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登壇 

 

服部：ご視聴いただいております皆様、こんにちは。株式会社 SHIFT取締役兼 CFOおよび株式会社

SHIFTグロース・キャピタル代表取締役の服部でございます。 

本日はお忙しいなか、今後の M&A/PMI戦略および SHIFTグロース・キャピタルに関する説明会のラ

イブ配信にご参加いただきまして誠にありがとうございます。 

本日の説明会では、私、服部と、株式会社 SHIFTグロース・キャピタル取締役の小島より、概要を

ご説明させていただき、そのあと質疑応答に移らせていただきます。 

それでは早速、私のご説明に移らせていただきます。 
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まずは本日のアジェンダで、冒頭、「SHIFT5000」に向けた成長戦略と M&A/PMIの位置づけという

ことで、ご説明申し上げます。 

その次に、これまでの M&A/PMIの取り組みで、大きくこれまでどういった成果が得られたかを振り

返らせていただきます。 

その後、振り返りを踏まえまして、SHIFTグロース・キャピタル設立の背景等をご説明申し上げた

いと思います。 

最後に、M&A/PMIの戦略の意義ということで、改めて全体の総括をさせていただきます。 
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まず最初に、「SHIFT5000」に向けた成長戦略と M&A/PMIの位置づけということで、ご報告申し上

げます。 

これまで決算発表資料でもご説明申し上げてきましたけども、SHIFTの成長戦略で、

「SHIFT1000」それから 3000、その先の 5000ということで、皆様にご報告申し上げてまいりまし

た。これまでの取り組みのなかで、大きく四つの戦略の柱ということでアカウント/営業、人事/採

用、サービス/技術、M&A/PMIと、非常に解像度を上げて 1000、3000と取り組んでくることができ

ました。 

結果としまして、過去の発表のなかでもご説明申し上げましたけども、1,000億、3,000億の目標

達成年度がそれぞれ前倒しできるという、非常に大きな成果を上げることができたと考えておりま

す。 

本日そのなかで、一番下の黄色のところ、M&A/PMIのところについて、SGCと書いておりますけど

も、こちら SHIFTグロース・キャピタルの省略でございますが、こちらを設立することによって、

ここの黄色の戦略をより一層、加速させたいということで、ご報告申し上げたいと思います。 
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「SHIFT5000」に向けた M&A/PMI戦略の強化でございますが、大前提としまして、この四つの柱は

それぞれ独立しているものではなくて、お互いがお互いを高め合う関係性で設計しております。 

アカウント/営業、営業力の強化により顧客開拓を加速し、人事/採用、人をたくさん採ってくるこ

とによって、業界トップクラスの採用力を作ってまいりました。かつ、人事側にも手を入れること

によって、人を採るだけではなく、働いている人が生き生きと活躍することによって退職率も抑え

ることができてきました。また当然ながら、サービス/技術に関しましても、これまでしっかりと

投資をしてくることによって、サービス力を徹底的に強化。売上総利益率の向上に努めてまいりま

した。 

これらの柱の改善をしっかりと M&Aに反映させ、買ったあとの PMIをしっかりやっていくことで、

グループ会社の成長力が大きく上がってきたと、これまでご説明申し上げてまいりました。 

今回はこの成果を踏まえまして、M&Aの件数の増加、あるいはディールサイズの拡大、PMIの強化

を目指すということで M&A戦略全体の方針をご説明申し上げたいと思います。 
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ではまず、これまでの M&A/PMIの取り組みを振り返らせていただきたいと思います。 

改めまして SHIFTの中での M&Aの位置づけですけども。先ほど、営業あるいは人事、それからサー

ビスといったところが M&Aに大きく貢献してきたと申し上げましたけども、逆もまた真なりでし

て。M&Aを通じて、この三つの柱を大きく強化してきたことが大きな成果であると考えておりま

す。 

具体的には M&Aをやることによって、新しいサービスあるいは隣接領域の技術、こういったものを

獲得してまいりました。結果として、一つの柱であるサービス力の拡大、あるいは技術力の向上に

大きく貢献してまいりました。 

さらには、右上のところに目を移していただきますと、人材採用でございます。われわれが買収さ

せていただいてきた会社さんは、大半がエンジニアの塊でございまして、人の総量が増えてくるこ

ともそうですけども、もう一つ非常に重要なことが、その会社のなかには、眠っている金の卵とこ

こで表現しておりますが、非常に優秀なエンジニアさんがいる場合がままあります。そういった

方々にジョインしていただき、活躍できるフィールドを用意することによって、SHIFT全体の人材

戦略に大きく貢献していただいている状況でございます。 

さらには、M&Aをやることによってサービスが拡大すると。これ結果的には、いわゆる TAM、SAM、

SOMと言われる構造のなかの SOMが大きく拡大すると。営業観点から見ますと、新しい商品を入れ

ることによって、新しい顧客にリーチができることで、営業戦略にも大きな貢献を果たしてまいり

ました。 
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具体的な M&Aの進め方ですけども、われわれは基本的にはもう狙ったものを狙った形で取りに行く

ことでやってまいりました。 

SHIFTの大きなゴールのイメージとしましては、これまでも IT業界の総合商社であるとか、フォ

ックスコンであるとか、そういった形で表現してきましたけども、リソース、要素技術からソフト

ウェア・サービスまで、全サービスをワンストップで提供できるようになりたいと、こういった形

で取り組んでまいりました。 

その状態はいったいどういうことなのだと、こちらに展開しております戦略マップですね、こちら

を明確に定義させていただいて、ある意味、穴を埋めるような形で領域、サービス、企業を選定さ

せていただき、一つずつ取り組んでまいりました。 
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それを実際実行するときの大きな規律の考え方ということで、ご説明申し上げます。 

端的に申し上げますと、SHIFTの M&Aの一つの大きな型ですけども、まず低バリュエーションで

M&Aをしてきました。これ具体的にどういうことかと申し上げますと、この左下の図を見ていただ

けると分かりやすいと思うのですが、縦軸が成長力、横軸が営業利益を出せる力、と整理しており

ます。ゼロというところを起点に右側にいきますと、のれん償却後、要するに買収時に発生するの

れんですね、ここを償却した後にも営業利益が出ることで、デイワンから利益に貢献できるとい

う、ここのラインがゼロとなっています。 

そのなかで申し上げますと、まず一番左ののれん償却後で赤字になる案件というのは基本的にやっ

ていません。かつ、買収後にしっかりと利益のバッファーを確保する観点で、かなり幅を持った形

で利益バッファーをとってまいりました。 

右上に記載しておりますけども、具体的なガイドラインとして、いわゆる EBITDA倍率、こちらを

5倍程度ということで、これ非常に安価なバリュエーションだと思います。こういった形で、のれ

ん負けしない企業を対象にしてまいりました。 

一方で、本来的にやりたいこととは、成長力が高く、のれん償却後の営業利益もしっかり出る。営

業利益がしっかり出るということで、当然右上に行きたいのですけども。やっぱりこのセグメント

は、言い方を変えると成長力があって、のれん後の利益が高いということで、安いのに成長する会

社はなかなか世の中には存在しません。 

ですので、われわれとしては、買収してジョインしていただいたグループ会社の皆さんに、SHIFT

のアセットを使って成長していただきたいんですね。という観点で、SHIFTの既存サービスとの高

い親和性がある会社さんをターゲットにしてまいりました。 

具体的には、SHIFTの一つの特徴でありますが、われわれの今の売上、大半がプライム案件でござ

います。プライムといいますと、エンドのお客様と直取引しますので、間に抜かれることがありま
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せんので非常に単価が高い。単価が高いということは、粗利率が高い。こういったことで収益力を

上げてきました。 

一方で、今現時点の SHIFTはもう年間 2,000人採用ということで、取り組んでますけども、本当に

日本でトップクラスの採用力がある会社だと思っています。かつ、いわゆる従業員のリテンション

率、ここも年間の退職率が 10%切っている状態でして、たくさん採って、しっかり長く働いていた

だく構造ができています。 

この二つを大きく活用することで、最初はそんなに成長してない会社さんが大半ですけども、こう

いった会社さんにそのノウハウを活用して、右上に行っていただきたいということで、そこの親和

性があるかどうかを見極めのポイントにしてまいりました。 

ここ最後、先ほども申し上げましたけども、当然、売上を買う、あるいは利益を買う観点ではな

く、しっかりと技術、あるいはサービスを買うことで、われわれのサービスラインナップの拡充、

あるいは重要なリソースの拡充、こういったことに資する会社さんということで、三つの規律を前

提に、これまで M&Aを推進してまいりました。 
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買収したあとですけども、過去の決算発表でも何回か触れておりますが、いわゆる PMIの型です

ね。ここは非常に徹底的に型の開発に取り組んで、開発ができた状態になっております。 

まず大前提ですけども、われわれグループ会社さんの自主性を非常に尊重した遠心力経営をやって

おります。 

これは何かと申し上げますと、私どもが買収している会社さんは、大半がいわゆるソフトウェア資

産とか、あるいはインフラストラクチャーとか、そういうものを前提にした会社さんではなくて、

エンジニアの人たちがしっかり働いていただいて、気持ちよく働くことによって、しっかり単価を

いただくと、要するに、人が収益力の源泉になる会社さんが大半です。 

ですので、いきなりジョインしていただいたタイミングで、もう今日から徹底的に変えるぞという

やり方をすると、組織が壊れると思っています。あくまでグループ会社さんの自主性を尊重した遠

心力経営が前提になっております。 

そのなかで、今回は守りと攻めという形で表現しておりますけども、バランスをとりながら、PMI

を推進してきたのが、これまでの状況でございます。 

具体的に、守りの PMIって何ですかって言いますと、これ端的に申し上げますと、SHIFT水準な経

営管理体制を入れることによって、しっかりと買収時に計画した営業利益計画を達成できる状態を

整える。KPIの管理、あるいは業績数字のモニタリング、これを SHIFTウェイの型を入れていくこ

とによって、絶対に営業利益に負けない、こういったことを守りの PMIの一つとしてやってまいり

ました。 

あともう一つ非常に重要ですけども、SHIFTは当然、上場会社でありますので、内部統制、いわゆ

る会計上の事故であるとか、そういったことが起きないようにするための内部統制を、もう徹底的

に導入してまいりました。これが守りの PMIです。 
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次に、右に目を移していただきますと、攻めの PMIとなっております。 

ここは大きく言いますと、SHIFTの成長のエッセンス。先ほど軽く申し上げましたけども、ここを

徹底的に活用していただくことによって、SHIFTと同じぐらい成長する会社になっていただきた

い。そういった形での PMIを実施してまいりました。 

具体的には若干繰り返しになりますけども、SHIFTのプライム案件に取り組んでいただく。商流を

あげる。二次請け、三次請けではなくてプライムをやっていただく。これによって単価の上昇が見

込め、結果として売上総利益率、あるいは売上そのものが上がっていくと。かつ採用力。SHIFTの

採用力をフルに活用していただいて。やはり今、圧倒的に需要過多なマーケットのなかで、誰もが

採用苦労しています。そのなかで採用ができるようになると。こういったことに取り組んでいただ

きました。 

結果として、需要面、供給面、両方の圧倒的な改善を SHIFTのノウハウを活用することによって、

しっかり成長する会社に生まれ変わっていただくことによって、持続可能な成長力、収益力、これ

を出せるような形に取り組んでまいりました。 
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実際、どのように推進してきたかということで、推進の考え方について簡単にご説明申し上げたい

と思います。 

まず、守りと攻めと申し上げましたけども、これやはり、タイムラグはあります。先ほど申し上げ

た通り、私どもが買収させていただく会社、M&Aをさせていただく会社の大半は、エンジニアの塊

です。かつ、大体がやはり、多重下請け構造の三次請け、四次請け、あるいは二次請けといった会

社が大半です。そういった会社さんに、じゃ今日から、今までのやり方と全く変わって、SHIFTと

同じようにやりなさいよと言っても、それはもう組織が壊れるだけだと思っています。 

ですので、まずは徹底的に守りの PMIをやることによって、買収時に計画した営業利益を絶対に下

回らない、ここを徹底的にまずはやります。これは正直、デイワンからできます。 

それをやっていくなかで、徐々に徐々に、なんで SHIFTは成長できているんだろうということを、

われわれはもう基本的に透明性の高い会社ですので、皆さんに共有させていただいて、やりたくな

る状況を作る。あるいはやり方っていうのをしっかりとご理解いただく。 

これをやることによって、しっかりと時間をかけながら、今あるものを壊さずに、その上に重ねて

いくような形で、徐々に徐々に、商流を上げていく。あるいは採用ができるようになっていく。こ

ういった形によって、この絵で言いますと、左側に行かずに、右上に行くということを取り組んで

まいりました。 
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というわけで、これは成果のスライドです。 

まず、これも過去の決算発表で何回か触れておりますけども、PMIの型化ができたことが大きな成

果の一つでございます。型化ができたということはどういうことかといいますと、先ほど来申し上

げている守りあるいは攻め、こういったことが再現性高く、複数の会社さんでどんどんどんどんで

きるようなっています。 

これができたことによって、右側、財務的な成果に大きく繋がっております。具体的にはこちら、

今期の第 1四半期のグループ会社からのオーガニックの売上、要するに昨年度、あるいは第 1四半

期までの M&Aの参入による売上貢献を除いた、単純なオーガニック成長を比較したところ、134%の

売上成長ということで。今の日本の構造のなかで、年間 34%伸びるというのは、もはや成長企業と

いって全く問題ないと思います。これ非常に大きな成果の一つです。 

かつ、単純に売上を足していくだけではなくて、商流が改善することによる粗利の改善、こちらも

進んでおりまして。前年比で申し上げますと 3.2ポイント上昇ということで、売上が伸びるなかで

収益性がしっかり改善する、売総率も改善することで。今の状態としては PMIが型化したことによ

って、グループ会社さんがもう SHIFTグループ全体の持続的な成長のエンジンになっていることを

ここでは強調したいなと思います。 
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そのことを踏まえまして、改めてこれまでの M&Aのアプローチについて振り返りたいと思います。 

まず先般申し上げている通り、非常に高度な規律のもとで、M&Aを実行してまいりました。結果と

して、いろんな取り組み、特に PMIのところでの取り組みが型化されるなかで、明確な成功の方程

式ができたなと思っております。 

一方で、この方程式と見比べたときに、これまで見送った案件についても、正直申し上げますと、

現状の PMI力を鑑みたときに、十分投資回収可能な領域が一定あると考えております。 

例えば、EBITDAマルチプル 5倍ということで、ここの真ん中のオレンジの網掛けしているところ

ですね。ここのライン、正直、非常に狭いと思っています。ここを例えば 6倍、若干左に広げると

いう意味で 6倍あるいは 7倍、8倍に広げることによって、何かしらの収益上のリスクありますか

というと、正直、われわれの今の守りの PMIで言うと、バッファーを食い潰すというよりかは左に

行かない経営してますので、ここは十分投資回収可能であろうと一旦見立てております。 

さらには右側ですね。こちら、どちらかというと、大型の案件です。比較的歴史が長い会社さんで

しっかりと純資産が積み上がっている。そういった会社さんに対しては、やっぱり SHIFTも 3年前

と今はもう全く違うぐらいの会社の規模になっていますので、この成長していくなかで、規模の観

点から見送った会社さんは一定量存在しております。かつ、われわれも PMI、これまで型化に取り

組んでいることで、非常に多くのリソース割いてまいりました。そのなかで、リソースの観点から

見送った案件も一定量存在しております。 
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こういったなかで、今後、取り組んでいきたい方向性ということで、引き続き厳格な規律というの

をやります。 

当然ながら、のれん償却後で赤字になるような会社さんは原則検討しません。かつ、収益性のバッ

ファーは一定量をとらせていただきながらも、現状の守りの PMI力で十分対応可能であろうところ

には多少広げさせていただきたいなと思っています。 

かつ、右側の方もそうですけども、SHIFTという会社がどんどん大きくなっていくなかで、われわ

れの今のバランスシート、あるいは営業からのキャッシュ・フロー、こちらを原資とした投資余力

もどんどん高まっております。 

といったなかで、案件の大型化に取り組んでまいりたいですし、過去見送ったような案件も、リソ

ースの観点で見送ったようなところも、どんどん取り組んでいきたいなと考えております。 
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それをやるための躯体として、SHIFTグロース・キャピタルを設立したいと、今回ご案内申し上げ

たいなと思っております。 

ポイントとしましては、これまでいろんな形で取り組んできた PMIのリソース、ここを徹底的に集

中して、守りの PMIはまず圧倒的に強化していきたいなと思っています。かつ、M&A案件の対象を

どんどんどんどん広げていきながら、中期的な企業価値の一層の向上を目指していきますというこ

とで、ターゲットゾーンを拡大。かつ、拡大された PMIの力によって、しっかりと右に上がってい

く状態を作っていきたいなと考えております。 
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というわけで、振り返りから得られた知見をもとに、SHIFTグロース・キャピタルのご説明に移り

たいなと思います。 

ではまず、SHIFTグロース・キャピタルとはなんぞや、ということですけども。端的に申し上げる

と SHIFT本体の機能子会社になります。 

状況としましては SHIFTのまず徹底的なガバナンス、厳格なガバナンスのもと、これ何を言ってい

るのかと言いますと、まず SHIFTの連結で最適最大化された PLバランスシート、あとはもちろん

なんですけども、EPSといった株主の皆さんに対しての価値指標、ここを全体で高めていくことで

グロース・キャピタルを設立しております。 

そこにこれまで SHIFTで培ってきた、M&Aの知見、あるいは投資基準、かつ PMIの力、こういった

ものをどんどんどんどん注入していきながら、グループ会社の皆さんに寄り添っていきながら、各

社のステージに合った成長をサポートしていくと。そういった会社というコンセプトで設立してお

ります。 
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まずはガバナンスの点についてご説明申し上げます。 

案件の拡大をやる、あるいは PMIの力を強化していくことをご説明申し上げておりますが、当然な

がら、しっかりとガバナンスが機能することを大前提に組織を設計しております。 

こちらの絵のなかで見ていただきたいところですけども、まず投資枠ですね。最大のリスク許容度

ということは、SHIFTの取締役、ここで必ず決定します。そこで決定された枠の中で、SHIFTグロ

ース・キャピタルのなかで投資を推進していくと。 

具体的には SGC代表取締役、これ私でございますが、ここの代表取締役のもと、投資の推進、それ

から管理ということで、チェック＆バランスを効かせたいなと思っています。 

投資の推進部が案件のソーシング、あるいは案件そのものの推進を進めていきながら、管理部が経

営管理ということも記載しておりますけども、徹底的にバリュエーションであるとか、あるいはそ

の前提になる事業計画、あるいは内部統制上のリスク、コンプライアンス、こういったものをチェ

ックします。 

そのうえで投資委員会に、こういうオポチュニティがありますが、こういうリスクありますよとし

っかりと整理したうえで、最終的な判断をさせるという立て付けになっています。 

大きなポイントとしましては、こちらの管理部ですね。チェック機能と書いてますけども、これ重

要なのは、ここの人たちが書いた事業計画、これを結果としてジョインしていただいたあとにも責

任を持っていただくことで、圧倒的な当事者意識を持ちながら、チェックを推進することで、M&A

推進部がしっかりと推進していきながら、成功確率を上げていく体制を整えております。 

かつ、監査の観点で申し上げましても、まず二枠用意しております。一つは SHIFTグループに関与

のある者による監査役。今の SHIFTの社外取締役 監査等委員が一席を占める形にしております。
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もう一つは、SHIFTグループに現在関わっていない外部からの監査役の方についていただく形をと

っております。 

この二人の方に SGC全体のガバナンスについてしっかりと監査していただくとともに、新しくジョ

インしていただくグループ会社の皆さんについても監査していただくことで、SHIFT本体と同等水

準の監査体制を導入することをコンセプトにしております。 
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次に、PMIのところです。これまでも申し上げた通り、PMI、型化がかなり進んできていると思い

ます。この完成をもってというわけではないんですけども、この型をより一層拡大していきなが

ら、どんどんどんどん磨き上げていきたいなと考えております。 

かつそのなかで、やはりグループ会社さんどんどんジョインしていただくなかで、リソースも必要

になってまいります。これまでも私も昨年の 7月にジョインしましたけども、いわゆる管理側、こ

ちらの人材、あるいは M＆Aの推進側、ここの採用も徹底的に進めてきております。 

ここをどんどん加速していきながら、SHIFTグロース・キャピタルにリソースを投下していきなが

ら、PMIの力というのも全体の面として、どんどん強化していきたいなと考えております。 
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次に、連結ベースでの投資の規律の考え方をご説明申し上げます。 

当然ながら、先ほど来申し上げている通り、SHIFTのガバナンスをしっかり効かせます。ここに書

かせていただいているのは、連結ベースでの BS/PL。こちらに対してまずポジティブな影響がある

ことを前提に、規律のある M&Aを実施すると。 

そのこともあって、私の名前を書いておりますけども、ポイントとしては SHIFTの取締役 CFOがグ

ロース・キャピタルの代取をやることで、SHIFTのインタレストをしっかりと体現した人間がガバ

ナンスを効かせていきます。かつ、シフト本体の社外取締役 監査等委員にもジョインしていただ

くことによって、この二人でしっかりと、SHIFTのインタレストに合った形で規律を効かせていた

だきます。 

具体的にバランスシートの観点で申し上げますと、当然ながらのれんというリスク資産を抱えるこ

とになりますので、こちらについては純資産とのバランス、これも SHIFTグロース・キャピタルで

はなく SHIFT全体、ここの全体最適の観点の中で必ずコントロールしていきますと。 

二つ目、収益性。これまでも申し上げた通りですけども、のれんという資産を積み上げていくなか

で、償却というコストが発生します。ここに対して負けないような形で営業利益をしっかり積み上

げていくことで、全体に対して収益性を確保していくと。 

さらにはこれ非常に重要なポイントですけども、資本効率の観点ですね。ちょっと若干ここ長くな

るかもしれないですけども、まず SHIFT全体の営業キャッシュ・フロー、これ非常にポジティブな

会社です。 

言い方を変えますと、成長これだけ年々50%やっていくなかで、しっかり成長の投資をしたうえで

営業キャッシュ・フローが出る強い財務体質を持っております。ここの営業からのキャッシュ・フ

ローということがまず M&Aの一番の原資になっております。そこにバランスシートのなかで、適正
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な範囲のなかで適切な形で、都度都度銀行さんからの調達も考えております。これがベースの原資

の考え方です。 

じゃあ一方で、中期的な考え方で、大型の M&A、これは非常に合理的な観点で見たときに、機会が

あったときには、資本性の調達も検討したいなとは考えております。ですけども重要なポイントと

しては、EPSといった重要指標が中期的に向上するための施策であるということで、設計すること

を考えております。 
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次に、ポートフォリオ戦略です。こちらも資本効率を当然ながら意識して推進していきたいなと思

っています。先ほど来申し上げている通り、比較的安価なバリュエーション、ここでジョインして

いただき、徹底的にまずは守りますと。守ったうえで、どんどんどんどん右上に行っていただきた

いということが、われわれの一番望んでいる姿であります。 

しっかりと成長力が高まった、あるいは営業利益率が高まった状態で、これはもうどういう状態か

というと、SHIFTとの連携が圧倒的に進んでいる状態だと思います。そのときはグロース・キャピ

タル傘下ではなく、シフト本体で直接的に管理していく状態の方が最適だろうということで、シフ

ト本体への、ここでは EXITと書いてますけど、どちらかというと移管ですね、ここをイメージし

ております。 

では逆に、それが仮にうまくいかなかったらどうするんだっていう話ですけども、まず大前提とし

ては徹底的に営業利益を守り抜くことは考えております。ただそのなかで、やはり SHIFTとの連携

が思ったより進まないよねといったときに、もしかしたら、われわれが合理的にバリュエーション

つけられる価格よりも高い価格でオファーをいただくこともあるかもしれません。 

そういったときには、やはり資本効率がネガティブな意味というわけではないですけども、改善で

きる方が第三者にいらっしゃるのであれば、そういった方への EXITも考えております。 

そういったなかで、EXITもしっかりイメージしていくことで全体的なポートフォリオの最適化を

進めていきたいなと思ってます。 
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投資枠ですね。当然ながら投資枠に関しては、SHIFT本体の取締役会で設定しております。一旦の

足元の状況ですけども、まずソーシング、要するに案件としてどれぐらいありそうかと、どれぐら

いの投資ができそうか、現実を見ながら投資枠を設定していくことで決定しております。 

今期の FY2022実行想定のなかでは、一旦 50億円で投資枠の設定をさせていただいています。実際

今、ソーシング戦略は横におります小島のところで進めておりますけども、いろんなところのチャ

ネルを広げてであるとか、これまで比較的持込案件が多かったところに対して、こちらから能動的

に出ていく、あるいはソーシングそのものの人員を拡大するといったことを取り組んできたなか

で、小型、中型、大型みたいに三つのセグメントに分けておりますけど、全体的にやはり非常にソ

ーシングの件数がイヤー・バイ・イヤーで増えております。 

こういったなかで 50億円ということを、まずは一旦保守的に設定させていただいて、適宜状況を

見ながら SHIFTの取締役会で議論していきながら決定していきたいなと考えております。 

この形でシフト全体の規律の効いた、あるいはリスクをコントロールした投資を推進していきたい

なとは考えております。 
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最後、M＆A/PMI戦略の意義ということで簡単にお話させていただきたいと思います。 

改めまして、われわれが目指したいところ、これは SHIFTが目指したいところということになりま

す。今回のポイントは、SGCを設立することによって、まずは SHIFTグループ全体の M&A/PMI戦略

を拡大、加速したいと思っています。 

結果として、M&Aでジョインしていただいたグループ会社の皆さんからのオーガニック成長、ここ

がどんどん貢献寄与することによって、「SHIFT5000」、もう 1000、3000の達成はおかげさまで前



 
 

25 
 

倒しが見えてまいりました。さらには 5000、こちらの達成スピードをどんどん上げていきたいな

とは思っております。 

次のポイントですけども。さらにはこれ、どういう形で実行していきますかという話ですが、

SHIFTグループにジョインしていただいたグループ会社の皆さん、単純に売上を上げろ、コストを

削る、利益を上げろという話では全くないです。 

事業環境をまず徹底的に改善していく、あるいは正常化していく。具体的に収益性を改善する、従

業員・エンジニアの報酬を適正化していく、結果としてここに入りたいと思う人が増える、あるい

は長く働きたいと思う人が増える。こういったことによって、IT業界のいわゆる負の構造、多重

下請け構造を変革していきながら、成長していきたいと考えております。 

この取り組みが、社会全体の生産性向上のスピードを SHIFT単体オーガニックでやるよりも、グル

ープの皆さんと一緒にやっていくことによって、より一層スピードが上がっていくと、こういった

ことを目指していきながら SHIFTグループが目指しております、「社会課題を解決する会社」、こ

ちらに 1日でも早く成長していきたいなと思って、今回の M&A戦略の発表とさせていただきたいと

思います。 

まずはご清聴ありがとうございました。 
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質疑応答 

 

服部：ではこれより質疑応答に移らせていただきます。 

まず、いただいたのは SHIFTでも引き続き M&Aしますか。これ要するに、SHIFT本体ということで

おっしゃっていただいていると思います。 

結論、あると思っています。 

今回のポイントは、SHIFTの攻めの PMI。これ当然ながら、仮説を持ってやっていくんですけど

も、一定の時間がかかると。いつ、それが始まるかということ。これなかなか正直、計算難しいで

す。 

なので守りの PMIをやりながら、損をしない状態を作りながら、適切にやっていくことを検討して

いくなかで、じゃあ逆に、M&Aからいきなりやるんじゃなくて、SHIFTとその事業提携といった形

で、日々のビジネスを一緒にやっていく延長線上に、もしかしたら M&Aもあるかもしれないです。 

そのときは、事業連携がもういきなり始まっている状態ですので、SHIFT本体からの M&Aというこ

ともあると思います。 

あるいは、明確に SHIFTのなかでこれをやってほしいということが最初からお互い合意できている

タイミング、こういったときには SHIFT本体での M&A、こちらができるかなとは考えております。 

次は、50億円の投資枠について。手元資金で捻出しますか、資金調達しますか。 

こちらも、先ほど申し上げましたけども、ここですね。 

基本的に SHIFTはキャッシュ・リッチな会社で、かつ営業からのキャッシュ・フローがおかげさま

でポジティブですので、時間を置けば積み積み上がっていく状態。かつデットの方もまだまだ調達

がある、余力がある状態ですので、基本は営業キャッシュ・フローからの積み上げをベース原資と

していきながら、銀行からの適宜調達を前提としていきたいなとは考えています。 

次は、案件規模は変わりますかというご質問をいただきました。 

大型化を目指したいなとは思っています。なんですけども、じゃあ小型の案件、小型という定義は

いくらかって話はありますけども、十分、SHIFTと一緒にやっていけるイメージがある会社さんは

正直たくさんあります。なので、大型化を進めつつも、じゃ小型化をやめるという話ではないかな

とは考えております。 

一旦、以上でしょうか。では、しばしお待ちしますので、追加のご質問ある方は、ぜひこの機会に

お願いいたします。 

それでは、ご質問がないようですので、これにて本日の説明会のライブ配信は終了させていただき

たいと思います。 

ご参加ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

 


