My Trade Style

大企業を中心に、業務統合管理を目的とした「ＥＲＰ」と呼ばれ
る基幹システムの導入が進んでいる。このＥＲＰで世界一のシェアを
誇るのが独・ＳＡＰ社である。導入するのは大企業が中心だ。そのプ
ログラムは完全に非公開化されており、ＳＡＰ社が行う研修を修了
した専門コンサルタントでなければ扱うことが出来ないシロモノだ。
ノムラシステムコーポレーションは、この専門コンサルタントを約１
００数十名擁する。独立系のシステム会社としてはトップクラスだ。
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ＳＡＰシステムコンサルで成長
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プロに育て上げているのが特徴と言

プロフィール●（ろくかわ・しほ）投資スクールScencA代表。会社経
営歴は25年。東京都港区を拠点にコンサル業を含め、スクール活動、
セミナー講師など多彩な活躍を見せる。個人投資家としての実績もあ
るが、現在は本格的に投資スクールの活動にも精力的。独自の理論と
分析から導きだす銘柄発掘力に定評。特にエントリーのタイミングが
絶妙と、講師陣やスクール生からも絶大な支持を得ている。

うに出来ているからです。いわゆる
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「ブラックボックス化」されており、

事業内容

ドイツのSAP社製の、戦略的ERPの導入コンサルティグを軸に事業を展開。導入後の
保守・運用をワンスポットでサポートする。
※18年3月期の配当は１株当たり年間22円。今期配当予想は未定。
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