの運用・保守サービス
とライフサイエンスサービスを提供。

2022年3月期の売上高　　　　　　　   1,389百万円
 主な事業内容

ICTが応用的に使われている医療機器、化学分析装置な
どの据付・点検・校正・修理等の保守サービスと海外医療
機器メーカー向けの日本市場参入をサポートするコンサ
ルティングサービスを提供。

2022年3月期の売上高　　　　　　　　   850百万円
 主な事業内容

AI・RPA関連サービスとデジタルマーケティングサービ
スを提供。
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FINANCIAL HIGHLIGHTS 

OUR ACTIVITIES

● 売上高

● ROE

● 経常利益

● 総資産／純資産／1株当たり純資産

2021
11 12 1 2 3 4 5

連 結 財 務 ハ イ ラ イ ト

● 親会社株主  に帰属する当期純利益 ● 事業セグメント

● 1株当たり当  期純利益

2022年3月期
連 結 売 上 高

7,040
百万円 

8.5%

45.1%14.6%

12.1%

19.7%

▋ICTソリューション事業

▋教育ソリューション事業

西日本ソリューション事業  ▋

ライフサイエンスサービス事業  ▋

デジタル イノベーション事業  ▋

▋その他の事業
0%

2022年3月期の売上高　　　　　　　　        −百万円
 主な事業内容
インド支店、海外プロジェクト案件など。

デジタル イノベーション事業

教育ソリューション事業 西日本ソリューション事業

ライフサイエンスサービス事業

その他の事業

5月
マンダムの「お客さま相談室」におけるAI
チャットボットの提供を開始 ～デジタルを
活用した顧客接点の最適化をサポート～

12月
日本コンピュータ・ダイナ
ミクスが運営する駐輪場
にて「Third AIコンタクト
センターソリューション」
を活用したLINEチャット
ボット実証実験を実施

人財育成

IT教育

ヘルプデスク

システム開発

アウトソーシング

人工知能

薬機法対応

インテグレーション

医療機器サポート

化学分析機器サポート

ロボティクス

デジタルマーケティング

ライフサイエンス

セキュリティ

1月
3D空間データプラットフォーム提供のURBANBASEとパートナー
シップ契約を締結、メタバース分野を強化

8月
中小企業基盤整備機構のオンラインの経営相談
サービス「E-SODAN（イーソーダン）」の保守運
用業務を開始

6月
すべてのビジネスパーソンのDX推進スキル習得を支援する研修

「Learning Booster for DX人材育成」のカリキュラムを拡充

6月
成功報酬型育成プログラム「未経験者向けIT 人材育成ブート
キャンプ」の提供を開始

6月
アプリケーションのコンテナ化実現性を検証する「コンテナリゼー
ションPoCサービス」を提供開始 ～アプリケーション・モダナイ
ゼーションをサポート～

2022年3月期の売上高　　　　　　　   3,176百万円
 主な事業内容

ICTシステムの設計・構築・運用・保守サービスを提供。

ICTソリューション事業

12月
内部不正による情報漏えい
対策「Proofpoint ITM for 
Cloud」を提供開始

12月
Google Cloud Partner 
Advantageプログラムに
参加

2022

2月
内部不正対応のマネージ
ドセキュリティサービスを
提供開始

3月
プルーフポイント社のパー
トナーアワード「サービ
スパートナー・オブ・ザ・イ
ヤー賞」を2年連続受賞

3月
ITメーカに向けてテクニカルサポートサー
ビス「Sprinta」を3段階の料金プランで提供
開始

4月
日本 IBM 社「Excellence 
Ecosystem Award」を受賞

4月
アプリケーションのコンテ
ナ化をワンストップでサポー
トするモダナイゼーション
サービスを提供開始

4月
社名を「JTP株式会社」へ
変更


