
699

21/01

920

20/01 22/01

1,247

23/01（予想）

1,271

3,742

20/01

5,325

21/01

5,920

22/01

6,271

23/01（予想）

717

21/01

948

20/01 22/01

1,361

23/01（予想）

1,359

495

21/01

677

20/01 22/01

866

23/01（予想）

920 5,788

20/01 21/01 22/01

6,742

4,431

7,287

5,1653,856

66.6 65.6
70.7

23/01期22/01期21/01期20/01期19/01期18/01期17/01期16/01期15/01期

北海道
砂川市

滋賀県
彦根市役所

滋賀県

兵庫県
神戸市役所

沖縄県
那覇市役所

総務省　秋田県　山口県

おかげさまで創業30周年
当社は、1992年2月に設立し今年2022年2月にはおかげさまで創業30周年を迎えることができ
ました。主力製品のdesknet’s NEOに至るまでグループウェア製品を20年以上に渡り開発・販売を
続けております。今後も、お客さまとともにより使いやすい製品に進化させていき、世界中の働く人を
支え続けてまいります。 代表取締役社長　齋藤 晶議

11期連続
増収増益を見込む

営業利益
1,247百万円

462万ユーザー※

売上高
5,920百万円

中小企業から大企業・官公庁まであらゆる規模・業種の企業・団体にご利用いただいています

製造 建築・不動産 官公庁 学校・教育機関情報・通信 金融

サービス流通・小売 広告・出版

経常利益 （百万円）営業利益 （百万円）売上高 （百万円） 親会社株主に帰属する
当期純利益 （百万円）

■ 総資産 （百万円）
■ 純資産 （百万円）
● 自己資本比率 （%）

※desknet's NEOのクラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計

※2019年10月より株式会社Pro -SPIREの連結を開始しており、
　損益については2020年1月期は4か月分含まれております。

※
※ ※ ※

※

その他、多くの企業・団体にご利用いただいています
https://www.desknets.com/neo/casestudy/「導入事例」はこちら ▶︎

https://www.neo.co.jp/ir/
最新のIR情報・決算情報につきましてはIRサイトをご覧ください。 ▶︎
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● YOKOHAMA
● NAGOYA

● OSAKA
● FUKUOKA

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式 
の投資の魅力を高め、より多くの方々に当社株式を中長期 
的に保有していただくために株主優待制度を実施しています。

毎年１月31日および７月31日現在の株主名簿に記載または記
録された当社株式100株（１単元）以上を保有されている株主様

100株以上200株未満保有者
▶ 年2回(中間・期末各1枚)、QUOカード（500円）を贈呈 
200株以上保有者
▶ 年2回(中間・期末各1枚)、QUOカード（1,000円）を贈呈

対象となる株主様 

株主優待の内容 

株式会社ネオジャパンとは？

上場来、継続増配

商号 株式会社ネオジャパン
設立 1992年2月29日

本社 〒220－8110　神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー10階
TEL: 045-640-5900

資本金 2億9,667万円

子会社 株式会社Pro-SPIRE （東京）  DELCUI Inc.（アメリカ）  NEOREKA ASIA Sdn.Bhd.（マレーシア）
NEO THAI ASIA Co., Ltd.（タイ）

拠点 本社：横浜　　営業所：大阪、名古屋、福岡
従業員数 265名

代表取締役社長 齋藤 晶議
常務取締役 大神田 守
取締役 青木 常子
取締役 常盤 誠

取締役（社外） 尾崎 博史
取締役（社外） 松本 滋彦

常勤監査役（社外） 梅園 雅彦
監査役（社外） 藤井 正夫
監査役（社外） 岩崎 俊男

役員  （2022年4月26日現在）

発行可能株式総数 38,400,000株
発行済株式の総数 14,908,800株

株式の状況  （2022年1月31日現在）

株主数 8,618名

ネオジャパン株式会社　
〒220-8110 神奈川県横浜市西区
みなとみらい二丁目2番1号 
横浜ランドマークタワー10階
TEL: 045-640-5900（代表）  TWITTERFACEBOOKhttps://www.neo.co.jp/

(自己株式223株を含む)

16/01 17/01 18/01

6.0005.500

2.1252.000

7.500

11.000

14.000
16.000

19/01 20/01 21/01 22/01 23/01（予想）

10.0

10.3

24.9 23.2 22.5 24.1 24.1 25.9

［ デスクネッツネオ ］ ［ アップスイート ］
仕事に役立つ27のアプリケーションを
標準搭載した、国産のグループウェアです。

紙・メール・Excelで行われている業務を
誰でも簡単にアプリ化できるツールです。

● ネオジャパンの目指す姿 ● サステナビリティ方針
経営理念 実現したいビジョン 使　命

リアルなITコミュ
ニケーションで豊
かな社 会 形 成に
貢献

人 々 が 未 来 を 感
じることができる
幸 福 な 社 会 を 実
現する

いつどこにいてもメンバーとコ
ミュニケーションが取れ、働く
場所や子育ての場所にとらわ
れないライフスタイルの支援

■ 配当金額 （円） ● 配当性向 （%）

主力製品のグループウェア desknet’s NEO を
中心としたビジネス ICTツールの開発・提供

「すべての働く人を支える」ビジネス ICTツー
ルを提供していくことで、私たちの製 品を
お客さまの事業運営に欠かせないインフラ
へと発展させていきます

当社(ネオジャパン)は、「経営
理念」、「ビジョン」、「使命」を

「ネオジャパンの目指す姿」と
して設定しており、これを体現
し、持続可能な社会の発展に
貢献する方針を「サステナビリ
ティ方針」と設定しています。

注目している
社会課題

サステナブルな
サプライチェーン

課題解決としての
事業創出

サステナブルな
経営基盤

米国シリコンバレーでの市場調査、
パートナー企業の発掘等

商習慣の近い、東南アジア地域で市場開拓

今後の成長が期
待できる海外市
場の開拓にも挑
戦しています。

累計1,000万ユーザーを獲得し、
ビジネスICTツールを

社会インフラに

裾野を広げるべく、

営業拠点網を拡大

タイ
バンコク

マレーシア
クアラルンプール

アメリカ
シリコンバレー

日本 AMERICAS

ASIA

EUROPE

［ チャットラック ］
チームのコミュニケーションとグループ
ワークの効率を上げる、メールに代わる
新しいコミュニケーションツールです。 https://www.neo.co.jp/product/lineup.html

https://www.neo.co.jp/sustainability/

「製品・サービス一覧」は
こちら ▶︎

ネオジャパンのサステナビリティに関するページはこちら ▶︎

会社概要  （2022年1月31日現在）

Sustainabilityサステナビリティへの取り組み

Products & Services主要サービス

株主優待制度のお知らせ

※ 配当金額は過去3回の株式分割を考慮しております。
　2016/02/01 付 1:3、　2017/07/01 付 1:2、　2017/11/16 付 1:2

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

当社の最新情報・詳
細情報はＷＥＢサイト
からご覧いただけます。

●公式SNSアカウント
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