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SIOS is Innovative Open Solutions



世界中の人々のために、
不可能を可能に。

代表取締役社長　喜多　伸夫
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マネジメントメッセージ

当社設立の1997年当時、OSと言えばMicrosoft Windows、UNIX、 
メインフレームOSが主流であり、Linuxは趣味の世界のものと見られていま
した。ビジネスでLinuxを使うことは非常識、不可能であると考えられてい
たのです。

そのような中、サイオスの前身であるテンアートニは、将来Linuxが 
趣味の世界にとどまらず、ビジネスの世界も席巻することを確信し、Linux
をあらゆる分野で推進するビジネスをスタートしました。今日Linuxは、
GoogleのAndroidスマートフォンにも使われ、世界で最も多く使われるOS
となりました。当社のLinuxを含めたオープンソースソフトウェア事業も 
大きく育ち、当社の礎となっています。

不可能を可能にする。これが当社のDNAです。

当社は「世界中の人々のために、不可能を可能に。」をミッションと定め、イノ
ベーションによって人々の課題を解決し、より良い社会の実現に貢献します。
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私たちサイオスグループは、イノベーションによって人々の課題を解決し、
より良い社会の実現に貢献します。

世界中の人々のために、不可能を可能に。
SIOS is Innovative Open Solutions
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サイオスが目指す「より良い社会」とは

サイオスグループが考えるより良い社会とは、テクノロジーが持つ無限の
可能性により、人々がより自由にクリエイティブに活躍できる「創造性あふれ
る社会」、楽しく学び、自分らしく働ける機会を見いだせて不安や心配もなく、
心と体に健康がもたらされる「心豊かな社会」、安全で安心できる暮らしと、
効率的で賢い資源の利用、そして活き活きとした地域社会の創生がはかれる

「持続可能な社会」です。サイオスグループは持てる力と提供する製品・サー
ビスを通じてこれら社会の実現に貢献していきます。

04



サイオスグループがより良い社会を実現するための力の源泉は自らが保有する
「テクノロジー」「ピープル」「カルチャー」です。

私たちはこれらを「ミッションを実現するための推進力（Driv ing Force）」と定義しています。

ミッションを実現するための推進力（Driving Force）
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サイオスがより良い社会を実現するための力の源泉

Driving Force

Our Mission
世界中の人々のために、

不可能を可能に。

テクノロジー

ピープル

カルチャー 創造性あふれる社会

心豊かな社会 持続可能な社会

Technology テクノロジー
社会を変革していくには、テクノロジーによるイノベーションが不可欠です。
サイオスグループは、保有するテクノロジーに強力に磨きをかけ、また新たな
領域にも果敢にチャレンジし、イノベーションの創出を推進します。

People ピープル
▼ エンパワーメント
社員一人ひとりを尊重し、お互いを高め合いながら、チームとしてパフォーマン
スを最大化させることを通じて、個人とチームの能力向上、成長を目指します。
▼ ダイバーシティー&インクルージョン
能力と熱意を重視した公正な人材登用と人事評価を推進します。多様な価値観と
キャリアを持つ人材が揃っていることを誇りとして、魅力あふれるチームの創出
を目指します。

Culture カルチャー
大勢に流されず、人がやらないことに果敢に挑戦する。これが、サイオスグルー
プの創業以来のカルチャーです。創業以来のカルチャーを重んじ、人のやらな
いことに果敢に挑戦していきます。
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サイオスグループは企業価値最大化を目指し持株会社体制を採用しています。
グループ会社それぞれの強みを発揮しながらシナジー効果の最大化を目指します。

企業価値最大化を目指した持株会社体制
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サイオス株式会社

グループ会社の統括・経営管理をおこない、グループ全体を網羅する戦略の立案
とシェアードサービスを提供する持株会社です。

サイオステクノロジー株式会社

1997年に株式会社テンアートニとして創業してからJavaとLinuxをコアテクノ
ロジーと決め、未踏の事業領域へのチャレンジを継続してまいりました。それらは
今、アプリケーション事業とオープンシステム基盤事業へと広がり、現在も成長を
続けています。

SIOS Technology Corp.（USA）

1999年に 設 立され たSIOS Technology Corp.は、前 身となるSteelEye 
Technology, Inc.の時代よりビジネスの遂行を決して止めることなくシステムを最
適化および保護するために必要なソフトウェア製品を米国で開発し、グローバルに提
供しています。

サイオスグループ

サイオステクノロジー
株式会社

サイオス株式会社

SIOS Technology 
Corp.
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テクノロジーが持つ無限の可能性により、
人々をよりクリエイティブに。

創造性あふれる社会
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製品・サービス
テクノロジーが持つ無限の可能性により、
人々がより自由にクリエイティブに活躍できる「創造性あふれる社会」が実現できることを信じて、
サイオスグループは人々の創造性を発展・進化させるための製品・サービスの開発と提供に邁進していきます。
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創造性あふれる社会

サイオステクノロジー

システムインテグレーションサービス

サイオステクノロジー

オープンソースソフトウェア

テクノロジーで 創造性あふれる組織の実現を 
オープンソースソフトウェア、クラウド技術を熟知したエンジニアによる
情報システムの設計・構築・運用支援と、企業に蓄積される情報・データを
分析・活用するためのビッグデータ分析基盤の導入・運用支援を提供します。

すべてのITユーザーに
オープンソースソフトウェアという選択肢を
ITベンダー任せでない、自らデザインしコントロールするIT環境構築を支
援します。

オープンソースソフトウェア

OSSインテグレーション

レッドハット製品

データ分析基盤インテグレーション

OSSよろず相談室

CLOUDインテグレーション

低コスト

最新技術導入

柔軟性
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サイオステクノロジー

最先端技術ソリューション
アイデアとアイデアを先端技術で結ぶ
新世代ビジネスの創出で 社会に新たな価値を
お客様の情報資産とインターネットで提供される最先端の技術を最適に融
合した、競争力のある情報システム構築を支援するワンストップ・サービ
スを提供します。

APIエコシステムデザイン支援

SIOS bilink

サイオスAIアカデミー

システムの
問題を予測

問題の原因を分析し
解決をサポート

!
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楽しく学び、自分らしく働ける機会を。
不安や心配をなくして心と体に健康を。

心豊かな社会
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製品・サービス
楽しく学び、自分らしく働ける機会を見いだせて不安や心配もなく、
心と体に健康がもたらされる「心豊かな社会」が実現できることを信じて、
サイオスグループは人々の心が豊かになる製品・サービスの開発と提供に邁進していきます。
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心豊かな社会
サイオステクノロジー

クラウド・認証基盤ソリューション

サイオステクノロジー

教育機関向けクラウド・認証ソリューション

認証システムとクラウドで働き方改革を
いつでもどこにいても安全にシステムに接続して業務を遂行する、現代の
ナレッジワーカーに必要なクラウドと統合認証ソリューションを包括的に
提供します。

最先端の認証＆クラウドで 学ぶ環境に自由な選択肢を
100を超える大学への認証システム導入実績、コグニティブサービス利用
による大学事務の自動化、大学内でのクラウド利用料管理サービスの提供
を核に教育機関の改革を支援します。

統合認証インテグレーション 

教育機関向け認証ソリューション

ID・PW
統合

ID・PW
統合
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サイオステクノロジー

クラウドサービス

サイオステクノロジー

コミュニケーションデザインソリューション

クラウドが身近になればビジネスはもっと加速する 
日々の仕事を安心快適にするクラウドサービスの提供を通じて、働く人が
いつでも・どこでも能力を最大限に発揮できる環境づくりを支援します。

コミュニケーションの活性化と生産性向上につなげる
組織、従業員が快適に働くための環境やシステムの提供を通じて、ヒトや
モノの価値を最大限に引き出すお手伝いをします。

Gluegentシリーズ クラウドサービス

Willysm（ウィリズム）/ iromoji(イロモジ)

UX設計・UIデザイン

YourDesk（ユアデスク）

Webサイト制作・運用・アクセス解析
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安全で安心できる暮らしを。
効率的で賢い資源の利用を。
活き活きとした地域社会の創生を。

持続可能な社会
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製品・サービス
安全で安心できる暮らしと、効率的で賢い資源の利用、
そして活き活きとした地域社会の創生がはかれる「持続可能な社会」が実現できることを信じて、
サイオスグループは未来につながる製品・サービスの開発と提供に邁進していきます。
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持続可能な社会
サイオステクノロジー 
事業継続ソリューション

サイオステクノロジー 

複合機アプリケーション

安全で安心できる暮らしを
最先端のハイアベイラビリティ テクノロジーで、ITシステムダウンによる
情報剪断を防ぎ、「安全で安心できる暮らし」の実現を目指します。

最先端のテクノロジーで地球にやさしいオフィスを
複合機アプリケーションの提供を通じて、
● ペーパーレス化　　● 生産性の向上　　● ワークスペース削減
の実現に貢献します。

LifeKeeper

Quickスキャン Speedocシリーズ

Easyファクス

SIOS AppKeeper

LINBITクラスタスタックサポート DRBD

データ
スキャン

指定フォルダへ
スピーディに格納

LifeKeeper
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サイオステクノロジー 

フィンテック&ユニーク分野ソリューション

サイオステクノロジー 

金融機関向けソリューション

あらゆる分野でのIT取引に安心・安全を
金融業界を含む、各種IT分野において、コンサルティングから実装まで一
貫したサービスを提供。あらゆる分野の経験豊富なエキスパートがお客
様の問題解決をサポートします。

金融に携わる人々の経営課題を解決
金融に携わる人々の課題を解決する革新的な製品とサービスを創造し、地
域経済の活性化と、すべての人が安心して暮らせる社会の実現に貢献しま
す。

ICTマネジメント

システムソリューション フィンテック&
ユニーク分野取扱いサービス

経営支援ソリューション 統合与信ソリューション

BtoB

BtoC
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サイオステクノロジー 
エシカル事業 オーガニック商品 ECサイト
オーガニック商品の販売・情報提供を通じて
環境、社会への配慮を
ECサイト「Organic Story」を通じて、国産のオーガニックおよびそれに
準ずる商品を販売するとともに、豊富な関連情報を提供して、より多くの
方々にオーガニック商品に関する理解を深めていただくように取り組んで
います。
　
ライフスタイルの多様化が進む中、エシカル消費（より良い社会に向けた、
人や社会、環境に配慮した消費行動）を普及するために、オーガニック商品
は、１つのソリューションと考えています。

サイオスグループの保有するテクノロジーの力を存分に発揮して、エシカ
ル消費の推進に、真剣に取り組んでいきます。

ECサイト「Organic Story」
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環境・社会・ガバナンスへの取り組みが、 
会社の長期的成長の原動力となる。

ESG
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SDGsに対する考え方と取り組み
サイオスグループが考えるより良い社会（創造性あふれる社会、心豊かな

社会、持続可能な社会）の実現を目標としている私たちの事業は、2015年
９月の国連持続可能な開発サミットにて採択されたSDGs（Sustainable 
Development Goals、持続可能な開発目標）の貢献にも通じています。

具体的には、SDGsの掲げる17の目標が、サイオスグループがステーク
ホルダーに提供する製品・サービスや各活動にどのように関連しているの
かについて、各グループ事業会社において議論・検討し、該当する目標を各
事業戦略に取り入れた活動を行っております。

今後もより良い社会の実現に向けた事業活動を通じて、SDGsに掲げら
れた各目標の達成にも貢献してまいります。

SDGs
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社会貢献活動SIOS Sustainability Project（SSP）
サイオスグループが考えるより良い社会（創造性あふれる社会、心豊かな

社会、持続可能な社会）の実現のための施策として、2018年より社会貢献活
動の一環としてSIOS Sustainability Project（SSP）への取り組みを開始
しました。

現在のSSPでは、サイオスグループにおける地球環境に配慮した活動（廃
材の再利用を目的としたワークショップ、環境保護への啓発等）を行ってい
ます。

今後は、SSPとステークホルダーとの協働等、新たな行動計画も検討して
おり、SSPと事業の連携を強化し、広く社会に貢献できるプロジェクトへと
発展させていくことにより、当社グループが考えるより良い社会の実現の一
助となるように活動していきます。

社会貢献
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コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスを重

要課題と認識しており、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体
制の整備および企業倫理の構築に向け、鋭意努力し、改善をおこなってい
ます。また、遵法の精神に基づき、コンプライアンスの徹底、経営の透明
性と公正性の向上および環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指
しています。

現状のガバナンス体制を採用している理由
当社は、会社の価値を最大化するには、経営者が健全かつタイムリーで

スピーディな意思決定をおこない、それに基づき業務執行をおこなうこ
とが基本であると考えています。また、これらを監督する機関が必要と認
識しています。

当社は、執行役員制を導入し、業務の監督機能と執行機能を分けていま
す。あわせて、監査等委員会による監査を通じて取締役会の監督機能を高
め、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っています。

企業統治の体制
取締役会は原則として毎月１回開催しており、必要に応じて臨時取締役会

を適宜開催しています。取締役会では重要事項は全て付議され、業績の進捗
についても報告を受け、対策等について討議しています。また、意思決定機関
である取締役会とは別に、審議機関として常勤取締役および執行役員等で構
成する執行役員会を月１回開催し、各部門の状況や損益計画の進捗を確認す
るとともに、経営全般の重要事項の審議をおこなっています。

サイオスコンプライアンス
当社は、「情熱」「創造」「約束」「誠実」「チームワーク」の5つを全役員・従業員

の行動規範となる「SIOS Values」と定め、役員・従業員の一人ひとりが法令の
遵守はもちろんのこと、高い倫理観と使命感をもって業務を遂行しています。

さらに、コンプライアンス委員会を設置し、関連規程を制定する等、コン
プライアンスの徹底を最重要課題の一つとして位置づけ、その強化、全役員・
従業員への浸透に注力するとともに、公正で透明な事業運営の推進に努め
ています。

コーポレート・ガバナンス
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会社概要
会社名 サイオス株式会社（英語表記：SIOS Corporation） 

設立 1997年5月23日
（5月23日は、1995年 SunWorldで
初めてJavaが発表された記念となる日です） 

市場情報 東京証券取引所 第二部 3744 

所在地 〒106-0047
東京都港区南麻布2-12-3　サイオスビル

グループ会社 サイオステクノロジー株式会社
〒106-0047　東京都港区南麻布2-12-3　サイオスビル

SIOS Technology Corp.
155 Bovet Road, Suite 476, San Mateo,CA 94402,U.S.A.

沿革

1997年 5月 株式会社テンアートニ設立 

2002年 1月 ノーザンライツコンピュータ株式会社と合併 

2004年 8月 東証マザーズに上場 

2006年 6月 SteelEye Technology, Inc.（現SIOS Technology Corp.）を買収

2006年 11月 社名をサイオステクノロジー株式会社に変更

2008年 2月 株式会社グルージェントを子会社化

2009年 12月 関西営業所を開設 

2013年 7月 南麻布へ本社移転
中部営業所を開設

2014年 4月 九州営業所を開設

2015年 4月 株式会社キーポート・ソリューションズを子会社化

2015年 5月 東証第二部へ市場変更

2015年 6月 BayPOS合弁会社設立 

2015年 10月 Profit Cube株式会社を子会社化

2017年 10月 サイオス株式会社を持株会社とする経営体制への移行に伴い、
サイオステクノロジー株式会社を事業会社として分割

2018年 12月 サイオステクノロジー株式会社が株式会社サードウェアを吸収合併

2020年 10月 サイオステクノロジー株式会社が株式会社グルージェントおよび
株式会社キーポート・ソリューションズを吸収合併

2021年 4月 サイオステクノロジー株式会社がProfit Cube株式会社を吸収合併
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2022.01

サイオス株式会社
〒106-0047　東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル
TEL:03-6401-5111（代表）　https://www.sios.com
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