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経営会計情報システムで企業価値向上を支えるBBSグループ

定着化／保守・運用
マネージメントサービス

コンサルティングサービス システム開発

GSX BBS FBS PLMJ

MICS

TEC BTC

BBOEPCS BOK ISSBVC BOS

コンサルティング・システム開発事業

マネージメントサービス（BPO）事業

経営課題に対するソリューションをグループ一体となってワンストップで提供

● プロセス改善
● 決算早期化
● 内部統制
● 連結グループ経営 等

● 経営会計情報システム
● 連結決算
● 管理会計システム
● 業種特化システム 等

● 事務コスト削減
● 事務効率化
● 事務精度向上 等

● 情報セキュリティサービス
● マイナンバー対応 等

コンサル システム開発 BPO セキュリティ分野

74.2%

25.8%

EPCS
株式会社
EPコンサルティングサービス
人事・総務・経理・ITのアウトソーシング
サービスを提供

MICS
株式会社ミックス
医療・福祉機関に対するコンサルティ
ングおよび医療事務のアウトソーシン
グサービスを提供

TEC
株式会社テクノウェアシンク
損害保険会社の保険代理店向けシステ
ムサポートサービスを提供

グローバルセキュリティ
エキスパート株式会社

GSX

  情報セキュリティに関するコンサルティ
ングおよびソリューションを提供

BBS
株式会社ビジネスブレイン
太田昭和
コンサルティングからシステム開発、
定着化までの一貫したサービスを提供

BBO
株式会社BBS
アウトソーシング
業務改革・BPOスペシャリストが継続的に
改革支援を行うHigh Value BPOを提供

PLMJ
株式会社PLMジャパン
製造業に対するPLMソリューション
を提供

FBS
株式会社ファイナンシャル
ブレインシステムズ
証券・金融分野を中心としたシステ
ム開発・ITソリューションを提供

BVCBOK
BUSINESS BRAIN SHOWA-OTA 
VIETNAM CO.,LTD.

株式会社BBS
アウトソーシング熊本

日本語、英語が堪能な優秀な現地スタッフによるBPO
サービス、および日本企業現地法人への業務改革やシス
テム導入支援等のコンサルティングサービスを提供

業務改革・BPOスペシャリストが
継 続 的 に 改 革 支 援 を 行 うHigh 
Value BPOを提供

BTC

ISS

BBS（Thailand）Co.,Ltd．

株式会社アイ・エス・エス

東南アジアの日本企業現地法人へ
の業務改善コンサルティングサー
ビスを提供

人材派遣・人材紹介サービスおよび
データエントリーサービスを提供

BOS
株式会社BBS
アウトソーシングサービス
給与に関するあらゆる業務のトー
タルサポートを提供
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株主の皆様へ

　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社は、2017年3月31日をもちまして、第50期事業年度を終了いたしましたの
で、ここに当期の事業の現況と決算の状況をご報告申し上げます。
　わが国経済の状況は、政府の経済対策等により底堅く推移し、米国景気の堅調な推
移により回復基調の兆しを示してきておりますが、今後世界各地で首長・議会等政権
選択選挙が行われるなど世界的な経済活動において、先行きは不透明な状況にありま
す。
　このような経済環境のもと、当グループにおいては、売上高は前期を上回ったものの、
営業利益、経常利益、当期純利益ともに前期を下回る結果となりました。
　株主の皆様におかれましては、今後も一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

　2017年6月

代表取締役社長

 Toshihiko Ishikawa
石川 俊彦

（百万円）

751

440

第47期

1,022

567

第48期

1,067

632

第49期

経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）営業利益 営業利益率（百万円）
23,016

16,973

第47期 第48期

18,336

第49期

20,540

第50期

817

1,003

5.7%5.9%

第47期 第48期

891

1,045

4.3%

第49期

売上高 営業利益 経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益
230億円
12.1% 増

8億円
8.3% 減

18.2% 減7億円

4億円 20.2% 減

売上高

918

551

第50期

3.6%

第50期
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きまして前期を若干下回る実績となったものの、概ね
一定の水準は確保しております。

　情報セキュリティ分野につきましては、標的型サイ
バー攻撃に対する各種リスクを多くの企業が認識す
る社会環境にあり、引き続き需要は高く、受注・売上に
関して前期を上回る結果となりましたが、規模拡大の
ための人員増加、新規サービス開始に伴う先行投資に
より、前期比で金額は減少したものの利益は確保して
おります。
　ＰＬＭ（Product Lifecycle Management）支援ソ
リューションにつきましては、製造業を中心とした製
品設計の効率化をもたらすソリューションを提供し
ており、従来のＰＬＭパッケージでは実現出来なかっ
た製品管理を可能にしたソリューションである「ＰＬ
Ｍconsole」を中心に案件を獲得しており、受注・売上・
利益いずれも前期を上回る実績を確保しております。

グループの事業別状況
◦コンサルティング・システム開発事業

　会計システムのコンサルティングにつきましては、
会計システム及びその周辺システムの再構築や同領
域に係る業務改善に関して主要顧客を中心に受注を
獲得しておりますが、新サービス領域での立ち上げ
の遅れなどにより、売上は前期を下回る結果となり
ました。なお、前述の要因から先行的コストの発生及
び稼働率低下、一部案件の不調プロジェクトなどに
より、損失を計上しております。

　一方、会計を中心としたシステム開発につきまして、
主要顧客を中心に案件を獲得するなど受注が前期を
上回る結果となり、売上・利益につきましても前期を
大きく上回る実績を確保しております。
　銀行・証券・生損保等の金融業界のシステム開発に
つきましては、主要顧客を中心に情報化投資案件を獲
得も、前期における制度改正に伴う案件が一段落し、
金融業界全般的な情報化投資が低下しており、受注は
前期を下回る結果となりました。なお、売上・利益につ

会計を中心としたシステム開発が好調

依然として需要の高い情報セキュリティ分野

（百万円）

16,251

705
17,078

868

第49期 第50期

売上高

売上高

利益

170億円
5.1% 増

8億円
23.1% 増

利益
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〈サービス内容〉

■ MBB業務テンプレート
工事原価管理テンプレート
調達・購買管理テンプレート

販売管理テンプレート
プロジェクト管理テンプレート

コンサルティング開発

■ 連結経営管理

連結予算管理
連結資金管理（GCM）

プロジェクト会計 統合マスター管理
内部取引管理

連結業績管理
連結会計

連結原価管理

システム開発
■ 業務パッケージ

ACT-Potentia ▶  グループ経営を効率化する新時代の会計ソ
リューション

ACT-NetPro ▶経営管理を効率化する会計ソリューション

ACT/V ▶  企業規模や業種を問わず柔軟に構築できる
会計ソリューション

ACT-POPAI ▶  プロジェクト遂行型ビジネスを、経営目線で
可視化するソリューション

仕訳HUB ▶  会計情報のシステム間連携を統合するデー
タ連携ソリューション

DIVA ▶国内シェアNo.1の連結会計システム

MCFrame ▶製造業向け基幹システムのパッケージ

Qlik View/Sense ▶  ビジネス課題の解決につながるデータディ
スカバリーソリューション

FutureStage（Fit-ONE）▶専門商社向け販売・在庫・会計ソリューション

■ スクラッチ開発
統合開発支援ツール
（MBB）の適用

M-SI開発標準の適用

■ エンジニアリング分野のソリューション
PLMconsole 部品表ソリューション

■ 単体会計

■ 業務プロセス改革支援
間接業務最適化診断

SSC構築支援サービス
プロセスイノベーションサービス

（RPA：ロボットによる業務自動化）

会計基本構想（財務会計）
予算編成効率化支援

海外子会社経理業務改善

会計基本構想（資金管理）

■ 法令対応支援
IFRS導入支援
内部統制支援

マイナンバー対応支援

IFRS財務諸表作成代行支援

電子帳簿保存法対応
（e-文書法）

単体原価計算・単体原価管理
※BCP：ビジネス・コンティニュイティー・プランニング

■ 情報セキュリティ・リスク・マネジメント支援
BCP（事業継続計画） 標的型メール訓練サービス

※PMI：ポスト・マージャー・
　インテグレーション

■ その他の専門サービス
BI/DAコンサルティング

（ビジネス・インテリジェンス）

BI/DAコンサルティング
（データ・アナリティクス）

新規株式公開支援

SCM改革支援
M＆A・事業再編

PMI支援
人事制度構築支援

※GCM：グローバル・キャッシュ・マネジメント

■ PMO支援

システム導入時のユーザー支援
連結経営管理基盤
グランドデザイン

グループ経営情報 システム化計画グランドデザイン支援 プロジェクト・マネジメント・
オフィス支援

■ 証券・金融系システム・ソリューション

■ 医療・福祉関連の経営改善支援、システム開発
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　グローバル・シェアード・サービス事業につきましては、
アジア進出企業向けBPOコンサルティングを中心に事業
展開を行っており、前期に引き続き受注・売上ともに堅調
に推移しております。
　外資系企業を中心とした経理・財務等のアウトソーシン
グ及びITソリューションにつきましては、受注・売上にお
いて堅調な結果となり、利益においても生産性の改善によ
り前期を上回る実績を確保しております。
　人材派遣につきましては、需要が高いものの、派遣ス
タッフの確保に苦戦し、前期をやや下回る実績となり、利
益においても損失を計上しております。
　医療機関等に対する人材派遣・事務請負につきまして
は、医療関連コンサル及び人材派遣案件の増加により、受
注・売上ともに前期を上回る実績を確保しております。利
益においては、人件費の増加により前期に比べて減少して
いるものの、利益は確保できております。
　損害保険会社の保険代理店向けシステムサポートサー
ビス事業につきましては、当社グループのシナジー効果を
一層強め、受注は着実に増えております。売上・利益につい
ては、顧客の業績悪化の影響から売上単価の抑制、来期以
降の受注拡大に向けて採用活動を積極的に行ったことも
あり、前期比で下回っております。

　BBSグループのBPOサービスは“フルライナップBPO
（幅広い対象業務）”並びに“High Value BPO（組織横断
的なコスト削減に向けたコンサルティング、専門性の高い
業務運用）”に特長があります。
　総務人事業務領域については、自社・他社システムを活
用した給与計算・社会保険関連業務を中心に順調に推移
しております。給与計算業務だけでなく、幅広い総務人事
業務のアウトソーシング事業も急速に拡大しております。
　経理財務業務領域については、大手一部上場企業を中
心にビジネス拡大しており、売上・利益とも前期を大きく
上回る実績を確保しました。一部上場企業の決算・税務業
務等の専門性の高いサービスも提供しています。同時にア
ジアBPOセンターの活用も推進しており、英語・タイ語・ベ
トナム語・中国語等の多言語対応も可能となっております。
　ヘルプデスク業務領域については、損害保険会社の保
険代理店向けシステムサポートサービス事業も堅実に推
移しておりますが、財務経理・総務人事関連業務について
も、高い業務知識に基づくコールセンターサービスを展開
しております。
　なお、ビジネス拡大に伴い、人材の確保が肝要なことに
加え、人件費等が増加傾向にあるため、効率的な事業運営
が今後の鍵となっております。

グループの事業別状況
◦マネージメントサービス（BPO）事業

マネージメントサービス（BPO）事業の拡大（百万円）

4,289

190

5,938

△57

売上高

59億円
38.4% 増

5千万円
前年は利益1億円

利益

第49期

損失

第50期

売上高

  マネージメントサービス（BPO）

▪ 人事給与・総務業務（社会保険関連業務を含む）
▪ 経理財務業務（税務関連業務を含む）
▪ 国内企業の海外拠点向けBPO（多言語対応可能）
▪ 外資系企業の国内拠点向けBPO（多言語対応可能）
▪ システムヘルプデスク／コールセンター
▪ 人材派遣、データエントリー
▪ 医療福祉機関の運営支援、医療事務代行
▪ 情報システムアウトソーシング
▪ データセンターの運営管理支援

〈サービス内容〉
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連結経営の概況
連結貸借対照表の要旨 （百万円）

連結損益計算書の要旨 （百万円） 連結キャッシュ・フロー計算書の概要  （百万円）

　株主の皆様への利益還元を
重要な経営課題の一つと考え
ており、安定的な利益配当を基
本に、利益還元と財務体質強
化のための内部留保を総合的
に勘案して実施しております。

配当金について

第47期 第48期

13,248

7,231

10,660

5,550

11,693

6,379

第49期

12,642

6,998

第50期
（2017年3月期）

総資産 純資産

一株当たり年間配当金
配当性向

28.0円 30.0円

15.0円

35.0円

14.0円 15.0円

32.6%

37.9%
14.0円

17.5円

17.5円
27.0%

第49期 第50期 第51期
（予想）

総資産・純資産の推移 （百万円）

4,404

202

売上高

20,540

売上高

23,016

親会社株主に
帰属する
当期純利益
440

経常利益
751817

145

営業利益 経常利益 756

法人税、住民税及び
事業税　387
法人税等調整額　△109

38

891 918

551

営業外収益
5

特別利益

現金及び
現金同等物
の期首残高

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び
現金同等物
の増減額

現金及び
現金同等物
に係る
換算差額

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

3,760

現金及び
現金同等物
の期末残高

△644

△419 －

△427

親会社株主に
帰属する
当期純利益

営業利益 税金等調整前当期純利益

非支配株主に
帰属する
当期純利益

211
営業外費用

－
特別損失

当　期
2016年4月 1 日から
2017年3月31日まで

前　期
2015年4月 1 日から
2016年3月31日まで

当　期
2016年4月 1 日から
2017年3月31日まで

資産合計
13,248

流動資産
9,445

固定資産
3,803

有形固定資産
245

無形固定資産
433

投資その他の資産
2,481

資産合計
12,642

無形固定資産
525

有形固定資産
359

投資その他の資産
2,919

負債純資産合計
13,248

純資産
7,231

株主資本
6,654

非支配株主持分
407

その他の包括
利益累計額

△63

株主資本
6,985

その他の包括
利益累計額
△24

非支配株主持分
270

流動負債
3,349

固定負債
2,294

負債純資産合計
12,642 流動負債

3,822

固定負債
2,1956,017

負債

流動資産
9,482

固定資産
3,159

負債
5,644

純資産
6,998

前　期
2016年3月31日現在

当　期
2017年3月31日現在

前　期
2016年3月31日現在

当　期
2017年3月31日現在
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熊本ＢＰＯセンター　ＢＰＯモデル 熊本県産業支援サービス業等立地促進補助金制度および熊本市
企業立地促進条例に基づく補助金制度を活用して開設

BBSの
目指す
BPO

①日本モデル  ②正社員モデル
③地域の税理士・社会保険労務
士との連携や専門家の輩出

社会的価値 通常の
BPO

BBSグループの成長戦略

▶▶日本企業のグローバル競争力向上を支援

▶▶BPOの品質ならびに社会貢献を軸としたサービスを提供

中長期的な経営戦略を遂行し、経営目標を達成するために、次の施策を実行してまいります。
①グループ経営基盤の強化
　  グループ連携による事業最適化の推進、各社得意分野・成長分野への集約を図ると共に、「人財力（ぢから）アッ

プ」により企業体質の強化を図ってまいります。
②事業ポートフォリオ改革の推進
　  事業の安定化・高付加価値化に向けた取り組みを加速させてまいります。
③重点事業の拡大
　  重点成長分野の体制強化を図り、事業を拡大させてまいります。
④経営体力の強化
　  革新的な生産性向上や総原価低減による競争力強化への取り組みを継続させてまいります。
⑤公正・適切な企業活動を通じた社会貢献

対処すべき課題

High Value BPO事業の拡大

人材提供

外部委託

企　業 ＢＢＳグループ

機能強化領域
公認会計士
社会保険労務士

コア業務

Ｈｉｇｈ Ｖａｌｕｅ ＢＰＯ

通常のＢＰＯ

約５０年に亘る
コンサルティング実績と
ＢＰＯのノウハウ

定型業務の運用を支援
コスト削減領域
（委託化）

豊富な専門家 豊富な実績
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外部データ

・市場調査データ
・官公庁DB
・マーケティングDB

・各種トランザクション
  データ

内部データ

的確な意思決定の支援

仮説検証型サイクル総計解析手法、ＯＲ手法
AI（機械学習）

精度の高い要因探査・予測・最適化等精度の高い要因探査・予測・最適化等

課題に対する仮説

　BA＋AIコンサルティング

▶▶RPA（Robotic Process Automation）の導入
主に管理業務、間接業務の効率化・自動化の新たな取組み。
これまでのERP、ワークフロー等の取り組みに対し、補完的な手段として、個別業務の効率化・自動化を実現。

▶▶生産性の向上と業務の高度化、働き方改革
RPAの導入により、特に定型業務の効率・品質・コストを大幅に改善する手段として期待されている。
これによりスタッフは定型作業の負荷が軽減され、分析業務・判断業務等のより高度な作業に取り組むことが可能。
また、事業の拡大、業容の複雑化による業務量の増加に対しても、要員増を伴わない対応が可能。

▶▶RPA導入支援活動
RPA適用業務の診断、RPAツールの選定・導入、トライアルの実施により、短期間での立ち上げ（ロケットスタート）
を行う。
専門のコンサルタントにより、業種・業務別テンプレートの開発、ERPとRPAを組み合わせたソリューションを提供
し、個別作業の自動化から、更に一連のプロセスの効率化・自動化の範囲を拡大する。
※積極的にRPA業務を展開するため「RPAテクノロジーズ株式会社」と業務提携を行いました。

新規事業への取り組み

人財力の強化

グローバル事業
の拡大展開 ◦ハイスキルなコンサルタントの育成

◦グローバル事業に対応できる人材の確保
◦外国人の採用への取り組み業務の拡大

◦AI・アナリティクス研究所

◦ロボティクス

　これまで行ってきたデータ分析分野のコンサルティングの更なるレベルアップを図るため、AI（人工知能）およびビ
ジネスアナリティクスを研究テーマとした『AI・アナリティクス研究所』を設立。
　不正検知、IoTによる故障検知、金融リスク分析、AIのロボティクスへの応用等の研究を通じて、BBSグループ企業と
のビジネスシナジーも創出する。
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　　▶▶会計システム研究所　　　　：BBSの提唱する経営会計情報システムの研究
　　▶▶原価システム研究所　　　　：製造業の管理会計を支える原価計算・原価管理システムの研究
　　▶▶連結経営管理システム研究所：グローバル経営を支える連結経営管理システムの研究
　　▶▶AI・アナリティクス研究所　 ：データ活用の高度化を目指すAI・DA（Data Analytics）システムの研究

トピックス

◦BBSグループ 更なるビジネス拡大へ

◦主要なコンサルティング領域毎の研究所の設立による、業務とシステムのノウハウの蓄積
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2016年4月　
㈱BBSアウトソーシング熊本に本社機能を一部移転

2017年2月　
グローバルセキュリティエキスパート㈱を完全子会社化

2017年2月　
㈱BBSアウトソーシングサービスが日比谷に移転

2017年8月　
㈱ビジネスブレイン太田昭和　創立50周年

グループ全体で顧客企業の利益創出と価値向上に貢献し続ける

2016年6月　ベトナムに現地法人設立
（BUSINESS BRAIN SHOWA－OTA VIETNAM CO.,LTD.）



◦CSR活動の推進

◦広報・出版物
▪ BBS Group News

BBSグループの提唱・推進する新経営
改革の手法の特集や実際の導入・運営
事例をお客様の声もまじえてご紹介い
たします。
お客様の新経営戦略立案、会計システム
の再構築に役立つセミナー等の告知情
報や報告レポートも掲載しております。

本誌は印刷物ですが、バックナンバーをPDFでご用意しております。是
非、お役立て下さい。

▪ 出版書籍
BBSがお勧めする書籍・出版物
をBBSのコンサルタントによる
執筆・監修の出版物を中心に
ホームページにてご紹介してお
ります。激変する市場で勝ち抜
くための新経営戦略立案のご
参考になれば幸いです。

ビジネスブレイン太田昭和　書籍 検　索
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　　▶▶NPO法人日本障害者スキー連盟を支援
支援内容 障害者クロスカントリースキー日本チームのチームスポンサーとしてその活動を支援

　2017IPCノルディックスキーワールドカップ札幌大会も協賛。

　　▶▶日本バレーボール協会「Ｖ・明日夢（みらい）プロジェクト」を協賛

　　▶▶「日タイキッズラグビー交流会」を協賛

活動内容

活動内容

BBS協賛バレーボール教室の定期開催

日本とタイの子供たちによるラグビー交流試合と懇親会開催

※Ｖ・明日夢（みらい）プロジェクト
　Ｖリーグ機構が中心となって全国のＶリーガーOB／OGでの組織をつくり、トップ
レベルで培った技術や経験をバレーボール教室などで全国各地に広め、バレーボール
界を盛り上げていくというものです。

※日タイキッズラグビー交流会
　日本とタイの子供たちに、ラグビーを通じて両国の文化や生活環境を知ってもらう
ための国際交流です。

JVL承認VLAP-2016-155



社 名 株式会社ビジネスブレイン太田昭和
英 文 名 Business Brain Showa・ota Inc.
本 社 東京都港区西新橋1－2－9

（日比谷セントラルビル21F）
設 立 1967年（昭和42年）8月
資 本 金 22億3,349万円
事 業 所 大　阪

大阪市北区角田町8－1
（梅田阪急ビルオフィスタワー36F）
名古屋
名古屋市中区錦1－5－13

（オリックス名古屋錦ビル10F）
浜　松
浜松市中区田町324－3（EPO浜松ビル7F）
アウトソーシングサービス事業部
浜松市中区佐鳴台5－15－1
シンガポール
80 Robinson Road #10－1A, Singapore 068898

http://www.bbs.co.jp/

トップページの上部にある、「IR情報」をク
リックします。

http://www.bbs.co.jp/ir/index.html

IR情報のトップページにIRメニューが表示され
ます。メニューより必要な情報項目をクリックし
てご覧下さい。

（2017年3月31日現在）

株主の皆様向けWebページのご案内

株式の状況

株式のご案内

会社概要
発行する株式の総数 35,600,000株
発行済株式総数 8,000,000株
株 主 数 10,277名

所有者別株式分布
（  ）内は株主数

事業会社・その他法人
17.98%

1,438,709株
（91名）

証券会社 1.97%
157,834株
（28名）

金融機関 12.97%
1,036,750株

（23名）

外国人 0.87%
69,702株
（25名）

自己名義株式
23.15%

1,851,939株
（1名）

個人・その他
43.06%
3,445,066株
（10,109名）

事 業 年 度 4月1日～翌年3月31日
定 時 株 主 総 会 6月
基 準 日 3月31日

（そのほか臨時に必要あるときはあらかじめ公告いたします）
剰余金の
配 当 の 基 準 日

3月31日
（中間配当を行う場合 9月30日）

上場証券取引所 東京証券取引所
株主名簿管理人
特別口座の口座
管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

　 同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都江東区東砂七丁目10番11号（〒137-8081）
TEL 0120-232-711（通話料無料）

（ご注意）
1.   株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他の各種お手続きにつき

ましては、原則として、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で
承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問合
せ下さい。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんの
でご注意下さい。

2.   特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ
信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機
関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せ下さい。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支
店にてもお取次ぎいたします。

3.   未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたし
ます。


