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私たちは“人が持つ成長力”を信じ、これからの技術力を社会へ輩出します

会 社 案 内



“人が持つ成長力”に、
価値を見出し

これからの技術力を社会へ輩出する

　近年の日本には、少子高齢化によって様々な課題

が生まれています。その一つが人手不足の問題です。

労働人口が減っていく中、日々新たな技術が生まれ

企業は省力化や効率化を図っています。しかしなが

ら、多くのものがインターネットとつながり、デジタ

ル化が進んだとしても、機械やシステムに代替され

ない「人が持つ力」というものが必要とされる現場

は、今後も変わらずに存在し続けると考えています。

　一方、人が働く環境としては、安定した将来が約

束されない変化の多い社会状況となりました。永久

就職という働き方も見直されるようになり、様々な

人が場所やメンバーを変えて、互いの知見を交えな

がら新たな世界を創出するという働き方が広まって

います。

　夢真ホールディングスは、「社会から必要とされる

技術力を育成し送り出す場」として、日本が抱える人

手不足の課題に挑んでいます。特に、創業から約40

年、一貫して未経験人材の育成に取り組んでまいり

ました。働く中で必要とされるものは、経験や知識

だけではありません。その人自身が持つ力を信じ、

どこまで伸ばせるかが大切です。その成長力に価値

を見出し、多くの現場で受け入れていただいてまい

りました。

　人が成長することは未来を創造することだと考え

ています。そのために、若い人材が安心・安全に働

ける環境と、自己実現のための充実した研修制度、

そして手厚いフォロー体制を構築してまいります。

　これからも、技術者とお客様との繋がりを一つひ

とつ積み重ね、グループ技術者数20,000人を目指

し、日々邁進してまいります。

私たちは、雇用こそが夢の実現への第一歩だと信じています。

自ら望んだ仕事をすることで、その夢は真（まこと）になる。

この喜びをできるだけ多くの人に知ってもらうための

教育機関であり続けたい、と考えています。

代表取締役社長
株式会社夢真ホールディングス

みんなの輝ける雇用を創造
仕事を通じて夢を真にする喜びを
社会人の教育機関であり続ける

株式会社 夢  真 建設技術者派遣業

エンジニア派遣事業、業務請負・受託及び人材紹介事業

ネットワーク機器の販売・レンタル、ITエンジニア派遣事業

フィリピンにおけるITエンジニア派遣事業

ITエンジニア派遣事業、ITシステムの受託開発事業

社会人向けプログラミング学習サービス

ITエンジニア派遣事業、ネットワークシステムの構築・設計

外国人材の採用・教育・紹介事業

ベトナム現地人材の採用支援事業

フィリピン現地人材への日本語教育

ベトナムでのオフショア開発

エンジニア派遣事業

株式会社 夢テクノロジー

ネプラス株式会社

P3OPLE4U.inc.

株式会社インフォメーションポート

株式会社　侍

純粋持株会社
株式会社夢真ホールディングス

ガレネット株式会社

株式会社夢グローバル

YUMEGLOBAL CO.LTD (Vietnam)

YUMEGLOBAL Corp.(Philippines)

Yumeshin Vietnam Co.,Ltd

株式会社 クルンテープ

経 営 理 念
人が成長することは、未来を創造すること
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夢真ホールディングスの歩み

　夢真ホールディングスは、
経営理念のもと、人材不足の
業界に対し、社会人の教育機
関・技術者のスタートアップと
して、社会から必要とされる人
材の育成と輩出を行います。
プロジェクト現場において、即
戦力として現場の中核を担う
中級～上級技術者は各企業
から非常に強い引き合いがあ
ります。しかしそういった人材

にまで育てる企業はほとんど
ありません。当社は、初級技術
者を育成し活躍できるように
するグループ体制として「3つ
の原動力」にノウハウを凝縮
させ、どんな場所でも、どんな
環境でも、自分の力を発揮で
きるよう、ベースとなる技術力
を身につけ、前進できるサポ
ート環境を提供します。

夢真ホールディングスの強み ３つの原動力

当社が行う「人材ビジネス」は
短期的な現場の労働力不足を
まかなうだけではありません。
「人の力」を信じる我々だから
こそ、技術者として働く社員の
「個の力」を最大限引き出すこ
とに努力します。

そのため社会人の教育機関と
自負し、現場の「助かった」を
生むだけではなく、技術者とお
客様が出会うことで現場で新
たな課題解決へのイノベーシ
ョンが生まれることを目指して
います。

当社が社会へ提供するもの

元 気

技術力 自 信

労働力

働く喜び

能力開発 イノベーション

初級技術者

未 経 験 者

中級技術者

上 級
技術者

採用・育成

育成・輩出

採　用
働きたい気持ちのある全
ての人にチャンスがありま
す。きっかけをつかみ、自ら
一歩を踏み出す人を応援
します。

営　業｠
技術者たちの魅力をお客
様に伝え、お客様と技術者
双方のベネフィットを実現
します。

育　成
未経験者を短期間で必要
不可欠な存在にする環境
があります。現場稼動後も
定期フォローにより、キャリ
ア開発を一緒に考え、課題
解決に取り組みます。
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「株式会社夢真」へ商号変更

「夢テクノロジー」を子会社化

建設技術者派遣事業で採用専用オフィス「夢探索カフェ」を開設
　全国展開スタート

2004年に大阪証券取引所に上場して以来、市場統合により
東京証券取引所JASDAQ市場へ移行

本社所在地を東京・丸の内へ変更

人材紹介事業スタート

売上高

夢テクノロジーが「クルンテープ」を子会社化

「夢グローバル」を設立、「ネプラス」「P3OPLE4U」を子会社化

「夢テクノロジー」を完全子会社化、「インフォメーションポート」
「侍」「ガレネット」を子会社化。純粋持株会社体制へ移行

2,000人稼働

3,000人稼働

4,000人稼働

6,000人稼働

7,000人稼働

8,000人稼働



6 7

建設技術者派遣事業

エンジニア派遣事業

次代を担う技術者を育成し、
建設業界の未来を支えます

建設業界に特化した施工管理者やCADオペレーターなどのアウトソ
ーシングを行っております。労働人口の減少に加え高齢化が進んい
る建設業界は、人材不足が深刻な状況となっております。次代を担う
若い人材を積極的に採用し育成することで、建設業界の今後の発展
に貢献してまいります。

株式会社 夢  真
3年連続2,000名以上の採用実績を誇り、
在籍人数6,000名を超える業界最大手企業

圧 倒 的
人材供給力

充実した
研修制度

長年に渡る
実績と信頼

年間採用実績業界NO.1＋技術者6,000人体制で建設業界を支える！

実践的な独自のプログラムで未経験から育成します

1990年創業以来お取引先様数1,800社以上

‘14

1,628 1,702
2,018

2,666 2,764

2,277 2,760
3,334

4,402

8.7%

19.6%
42.2%

29.6%

5,066

‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

採用人数

入社後研修 ステップアップ研修模擬現場 フォロー

在籍人数

顧客業種割合

事業会社紹介

技術者派遣
建 設 技術革新の変化に対応できる

エンジニアを育成し、
3年後の社会を創る

IT業界・製造業向けにエンジニアのアウトソーシングを行っておりま
す。特に人材不足が加速するIT業界の、人材派遣の需要拡大を見込
んでITエンジニアの供給を強化しており、設計・構築業務から保守・
運用業務まで一気通貫して対応できるよう、幅広い範囲をカバーする
エンジニア体制を構築しております。今後の社会を創るエンジニアを
育成することに注力し、企業のあらゆるニーズに応えてまいります。

2017年12月には株式会社クルン
テープを子会社化。3,000名以上の
エンジニアが在籍し、未経験からの
エンジニアキャリアを積むことがで
きます。在籍人数のうち約半数が女

性エンジニアであり、また約1割が
外国人エンジニアと、独特な人員構
成が特徴の一つ。多様なバックボー
ンの人に合わせてキャリアアップで
きる研修体制を構築しています。

株式会社 夢テクノロジー

製造業・IT業界へ向けたエンジニア派遣

事業会社紹介

派遣事業
エンジニア

人員状況 人員状況

エンジニア派遣事業会社紹介

育成とフォロー

施工参画実績

当社の技術力は多くの建設会
社様より高い評価を頂いてお
り、その実績はオフィスビル・
公共施・マンション・都市再開
発など多岐に渡っています。

建築電気・設備土木その他

社会人として基本となるビジネ
スマナーやコミュニケーション、
安全教育、建築基礎、PC操作な
ど、主に座学を中心とした受け
入れ研修を行います。

実際の現場を再現した模擬建
設現場。保護具の装着方法、朝
礼の進行、作業工程や部材の把
握など一日の流れの中で現場
への適応力をつけます。

社員の技術力向上と、資格取得
を目標とした生涯学習制度。現
場のニーズや自信のキャリア形
成に合わせて、多くの講座から
選択することが可能。

仕事のやりがいや悩み、体調、
生活など技術者を取り巻く環境
を把握し、心身ともに健全に就
業できるよう、あらゆるフォロー
をしていきます。

女性 :666人
143

289
460

941
1,118

618
853

1,131

1,716

2,414
採用人数 在籍人数

若手・女性・外国籍人材を中心に積極的に若手を育成中

積極的に採用を行い年々人材供給力を強化しております

外国人：80人

2018年9月期採用実績

採用全体の60%

採用全体の7%

https://www.yume-tec.co.jp/
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IT機器の販売・レンタル部門で
は、業界最大手としてCISCO製
品を中心に取り扱い、高い支持
を得ています。また、自社レンタ
ル・販売機器に関する知識が豊
富な、設計及び開発業務を担う
ネットワーク系エンジニアが約
80名在籍しています。

100名以上のエンジニアが在籍
し、中でも10年以上の業界経験
者は3割を越えています。また、
毎年新卒採用を行い、若手エン
ジニアを育成する研修・ノウハウ
を持っています。

ネプラス株式会社

ガレネット株式会社

ITエンジニア派遣及びIT機器の販売レンタル事業

事業会社紹介

派遣事業
エンジニア

事業会社紹介

その他事業

https://www.neplus.jp/

ITエンジニアが約50名の在籍し
ており、フィリピン国内への派遣
を行っています。国家戦略として
注目されているITエンジニアの
育成により、高稼働状態が続い
ています。

P3OPLE4U Inc.

フィリピンにおけるITエンジニア派遣
https://people4u.com/

ITエンジニア派遣及びネットワ
ークの設計・開発業務の受託開
発を行っています。約40名のエ
ンジニアが在籍しつつ、初級エ
ンジニアの受け入れ・教育も継
続的に行う体制があります。

ITエンジニア派遣及びネットワークの
設計・開発業務の受託開発
https://www.garenet.com/

ITエンジニア派遣及びITシステムの受託開発
https://www.information-port.com/index.html

株式会社インフォメーションポート

海外人材の採用に必要な業務を、一気通貫で全ての企業様に提
供しており、顧客企業の求人ニーズと求職者のキャリアアップニ
ーズを結びつけています。 日本での就労を目指す外国人人材に
対しては、海外4拠点（ベトナム、フィリピン、台湾、韓国）を中心に
独自の教育メソッドによる日本語教育を実施し、半年～1年とい
うスピードで日本語の習得が可能です。来日実績はこれまでに
200名を超えています。

株式会社 侍

自社メディア「侍エンジニア塾」を
通じた圧倒的集客力により、月間
ユーザー数は160万人を越える。
個人のレベルに沿ってオーダーメ
イドのキャリアプランを提案し、専
属講師によるマンツーマン方式
で高い指導力を誇っています。

社会人向けプログラミング学習サービスの運営
https://corp.sejuku.net/

海外人材紹介事業及び日本語教育事業等
https://yumeglobal.co.jp/

株式会社夢グローバル

人材募集 入　　社
採　用

マッチングサービス

ビザ・入館手続き

サ
ポ
ー
ト

日本就業に
向けての
教 育

海　　外 日　　本　

財　　務

非  財  務

ハイライト

※東証1部平均ROE：日本取引所グループ 調査レポートより
※FY2018実績

売上高（百万円）

（百万円）

（%）

（百万円）

（百万円） （百万円） （倍）

営業利益

キャッシュフロー

グループ在籍技術者数

外国人数 年齢比

自己資本利益率 ROE 売 上 高 割 合

有利子負債・手元流動性・D/Eレシオ

性 別 比

‘14

16,482
21,115

23,270

30,510

40,419

‘15 ‘16 ‘17 ‘18

‘14

2,895
3,613

4,465

6,118
7,480

9,479

‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19.6

‘14

1,659

620 712 726 417

1,535

3,929

415

(177)

(1,118)

(391)

534
1,953

4,344

2,279

‘15 ‘16 ‘17 ‘18

‘14

1,857

11.3

8.2

10.5

7.7

12.78

1,726
2,433 2,361

5,186

‘15 ‘16 ‘17 ‘18
営業利益 営業利益率

投資活動による営業活動による FC

‘14

36.3

18.0
12.4

11.9

28.2

‘15 ‘16 ‘17 ‘18

夢真HD 東証1部平均

‘14

1,748

5,055

2,324 2,536

8,723

11,460

8,564

2,778 3,846

11,310

0.30

0.23
0.20

0.17

0.24

‘15 ‘16 ‘17 ‘18

手元流動性有利子負債 D/Eレシオ

73.1%

72.8%

27.2% 48.9%

51.1%

25.6%

1.3%

建設技術者派遣

建設技術者派遣

エンジニア派遣

エンジニア派遣

その他

男 性 女 性

3.0%
4.8%

3.3%
1.8%

64.0%

28.2% 23.0%

71.7%

建設技術者派遣 エンジニア派遣

43

342

2012.9 2019.6

20代以下 30代 40代 50代以上

（2018年9月期実績）

（2018年9月現在）

（2018年9月現在）
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34.62

27.84
21.76 19.12

48.75

112.53

30.0

35.0 35.0 35.0 35.0
181.77

168.55 160.67
172.61

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題とし
て認識しており、永続的な事業の成長、資本効率の最適化によ
る株主価値の向上とともに、安定的な配当に努めていきたい
と考えております。剰余金の配当につきましては、財務基盤の
健全性と、成長戦略を実行するための再投資資金を総合的に
勘案し決定しており、3月31日を基準日とした中間配当・9月
30日を基準日とした期末配当の年2回実施しております。

毎年9月末時点の保有株数と保有期間に応じて優待ポイントを
付与させていただきます。優待ポイントは、食品、ワイン、電化製
品、旅行、体験、こだわり雑貨商品など、1,000種類以上の優待
商品とご交換いただけます。

株主の状況

株主還元方針

株主優待制度

株 式 情 報

会 社 概 要

沿　革

会 社 紹 介

3,000ポイント

夢真ホールディングス・プレミアム優待倶楽部

イベリコ豚鍋・しゃぶ
しゃぶ用 1kg

近江牛　サーロイン
ステーキ（250ｇ×2枚）

5,000ポイント10,000 ポイント20,000 ポイント

優待商品の一例をご紹介

詳しくは・・・

夢真ホールディングス・プレミアム優待倶楽部

42.2%

所有者別分布状況

創業者関係

25.10%
個人・その他

17.72%
その他法人

7.22%
金融機関

1.21%
金融商品取引業者

7.83%
外国法人等

‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19

29,930
27,816

30,986
28,148

36,726
株主数の推移

株 主 名 所有株式数（千株） 所有割合(%)

佐 藤  慎 吾1 18,425 23,51
佐 藤 総 合 企 画2 12,944 16,52
Japan Trustee Services Bank

J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY
GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD

The Master Trust Bank of Japan

BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS(E)BD

※発行済株式総数＝78,352,240株

※ポイントの繰越しは１回のみ有効

自己株式数＝89,281株

Trust&Custody Services Bank

3 3,426 4,37
深 井  英 樹4 1,010 1,28

5 776 0,99
佐 藤 　 淑 子

大株主上位10名合計

6 688 0,87
7 602 0,76
8 575 0,73
9 547 0,69
10 441

39,434
0,56
50,28

34,62

112,53

30

27,84

181,77

35

21,76

168,55

35

19,12

160,67

35

48,75

172,61

35

2019年10月1日現在

会 社 名 株式会社夢真ホールディングス（純粋持株会社）

代 表 者 代表取締役社長 佐 藤  大 央

設 　 立 1976年（昭和51年）9月27日

本 社 所 在 地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング22F

資 本 金 8億5百万円

従 業 員 数 連結10,525人 （2019年6月30日現在）

上 場 市 場 東証JASDAQ(証券コード2362)

2003年　9月  株式上場 (東証JASDAQ)
2005年　4月  組織をホールディングス化
　　　　　　  事業継承会社として｢(株)夢真｣を設立
2007年 10月  ｢(株)夢真ホールディングス｣と｢(株)夢真｣
　　　　　　　 が合併

2011年　5月  ｢(株)夢テクノロジー｣を子会社化
2012年　1月  採用サテライト「夢探索カフェ」展開スタート

2014年 10月  グループ稼動技術者数2,000名突破
　　　　11月  本社を東京都丸の内へ移転
2015年　8月  グループ稼働技術者数3,000名突破
2016年 11月  グループ稼働技術者数4,000名突破

2017年　7月  グループ稼働技術者数5,000名突破
　　　　12月  グループ稼働技術者数6,000名突破

2018年   6月  株主優待制度の新設を発表
　　　　  9月  グループ稼働技術者数7,000名突破
　　　　　　  「(株)夢グローバル」設立
　　　　10月  「ネプラス（株）」を完全子会社化
　　　　　　  「P3OPLE4U,inc.」を子会社化

2019年   1月  「(株)夢テクノロジー」を完全子会社化
　　　　  4月  「(株)インフォメーションポート」を子会社化
　　　　　　  「(株)侍」を子会社化
　　　　  5月  グループ稼動技術者数8,000名突破
　　　　  7月  「ガレネット(株)」を子会社化
　　　　10月  純粋持株会社体制へ移行

1976年　9月  ｢(有)佐藤建築設計事務所｣を設立
1985年　4月  施工図作図のため海外ネットワーク形成へ着手
1987年　4月  海外設計事務所に施工図の発注を開始
1991年　3月  建設技術者派遣事業を開始

1株当たり当期純利益 1 株 当 たり純 資 産 1 株 当 たり配 当 金

1 株 当 たり情 報

2014.9 2015.9 2016.9 2017.9 2018.9

1株当り当期純利益

1株当り純資産

1株当り配当金

新潟県産新之助　
5kg×2袋

保有株式数

保有株式数に応じた贈呈優待ポイント数（例）

進呈ポイント数
初 年 度 2年目以降

300株 ～399株

400株 ～499株

600株 ～699株

700株 ～799株

500株 ～599株

800株 ～899株

1,000株 ～1,999株

2,000株 以上

900株 ～999株

国産とろける牛すじカレー
180g×6食
国産とろける牛すじカレー
180g×6食

3,000ポイント

4,000ポイント

5,000ポイント

6,000ポイント

8,000ポイント

10,000ポイント

12,000ポイント

15,000ポイント

20,000ポイント

3,300ポイント

4,400ポイント

5,500ポイント

6,600ポイント

8,800ポイント

11,000ポイント

13,200ポイント

16,500ポイント

22,000ポイント

（人）

（円）

（円） （円） （円）
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