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当社の経営戦略



当社のビジネスドメイン

1998年 moperaシステム構築

2005年 GYAOシステム構築

プロジェクトマネージメント
大規模受託開発
ITコンサルティング

2007年 SevenseasTechworks体制

自社サービス2010年 新ビジネス展開



ビジネスモデルの変換点

受託開発から自社サービスモデル



当社の経営戦略

①スマートフォンを中心とした研究開発の推進
・山梨学院大学とFONジャパンと共同で大学におけるスマートフォン実証実験
・iPhone版及びAndroid版の「i漢字ナンクロ無料版」の同時リリース
・iPadによる学習アプリの開発／iPhoneOS4.0・Android2.1等の研究開発

②学習アプリケーション及びシステム提供の拡大
・MoodleとiPod touchと連携した学習支援システム「Sakura-saku」の提供
・iPadに対応した就職支援アプリ「就活アプリ」シリーズの提供
・教育現場でのモバイルデバイスの活用をシステムとコンテンツの両面で支援

③自社サービス・ソリューションの展開
・当社からの提供アプリケーションのアイテム都度課金化を推進
・iPhone向け提供アプリケーションの携帯電話／ソーシャルアプリなどへの横展開
・子会社のピーアールライフとの連携による広告アプリケーションの開発



当グループにおけるビジネスシナジー

ピーアールライフ（広告代理店機能）

スマートフォンビジネスの推進

TV広告
企画／制作

紙媒体広告
企画／制作

セブンシーズ・テックワークス

App広告※
企画／販売

※APPLE社が提供するiAdで利用されるHTML5ベー
スのアプリケーション内広告などを総称したもの

代理店機能に付加価値を提供アプリ開発案件による売上貢献



当グループの目指す方向性

スマートフォン

エデュケーション

エンターテイメント広告



前期決算報告



業績推移 (単位：百万円）

第９期 第10期 第11期 前期比 備考

売上
営業利益
経常利益
当期利益

1,185 914 3,610 +2,696 DRF譲渡
PRL譲受

▲132 ▲75 ▲202 ▲127
▲300 ▲212 ▲222 ▲10
▲312 ▲236 ▲30 +206 DRF株式売却益
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平成22年2月期 セグメント別売上 (単位：百

システム
ソリューション
（SSTW)

メディア
ソリューション
（PRL）

データセンタ
（DRF） 合計 全社 連結

売上

営業
利益

備考

314 3,188 107 3,610 - 3,610

9 ▲93 14 ▲69 (133) ▲202
受託開発から新規ビジ
ネスへの移行の過渡期

広告不況による減益
のれん償却額の影響62
百万
今期の対象期間は９ヶ月
のみ

平成21年5月に譲渡済



平成23年２月期　連結業績予想　 (単位：百万円）

第２四半期
連結累計期間 通期 前期比

売上

営業利益

経常利益

当期利益

1,850 4,340 +730

▲130 20 +222

▲110 60 +282

▲70 5 +35



前期営業トピックス



受託開発ビジネス
システム受託開発については、通信キャリア向けを主軸とした受託開発を継続して行って
きましたが、競合他社との価格競争の結果、ここ数年来にわたり売上／利益を低減傾向が
続いています。また当社の開発ノウハウを活かし、新規参入キャリアへの営業を行ってき
ましたが、受託には至らず、前期は目標を大きく下回る形となりました。今後も通信事業
者間の競争激化により受託開発の状況は厳しいと考えられます。
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スマートフォンビジネス
前期をiPhoneアプリケーションを中心としたスマートフォンアプリケーションの「マーケ
ティング」の年として位置づけ、教育向けアプリケーション代行開発サービスである
SPP（StudentPassPlatfrom)を中心に8つのアプリケーション（うち２つは、他社ブラ
ンド）を販売してきました。前期は世界販売を予定したアプリケーションの販売がクリス
マス商戦からバレンタイン商戦になっため、売上計上することができませんでした。

タイトル アプリケーション詳細 発売時期
宅建問題集 インフォレスト社の発行した「弱点発見！宅建問題集」をアプリケーション化

教育アプリケーションのニーズに対するベンチマークを取得 2009.7

i漢字ナンクロVol.1 インフォレスト社が発刊しているパズル雑誌「漢字道」の過去問をアプリケーション化
115円アプリケーションに対する販売数のベンチマークを取得 2009.9

NHK教育テレビ「とっさの中国語１」 SPPを利用し、NHK教育テレビの5分間番組をアプリケーション化 2009.9

i漢字ナンクロVol.2 好評を得た漢字ナンクロの第二弾としてアプリケーション化。
第一弾から第二弾からへのリピート率についてのベンチマークを実施 2009.12

i漢字ナンクロ無料版 i漢字ナンクロの無料版をアプリケーション化（同時にAndroid版も発売）
無料アプリの販売数および無料版から有料版への導線についてベンチーマクを実施 2009.12

カレンダーアプリケーション
世界的に有名なキャラクターを利用したカレンダー及びパズルゲームをアプリケーション化
全世界90カ国で販売し、世界的な販売実績数についてベンチマークを実施 2010.2

パズルアプリケーション

世界的に有名なキャラクターを利用したカレンダー及びパズルゲームをアプリケーション化
全世界90カ国で販売し、世界的な販売実績数についてベンチマークを実施 2010.2

絵地図師美江さんの東京下町散歩 新宿書房から発刊されている絵地図本をGPSやTwitterと連携したアプリケーション
GPSやTwitterとの連携サービスによる技術的なベンチーマクを実施 2010.3



i漢字ナンクロシリーズ

無償版 77,000DL

有償版 11,500DL

（ゲーム／教育カテゴリ12月）

DL数

第１位



絵地図師　美江さんの東京下町散歩

GPS連携
→絵地図に現在地点を表示
Twitter連携
→その街のつぶやきを発見

発売から１ヶ月で
1800DLを記録
今後海外旅行者向け（英語／中国語）を発売予定



レベニューシェアモデル
世界的なキャラクタービジネスを展開しているクライアントに対して、当社からは２つの
アプリケーションを企画から開発までのサービスを提供し、レベニューシェアによる契約
を締結しました。そのクライアント様からは合計８つのアプリケーションが同時にリリー
スされましたが、当社から提供した2つのコンテンツが売上数及びDL数ともにトップとな
りました。

売上高ランキング（数値については非公開）

SSTW提供アプリA

SSTW提供アプリB

他社アプリC

他社アプリD

他社アプリE

他社アプリF

他社アプリG

他社アプリH



今期事業計画



受託開発から新規ビジネスへの転換

自社ソリューション
38

自社サービス
92

レベニューシェア
90

受託開発
262

当期に関しては、前期のスマートフォンビジネスでのマーケティング結果をもとに積極的
に自社サービスを展開していきます。それに伴い開発体制も受託開発とサービス開発の２
グループ体制に移行し、受託開発での売上を262百万円、レベニューシェアモデルを含め
た自社サービスを219百万円の計画となります。



システム受託開発　(単位：百万円）

モバイルキャリアの設備投資が継続的に行われる中で、弊社の請負っている設備管理／業
務管理系のシステム受託については継続的な受注が見込まれておりますが、より一層の価
格競争が進むことと事業の選択により、前年度よりも低くなると計画しております。

2010実績 2011計画 前年度比

売上 314 262 83.4%

原価 264 211 79.92%

原価率 84.08% 80.53% -3.54%



レベニューシェアビジネス
レベニューシェアモデルに関しては、すでに発売しているアプリケーションの共同プロ
モーションやバージョンアップ、更なるアプリケーションの追加を計画しており、売上を
加速させていきます。

企画／開発

リリースフ
ェ
ー
ズ
Ⅰ

プロモーション

バージョンアップフ
ェ
ー
ズ
Ⅱ

現状

売上増大

× 10アプリ



自社サービス
ご好評を頂いたi漢字ナンクロをバージョンアップして、毎月楽しめる月額課金サービスと
して７月からリニューアルする計画で15万人規模の会員獲得を目指します。

i漢字ナンクロの携帯電話版アプリの開始

頭の体操「毎日漢字ナンクロ（仮称）」の開始
（iPhone版OS4.0／Xperia版／Android2.1版）

その他にも広告連動型のパズルゲームアプリを秋までに提供する予定です。



P. 

自社ソリューション：学習支援システム「Sakura-saku」
より効果的な・より創造的な・そしてもっと楽しい教育へ！
重たい書籍・ノートPCを担ぎながら通学する時代から、モバイルデバイス片手に通学する時代へ。
今後、間違いなく普及するモバイルデバイスの可能性をさらに広げ、新しい時代の新しい学習スタイルを提案していき
ます。「より効果的な、より創造的な、そしてもっと楽しい教育へ！」
セブンシーズ・テックワークスでは次世代キャンパスライフの実現を目指します。

ディスカッション

電子書籍 (教科書 / 辞書)

各種学習アプリ

コミュニケーション

iPad

iPod touch

ライブストリーミング

セルフラーニング



P. 

Sakura-saku（サクラサク）システムコンセプト

出欠管理をコミュニケーションに発展させた新しい教育へ！

出　欠
学　生 先　生

学生課

Campus PASS•理解度の向上
•モチベーション

•効果的な授業
•学生へのケア

「コミュニケーション」
の活性化！

出欠確認 授業に対する
コメント

資料配布

•正確な出欠状況の把握
•学生の学習進捗サポート

データを元にした
的確なサポート

データを元にした
授業フィードバック



P. 

Sakura-saku（サクラサク）の３つのポイント

(1) シンプルな出欠管理をご提案
    スピーディーでカンタンに出欠の管理を行うことができます。
    学生にも先生にも手間の少ない出欠管理を実現します。

(2) コミュニケーションツールとしてのご提案
    授業の感想を先生へフィードバックする事が可能。返信機能により学生の意識の
    把握やケアも可能です。授業に対する学生の理解度を高めるツールになります。

(3) Moodleとのスムーズな連携をご提案
    オープンソースの学習ツールである”Moodle”を利用する為、PC(Moodle)上で
    作成する配布資料や小テストを iPod touch で利用する事もできます。



P. 

※イメージ

Sakura-saku（サクラサク）大学導入のメリット

(1)充実した学生へのケア体制をアピール
出席状況のデータ化や、コミュニケーションツールの活用により
「学生ひとりひとり」にフィットした指導やアドバイスを行う事ができます。

(2)革新的な技術採用で先進性を訴求
話題のモバイル端末（iPod touch）を活用した取り組みで、先端技術に強い
イメージと新しいものを取り入れる柔軟さを訴求します。

(3)環境への考慮を訴求
紙資料を可能な限り電子化し、端末での閲覧を促進することでコスト削減だけでなく、
環境への考慮を実践する大学のイメージを訴求します。



就職支援パッケージ「就活アプリ」の提供
iPad対応の資格用アプリケーションを販売していき、コンテンツとシステムの両面での大
学支援プログラムを提供していきます。

「就活アプリ」ポータルサイトイメージ




