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◆上期業績は大幅な増益を達成 

2019 年 3 月期上期業績は、売上高が 115 億 13 百万円（前年同期比 1.7％増）となった。9 期連続での増収に向

け、好調に推移している。売上総利益率は、前年同期から 2.0 ポイント改善し、21.2％となった。売上増加に伴う人

材採用・教育のコスト増で、販管費は前年同期に比べ 1 億 9 百万円増加したが、営業利益は 7 億 29 百万円（同

26.9％増）、経常利益は 7億 40百万円（同 38.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は 4億 61百万円（同

20.0％増）となった。営業利益に関しては、2017 年 3 月期に中期的な成長に向けた人員の確保および先行投資を

実施したため減益であったが、その効果で前期は増益、今期も増益を予想している。また、受注高は堅調に推移

し、受注残も積み上がっている。 

コンサルティング・システム開発事業は、売上高 83 億 12 百万円（前年同期比 1％減）、セグメント利益 5 億 51

百万円（同 31％増）となった。生産性向上のほか、コンサルティングなど上流のフェーズのプロジェクトが多かった

ことから利益率が向上した。会計システムコンサルティングおよびシステム開発は、売上高が前年同期比 53 百万

円減、セグメント利益は 46 百万円増となった。前年同期に不採算プロジェクトが発生した影響もあり微減収となっ

たが、利益率は改善した。金融業界向けシステム開発は、売上高がほぼ前年同期並みの 6 百万円減、セグメント

利益が 35百万円増となった。情報セキュリティコンサルティングは、売上高が前年同期比 43百万円増、セグメント

利益が 43 百万円増と、堅調に推移している。セグメント利益額はマイナス 63 百万円だが、赤字幅が大きく圧縮さ

れている上、下期偏重型の収益傾向があるため、今後、挽回できる。PLM 支援ソリューションは、売上高が前年同

期比 39 百万円増、セグメント利益が 15 百万円増で、堅調に推移した。 

マネージメントサービス（BPO）事業は、売上高が 33 億 76 百万円（前年同期比 8％増）、セグメント利益が 1 億

75 百万円（同 13％増）となった。BPO の業務については、浜松・新潟・熊本に有する BPO センターで行っている。

人事給与関連アウトソーシングは、売上高が前年同期比 29百万円減、セグメント利益は 29百万円増であった。グ

ローバル企業向けアウトソーシングは、昨年の大型案件受注により、売上高が 2 億 54 百万円増となったが、当該

案件のための人員の採用コストや、品質向上を期した先行投資により、セグメント利益は 41 百万円減となった。外

資企業向けアウトソーシングは、売上高が 51 百万円増、セグメント利益が 5 百万円増であった。客先に出向いて

行うオンサイト BPO は、売上高 1 億 23 百万円増、セグメント利益 38 百万円増と堅調に推移した。 

 

◆財務内容も安定 

貸借対照表では、現金および預金が 57 億 9 百万円まで積み上がった。事業の運転資金を月平均売上高 2 カ

月分プラスアルファと考えた場合、通期業績予想を基に算出すると、必要な運転資金は 40 億円強となる。現状で、

10 億円程度を投資に回すことが可能であり、今後の戦略を基に活用方法を検討したい。また、現在、借入金等の

有利子負債はなく、自己資本比率は 55.6％である。 

営業活動によるキャッシュフローは、受注損失引当金の減少や納税額の増加等により3億16百万円（前年同期
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比 8 億 66 百万円減）となった。投資活動によるキャッシュフローは、固定資産の取得によりマイナス 1 億 23 百万

円（同 1 億 40 百万円減）であった。財務活動によるキャッシュフローは、配当金の支払いを主な要因とし、マイナス

1 億 13 百万円（同 47 百万円増）となっている。以上の結果、現金等の上期末残高は 53 億 9 百万円（同 5 億 9 百

万円増）となった。これに定期預金 4 億円を加算した額が、貸借対照表上の現預金となっている。 

 

◆専門家集団が顧客を支援 

重点戦略として、コンサルティング事業の強化とマネージメントサービス（BPO）事業の拡大に取り組んでいる。 

コンサルティング事業では、コンサルティングと SI（システム・インテグレーション）を組み合わせたコンサル一体

型 SI のビジネスモデルで他社との差別化を図っている。単に顧客から依頼されたシステムを作るだけではなく、受

注の際に、専門知識・技術集団が問題を認識し、解決策を提案した上で、システム開発や業務改善により解決を

具体化し、その定着化を支援する。当社が特に得意とするのは会計分野であり、システムの分かる会計士と会計

の分かる SE の総合力により、経営会計情報システムでナンバーワンを目指している。コンサルティングの機能を

強化し、BPO とセットにしたサービス「High Value BPO」では、専門的能力と実務経験の豊富なコンサルタントが顧

客の業務を分析し、機能強化すべきコア業務とコスト削減できるノンコア業務に分解する。ノンコア業務に関しては、

生産性を向上させるべく業務プロセスを改善の上、当社へのアウトソーシングにつなげている。また、決算や税務

といった専門性の高い業務の代行、あるいはCFOの派遣といったサービスも提供する。例として、大手自動車メー

カーのケースでは、経営意思決定の支援をしている。従来の経営情報システムは情報提供側の観点で作られて

おり、利用する側の経営判断には活用しにくいものであった。当社では、コンサルティングとシステム構築の経験、

顧客の立場に立った支援体制で、経営意思決定を支援する新しい経営情報システムを構築した。 

マネージメントサービス（BPO）事業は、事業環境に大きく影響されることなく、安定的に収益を得られるビジネス

である。今期は通期の売上高 71 億 80 百万円を予想しており、2015 年 3 月期から 4 年で 2 倍超の規模となった。

現在、売上高全体に占める構成比は約28％であるが、これを30％以上に高めることが目標である。取り組みの例

として、大手住宅販売会社のケースでは、2012 年から同社の業務改革推進プロジェクトに参画し、財務経理業務

の効率化を支援している。2014 年以降は、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）システムを活用しながら、

月 400時間の業務量を削減するなど、大幅なコスト削減に貢献した。このRPAシステムについては、他社からも引

き合いが増加している。また、定型業務だけではなく、会計や財務といった専門性の高い業務への BPO 需要が拡

大している。当社には公認会計士・社会保険労務士・税理士・システム監査技術者・プロジェクトマネージャなどの

専門能力を有するコンサルタントが多数在籍しており、高いコンサルティング力による支援が可能である。これを

基に High Value BPO を展開し、更なる拡大を推進する。 

通期の業績見込みは、売上高 240 億円、営業利益 12 億円、経常利益 12 億円、親会社株主に帰属する当期純

利益が 7 億 40 百万円としている。8 月に上期業績における利益の予想の上方修正を行った際、通期業績予想に

ついては据え置いた。現時点においても変更していないが、今後の経済環境の変化、あるいは当社の受注状況

やプロジェクトの状況等から、修正が必要であると判断した場合には速やかに公表する。 

配当に関しては、安定配当を基本方針としているが、業績拡大に伴い、8 期連続で増配を実施している。今期は

上期末に 1 株当たり 20 円、期末に 20 円、計 40 円を予定している。 

 

◆トピックス紹介 

グループ会社のファイナンシャルブレインシステムズは、金融機関向けのシステム開発を行っている。証券会社

向けに、営業・本店管理・各種レポ―ティングまでワンストップで支援するファンドラップシステムを開発した。引き

合いも多く、すでに 3 社への導入が決定した。 

グローバルセキュリティエキスパートでは、日本の情報セキュリティレベルの向上に教育視点から貢献すること
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を目指す。例として、IT 技術者を対象に、ホワイトハッカーを育成するプログラム「EC-Council」を提供し、情報セキ

ュリティ人材の育成に取り組んでいる。また、バイリンガルの IT エンジニアが多数在籍する EP コンサルティングサ

ービスと連携して、東南アジアを中心とした海外展開の計画を進めている。 

9 月に、決済サービス関連のコンサルティング・導入・BPO を行う日本ペイメント・テクノロジーと業務提携した。

政府もキャッシュレス化の推進を図るなか、今後、両社の経営資源・ノウハウ・事業基盤を相互に強化・補完する

体制を構築し、BPO 事業での業務提携を進めていく。 

当社グループでは、毎年 11 月に BBS グループフォーラムを開催している。今年は 11 月 12 日に、第 10 回とな

るフォーラム「変革の潮流」を開催した。基調講演・特別講演・顧客による講演等のプログラムで、350 名ほどの参

加者があった。そのほか、毎月のセミナー開催に加え、さまざまなイベントにも参加している。11月 22日には「RPA 

DIGITAL WORLD 2018」に出展し、サービス事例の紹介等を行う予定である。 

CSR 活動の推進として、日本障害者スキー連盟を支援している。また、日本バレーボール協会の「V・明日夢

（みらい）プロジェクト」による子どもバレーボール教室の定期開催を協賛、日本とタイの「日タイキッズラグビー交

流会」を協賛している。 

 

 

◆質 疑 応 答◆ 
 
上期に収益が大きく改善したなか、通期予想を据え置いているが、下期に何か懸念材料あるいはリスクがある

のか。 

現状で大きな懸念材料はない。BPO 事業の大口顧客の解約あるいはトラブルプロジェクトなども想定していな

い。 

 
今後ビジネスを展開していく上で、何かネックになることはあるか。 

人手不足の状況は継続しており、好調な受注を消化する人員が足りていない。中途採用を進めているほか、外

部パートナーの活用で対応している。 

 
 

（2018 年 11 月 19 日・東京） 

＊当日の説明会資料は以下の HP アドレスから見ることができます。 

http://www.bbs.co.jp/files/785849c44012d7649ef199273378b7401.pdf 
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