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2020年度

売上伸び率

教育/研究費比率

   +  41 % + 125% 

業態別伸び率

2020

2021

2020

2021

利益伸び率

Finance

0.8 %  >>    3.0 %

About Pandion

　Pandion社は、新しいITの技術や使い方を学

んで、試して、実用化し、ドキドキワクワクを作り

出すことに向かっています。

理念 - Vision -

　最新のソフトウェア技術とセキュリティ技術を

得意とするIT企業です。

　また、技術性よりも人間性を優位に考えること

も当社の特徴です。

違い - Superiority -

　お客様自身が安心してデジタル化に取り組む

ことができるように古きを知り、新しきを学び、

一つ一つの声に丁寧に耳を傾け、利用者自身

が安心できるデジタル化を支援します。

約束 - commitment -

Highlight



ストーリー



10月 クラウド上の事務所設置

11月 リスク入門基礎知識セミナー実施

12月 ISMS監査支援プロジェクト開始

  1月　ソフトウェア技術サービス開始

  2月　リスク入門実践編セミナー実施

  3月　創立3周年

  4月　情報安全確保支援者1名登録

  5月　ISMS関連自社サービスPJ開始

  6月　AWSインフラ構築支援開始 

  7月　ISMS研修受講

  8月　ISMS審査員補登録者1名

  9月　社内クラウド化プロジェクト始動

Pandion社の出来事 社会の出来事

東証システム大規模障害  

新型コロナで時短休業要請

GoTo Travel停止

1都3県に緊急事態宣言

福島沖で震度6の地震

日本郵政楽天と業務提携

3度目の緊急事態宣言

G7中国に重大懸念

9都道府県緊急事態解除

東京オリンピック開幕

東京パラリンピック開幕

デジタル庁始動

Highlight



システム構築支援事業

　今期は、昨年と比べ、システム化支援事業は、売上に換算すると36.8
％の向上が見られた。この主な要因は、日本社会にリモートワークが受
け入れられたことによります。
　このおかげで、当社のような地方にある拠点でも比較的人月規模の大
きなプロジェクトの対応ができるようになりました。
　また、リモートワークの2次的な恩恵として、交通費や交際費なども
大きく圧縮することを実現できました。これらの成功が今期の成績向上
につながったと考えられまます。
　
　また、今年の大きな変化として、Webアプリケーション構築からクラ
ウドスタック構築へと大きく踏み出したことです。
　具体的にいえば、これまでのPHPやJava Servlet等での単独アプリ
ケーション開発に加えて、AWSやGCPでの仮想化やコンテナ技術の支援の
サービス開始しました。
　この背景は、2025年までに現在の76%増となる2,950万人のデジタル
ワーカーが必要※1とされる一方で、情報通信サービス業おいて482万人の
人材不足が発生※2するという報告によります。すなわち今後一人の技術
者に期待される技術や知識が今より多くなることは確実と言えます。　
当社は将来この市場でリーダシップをとることを目指し、次期も継続し
てクラウドインフラ技術に力を入れていきます。

※1 https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2021/02/japan-will-need-295million-more-digital-workers-by-2025-reveals-new-report-commissioned-by-aws/
※2 https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/research/column/201801251017.html

事業別の評価と次年度に向けて

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2021/02/japan-will-need-295million-more-digital-workers-by-2025-reveals-new-report-commissioned-by-aws/
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/research/column/201801251017.html


情報リスク管理支援事業

　2020年7月よりを開始した情報セキュリティ支援は、企業のリスク管
理及び、システム運用で情報を安全に取り扱うための支援を行ってい
る。
　初期の取り組みとして、ISMS監査の仕組みを取りいれたリスク管理の
ノウハウを提供し、将来的には企業が抱える情報セキュリティのカウン
セリングを提供していく。
　具体的には2021年度は、当社のパートナーであるマネジメントシステ
ム協会（MSQA）と協力し、ISMSの監査やコンサルティング事業を展開し
ていく。そのための支援ソフトウェアを自社にて開発を進めています
。
　実は、和歌山県でISMS認証取得を公表している事業者数は7件であ
り、これは全国のISMS認証社数の0.1％となります。
　ここに市場拡大の機会見出すことは、難しい印象は否めませんが、視
点を変えて、市場開拓の機会とユーザから事業者に対する情報資産保護
への期待の両視点から見れば、チェレンジする価値は大きいと感じてい
ます。

　今期は都市部のISMS監査支援に目を向け、そこから県内の小中規模事
業者にも手軽にできるリスクマネージメントの方法の確立を目指してい
きます。

事業別の評価と次年度に向けて



菊庵　章史

Pandion 株式会社
代表取締役

代表への4つの質問



４つの質問

Q.Pandion社は、何が新しいのでしょうか？

A.　Pandion社が、新しいところといえば、必要最低限を残して新しい文化を取

り入れつつも、枯れた技術やマイナーな文化も積極的に取り入れる社風ではな

いでしょうか。

　つまり、どちらかといえば主流を追いかける日本の文化とは違っていること

になります。

　私たちは最新技術や流行り文化が常に優等生ではないと思っています。理由

はお客様の要件によっては、主流を外れた技術の方を採用した方が、最適な

ケースの例も多くあるからです。

　例えば、あまり大きく知られてはいませんが、Google Mapが公開されていた

時に使われていた技術は最先端ではなく、すでに知られていた技術の組み合わ

せで人々が欲しているものを世に生み出しました。

　私たちは、これに大きく影響を受けています。

　しかし、実際にマイナーな文化や枯れた技術を応用して顧客要件を満たすこ

とは容易ではありません。

　そのため、常に研究と実践を行っているのですが、その度に新しい発見があ

り、モチベーションへと繋がっています。

　何よりも、デジタル化推進社会だから、何もかも最先端方向を舵を切るとい

うのは、当社の「自ら可能性を発見する」とという理念に反します。

Q. なぜ今、Pandion社が世の中になぜ必要なのですか？

A.　皆様がご存知の通り、日本の社会はデジタル化に向かって全速力で前進して

います。

　しかし2025年には、情報サービス業において480万人の労働力不足が懸念され

ています。もし、この統計結果は、かなり近い将来に急激なデジタル化された

社内インフラや業務運用を推進する技術者が足りなくなり、デジタル化による

生産性向上が死活問題となることは容易に想像できます。

　それ以前に日本のIT技術者の割合は122万人というレポートがあり、100人に1

人いれば良いという状況です。ただし年間の増加率は6.1%ということですので

74千人増えたとしても、5年後には160万人にも満たず、2025年の労働力不足の

解消は不可の領域にあると言っていいでしょう。

　また仮に技術者が採用できたとしても、IT業界での転職率は9.2％程度という

ことから、これをデジタル職に置き換えると10人採用して1人残れば万々歳とな

ります。

　このような状況下で日進月歩で進化するデジタル技術を本業の傍で継続的な

教育とIT投資を行い続けることは容易ではないでしょう。

　私たちは、この問題に外側から解決するために、継続的にIT技術を学び、試

行を繰り返し、最先端から従来の技術を深く理解することに努めています。



Q．最後にPadion社が、それをする意義を教えてください。

A.　Pandion株式会社は、新しいことを積極的に学んで試して、ドキドキワクワ

クを楽しむことができる毎日を作りたいと言う思いのもと設立されました。

　その思いに共感いただいた人たちと、日々一緒に全力でチャレンジし、困難に

正面から立ち向かっているからです。

Q．Padion社が他社と違うところは何でしょうか。

A.　同業他社と違う点といえば、ITの技術研究をしつつも、和歌山県の片田舎で

事業を営んでいることでしょうか。

　IT業を営むのであれば、やはり流通やインフラが整っている都市圏がビジネス

的にも優位になります。

　実際に和歌山県内よりも都市部の案件の方が魅力的なものが多く、活動もしや

すいです。

　しかし、私たちは心の健康状態をとても大切にしたいという思いを持っていま

す。

　心が健康でなければ、どれだけ素晴らしい技術を持っていても、良い商品を作

り出すことはできないと私は信じています。

　私たちの仕事は、人が技術を使いこなし、人が人のために、人が商品を提供し

ます。そして、人が私達の商品を活用します。つまり最初から最後まで「人」が

そこに存在しています。

　そのために何ができるかを考えた時に、最も自分と向き合えることのできる所

で仕事をすること。つまり、生まれ故郷でもあり、自由を感じる環境がある和歌

山を選択したことが他社との違いでしょうか。

　「良い心と、良い気持ちで、良い仕事を」　

これは私が海外で大工仕事を手伝いをしているときに、ある木こりさんから教え

てこの言葉を教えていただきました。私はこの言葉をとても大切にしています。

４つの質問



財務諸表
2020年度9月末現在







CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 
& images by Freepik.

Do you have any questions?
youremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com

THANKS!

Please keep this slide for attribution.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


ALTERNATIVE RESOURCES

● Human hand taking picture of railway train with 

cellphone

● Close up of staircase on floor platform

● Cloudy sky with a cornfield on sunset

● Traveler lying on the bench waiting for train

● Blurred lights on street

● Brightly illuminated city street

● Train in motion near station

● Multiracial group of cheerful coworkers

● Confident young businesswoman using laptop at 

workplace in the office

If you want to apply the same filter as the pictures already 
included in the template, follow these instructions.

IN GOOGLE SLIDES:

1. Insert the image in the slide.
2. Select the image, go to Format options, click 

Recolor and choose Grayscale.

https://www.freepik.com/free-photo/human-hand-taking-picture-railway-train-with-cellphone_5186765.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/human-hand-taking-picture-railway-train-with-cellphone_5186765.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/close-up-staircase-floor-platform_4605214.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/cloudy-sky-with-cornfield-sunset_5142876.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/traveler-lying-bench-waiting-train_4990177.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/blurred-lights-street_2254498.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/brightly-illuminated-city-street_2254501.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/train-motion-near-station_5180635.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/multiracial-group-cheerful-coworkers_4989638.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/confident-young-businesswoman-using-laptop-workplace-office_4002350.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/confident-young-businesswoman-using-laptop-workplace-office_4002350.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik


RESOURCES

Did you like the resources on this template? Get them for 

free at our other websites.

PHOTOS:

● View behind ropes on manhattan

● Railways closeup with blurred background

● Close-up girl travelers boots walking on the 

railway

● Modern train in rural area

● Semaphore hanging above roads intersection

● Front view man with laptop looking at camera

● Brunette businesswoman writing on a document

● Elevated view of empty curve road through forest

● Man in black t-shirt standing in front of railway 
train

● Abstract transparent leaf veins with green
● Close-up chain link fence
● View of city through chain link
● Smiling woman showing blank screen smartphone 

against yellow background
● Simple working space with empty computer 

screen
● Hands showing a tablet with blank screen

VECTORS: 

● Colourful timeline infographic elements

● Gradient technology logo template collection

● Set of abstract modern logos

https://www.freepik.com/free-photo/view-ropes-manhattan_4800889.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/railways-closeup-with-blurred-background_5180617.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/close-up-girl-travelers-boots-walking-railway_5228930.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/close-up-girl-travelers-boots-walking-railway_5228930.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/modern-train-rural-area_1845973.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/semaphore-hanging-roads-intersection_1807805.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/front-view-man-with-laptop-looking-camera_5236662.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/brunette-businesswoman-writing-document_4336398.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/elevated-view-empty-curve-road-through-forest_2579723.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/man-black-t-shirt-standing-front-railway-train_5186766.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/man-black-t-shirt-standing-front-railway-train_5186766.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/abstract-transparent-leaf-veins-with-green_5282577.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/close-up-chain-link-fence_5001770.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/view-city-through-chain-link_4800912.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/smiling-woman-showing-blank-screen-smart-phone-against-yellow-background_5004194.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/smiling-woman-showing-blank-screen-smart-phone-against-yellow-background_5004194.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/simple-working-space-with-empty-computer-screen_2406725.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/simple-working-space-with-empty-computer-screen_2406725.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/hands-showing-tablet-with-blank-screen_4608879.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/colourful-timeline-infographic-elements_5622054.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/gradient-technology-logo-template-collection_4906698.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/set-abstract-modern-logos_1051962.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik

