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◆会社概要  

当社の設立は 1967年 8月 26日で、本年 50周年を迎える。当社は大きく分けてコンサルティングサービス・シス

テム開発事業とマネジメントサービス（BPO）事業の 2 つの事業を行っている。コンサルティングサービス・システム

開発事業は、当社 BBS、ファイナンシャルブレインシステムズ（FBS）、グローバルセキュリティエキスパート（GSX）、

PLM ジャパン（PLMJ）、BBS（Thailand）CO.,LTD.（BTC）の 5 社で展開している。マネジメントサービス事業（BPO）

は、当社 BBS、EP コンサルティングサービス（EPCS）、BBS アウトソーシング（BBO）、BBS アウトソーシング熊本

（BOK）、BUSINESS BRAIN SHOWA-OTA VIETNAM CO.,LTD.（BVC）、BBS アウトソーシングサービス（BOS）、ミッ

クス（MICS）、テクノウェアシンク（TEC）、アイ・エス・エス（ISS）、の 9 社で展開している。 

当社のビジネスモデルの特徴は、コンサル一体型の SI モデルと High Value BPO にある。コンサル一体型 SI モ

デルは、システム開発の前に顧客とともに課題を認識し、解決案を提案する。それに基づき、システムや業務改善

など解決策を具体化し、システム開発につなげていく。開発が終わればそれで終了ではなく、当初のコンサルティ

ングで提案した目標が実現できるまで、顧客とともに定着化の作業を行う。システムや業務改善の定着化を行う中

で次の課題が抽出され、その課題解決に向けてのコンサルティング・システム開発・定着化のサイクルを回して行

く。 

当社が得意としているのは、広い意味での会計分野である。システムの分かる公認会計士と会計の分かる SE

が一体となり、顧客とともにプロジェクトマネジメント力を発揮しながら、経営会計情報システムの領域で№1を目指

している。 

BPO 事業では High Value BPO を展開している。これは単に単純作業を代行するということではなく、コンサルテ

ィングと代行業務を組み合わせたサービスである。専門的能力と実務経験豊富なコンサルタントが、お客様の業

務を分析し、コア業務とノンコア業務に分解し、コア業務に関する支援を行うとともに、ノンコア業務について生産

性を向上させるように業務プロセスを改善し、アウトソーシング化させる。昨年来、熊本 BPO センターに当社機能

の一部を移し、熊本における BPO を拡大。熊本地域の活性にも役立つよう、事業を展開している。 

コンサル・システム開発・BPO が一体となってワンストップで顧客の経営課題に対するソリューションを提供し、

顧客の企業価値を向上させることが BBS グループの価値となっている。 

 

◆2017 年 3 月期決算概要 

当期は、全体では増収減益の結果となった。受注および売上は、コア事業の会計システムにかかわるコンサル

ティング・システム開発が大きく伸びたことと、昨年 2月に買収した人事給与BPO事業会社（BOS）の売上が貢献し

たことにより増加した。営業利益は、前年度を若干下回った。主な要因は、中長期的な視点による投資コストが発

生したこと、売上増加に伴う外注委託費増、人材採用コスト、人材育成や投資の増加、BOS の赤字などである。 

連結売上高は 230 億 16 百万円、営業利益は 8 億 17 百万円で、期初発表予想値より約 18 ポイント下回った。
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受注・売上は堅調に推移し、成長のための投資を活性化 
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当期純利益は 4 億 40 百万円で、約 29 ポイント下回った。受注高は堅調に推移しており、2017 年 3 月期は 244 億

34 百万円と、前期より 40 億円以上増加した。 

連結売上高は 7 期連続増収で、事業が拡大している。連結経常利益に関してはここ 2 年減益の形になっている

が、これは売上急増による費用増、中長期的な視点でのさまざまな先行投資を行っていることなどが主な要因で

ある。 

セグメント別損益は、売上はコンサルティング・システム開発事業、BPO 事業ともに増収となった。利益に関して

は、コンサルティング・システム開発事業は増加しているが、BPO 事業については 57 百万円の赤字となった。 

グループ会社各社の業績は、増収減収様々であるが、BBSの売上・利益が堅調に推移したことが業績に与える

影響が大きかった。FBS については、さまざまな法改正に伴う特需的な案件が収束したことにより減収減益となっ

た。 

BPO 事業が減益となった主な理由は BOS によるもので、2016 年 3 月期は 1 億 21 百万円の経常利益を計上し

たが、当期は 1 億 53 百万円の赤字となった。理由は、買収以前より従業員数 1 万数千名の企業の BPO 事業を

受託し、システム開発案件を行っていたが、その部分に想定以上のコストがかかり、赤字の要因となった。また、

中期的な成長を目指してソフトウエアのバージョンアップ、データセンターの移転、本社の移転等のコストが発生し

たためだ。2018 年 3 月期は黒字の見通しだ。 

バランスシートについては、現預金が 51 億円から 41 億円に減少した。売上が増加し、売掛金が増加したこと、

固定資産や投資、その他先行投資費用の増加が主な要因である。負債・純資産の状況は、2013 年に自己株式を

大量に取得したことから自己資本比率が 50％を下回ったが、その後毎期利益を積み重ね、2017 年 3 月期には

52.5％まで回復している。 

キャッシュフローの状況は、投資活動によるキャッシュフローと財務活動によるキャッシュフローがそれぞれ約 4

億円の支出。その結果、期末の現預金が 6 億 40 百万円減少している。投資活動は、ソフトウエアの開発関係が 2

億円。内訳は新規会計ソリューションACT-Vの開発に50百万円。給与計算統合ソフトウエア「Bulas」のリニューア

ルに 1 億 4 百万円等である。有形固定資産取得による支出は 1 億 84 百万円。これは昨年夏、業務拡大により浜

松事業所を移転拡張、および本社事務所を拡張。BOS は、グループ会社とのシナジーを考慮し、池袋から日比谷

本社に集約した。 

財務活動は、子会社ＧSX の株式取得に 1 億 74 百万円。シグマクシス社と合弁事業で当社が 51％保有してい

たが、先方の 49％を全部買戻し、当社の完全子会社の形にした。そのほか配当金、借入金の返済等で資金を活

用したが、積極的な投資活動による中期的な成長を考えた支出とご理解いただきたい。 

 

◆今後の取り組み 

当社のコア事業である経営会計分野のコンサルティング・システム開発事業については引き続き受注が堅調に

伸びているが、顧客のニーズはグローバル化、連結経営管理、連結原価、IFRS（国際会計基準）導入等年々高度

化している。当社では連結経営管理研究所を設け、さまざまな先進事例を研究しながら顧客にベストな提案がで

きるようノウハウの集約化をはかっている。 

さらに、AI・アナリティクス研究所を設置。AI あるいはビッグデータの分析等は近年重要なテーマとなっており、

当社でも事業における AI やデータ分析等の活用等研究活動を進めている。 

ロボティクスは、ソフトウエアロボットを使ったプロセス改善、プロセスのオートメーション化等が最近のビジネス

ではテーマになっている。当社ではRPA（Robotic Process Automation）をコンサルティングあるいはBPO事業に活

用した新規ビジネスの取り組みを開始した。 

セキュリティビジネスも拡大しており、情報流出問題、マイナンバー制度の導入、身代金要求ウイルスのランサ

ムウエアなどサイバー攻撃への対応が経営課題になっている。当社では子会社の GSX が担当し、従来のコンサ
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ルティングサービスだけではなく、セキュリティ製品の提供や教育サービス等を含めて提供し、この事業を展開して

いる。 

BPO事業の拡大に関しては、経営の安定化をはかるため、BPO事業の売上構成比率 30％程度を目標としてい

る。2016 年 3 月期は 21％、2017 年 3 月期は 26％、M&A を含め、今後さらに拡大していきたい。 

従来 BPO センターは静岡県浜松市のみであったが、2014 年以来、熊本、新潟、さらに昨年はベトナムへと拡大

している。BPO のサービスエリアは日本国内だけでなく、全世界を対象にグローバルに展開している。 

2018 年 3 月期の業績予想は、売上高 232 億円、営業利益 10 億円、経常利益 10 億円、当期純利益 6 億円で、

増収増益を見込んでいる。 

1 株当たりの配当金は、安定配当の基本方針のもと、2018 年 3 月期は 50 周年の記念配当 5 円を加えた 35 円

を予定している。 

 

◆トピックス 

ロボティクスの業務を具体的に推進するため、2017 年 4 月に RPA テクノロジーズ（株）と業務提携を開始した。

保有するRPA技術を当社のBPO事業あるいはコンサルティング事業に生かしながら、新規ビジネスモデルを開発

し、顧客に提供していく。 

さらに引き続き社会貢献活動を継続し、NPO 法人日本障害者スキー連盟への支援、日本バレーボール協会「V

明日夢（みらい）プロジェクト」、「日タイキッズラグビー交流会」等の協賛を行っていく。 

8 月には 50 周年を迎え、今後の 50 年もこれまで同様着実な成長を目指し、グループ全体で顧客の利益増加に

貢献していきたい。 

 

 

（平成 29 年 5 月 22 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/df11bf29fa8bd0bb90a4dcf710f37191.pdf 
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