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イベント概要 

 

[企業名]  株式会社ビジネスブレイン太田昭和 

 

[イベント種類] 決算説明会 

 

[イベント名]  2019年 3月期決算説明会 

 

[決算期]  2018年度 通期  

 

[日程]   2019年 5月 17日  

 

[ページ数]  35 

  

[時間]   13:30 – 14:02 

（合計：32 分、登壇：32分、質疑応答：0分） 

 

[開催場所]  103-0026 東京都中央区日本橋兜町 3-3 兜町平和ビル 3階  

第 3セミナールーム （日本証券アナリスト協会主催） 

 

[会場面積]  145㎡ 

 

[出席人数]  30名 

 

[登壇者]  3名 

代表取締役専務執行役員 管理本部長 

   野﨑 正幸 （以下、野﨑） 

執行役員管理本部副本部長 兼 経理部長 

上原 仁 （以下、上原） 

管理本部経営企画部長  

岡田 幸憲 （以下、岡田）  
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登壇 

 

司会：定刻となりましたので、ただいまより株式会社ビジネスブレイン太田昭和様の 2019年 3月

期決算説明会を開催いたします。 

まず最初に会社からお迎えしている 3名の方をご紹介申し上げます。代表取締役専務執行役員管理

本部長、野﨑正幸様。 

野﨑：野﨑でございます。よろしくお願いいたします。  

司会：執行役員管理本部副本部長兼経理部長、上原仁様。 

上原：上原でございます。よろしくお願いいたします。 

司会：管理本部経営企画部長、岡田幸憲様。 

岡田：岡田でございます。よろしくお願いいたします。 

司会：本日は野﨑様からご説明をいただくことになっておりますが、ご説明が終わりましたら質疑

応答の時間を設けていただきます。 

それでは野﨑様、よろしくお願いいたします。 

野﨑：皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、弊社の決算説明会にご参加いただきましてまことに

ありがとうございます。ただいまご紹介いただきました管理本部担当取締役の野﨑でございます。 

今日は私からご説明させていただきたいと思います。お手元に前に映す資料と同じものをお配りし

ておりますので、後ろのほうで見えない方は資料のほうをご覧いただきたいと思います。 

本日のご説明になりますが、まず 2019年 3月期決算状況についてご説明させていただきます。続

いて、現在取り組んでいる重点戦略、そして、今年度の業績予想についてご説明させていただきま

す。最後にトピックスについてご紹介させていただきます。 

それではまず、2019年 3月期の決算の状況ということでご説明したいと思います。 
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まずは損益の状況でございます。ご覧のとおり、増収増益となりました。売上高は 248 億 1千 9百

万円で、前期比 5.6％の増収となりました。業績予想値に対しても若干上回る形で着地することが

できました。 

売上総利益は前期に比べて 2ポイントほど改善いたしました。その主な要因として販売価額の改

善、利益率の高いコンサルフェーズの仕事の増加、あるいは生産性や稼働率が改善したということ

で利益率がアップしていることがあげられます。 

また、販管費が前期と比べて 2億円ほど増えておりますが、これは主に規模拡大に伴いまして人件

費、人財採用、あるいは人財開発等のコストが増加したという形になっております。 

その結果、営業利益は 17億 2千 3百万円、経常利益 16億 5千 3百万円、親会社株主に帰属する当

期純利益は 9億 9千 4百万円となりました。利益に関しましては大幅な増益となりました。 
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次に受注の状況でございます。ご覧のとおり受注高は堅調に推移しております。その結果、受注残

に関しましても前期と比べまして 12億円ほど増加しております。 
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次に売上高になりますが、ご覧のとおりに 9期連続で増収、事業規模を拡大してきております。 

また、後ほどご説明させていただきますが、2020 年 3月期におきましても増収の計画を立ててお

ります。 

営業利益については 2016年 3月期、それから 2017年 3月期と減益となりましたが、これは成長の

ための要員確保、先行投資コスト、またそのころ買収した会社があり、その買収した会社の PMI関

連のコストが発生したためでございます。 

ただ、そのコストの効果が 18年 3月期、それから 19年 3月期に出てきており、2期連続の増益と

なりました。 
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ここで損益の内訳となるセグメント別の損益についてご説明させていただきたいと思います。弊社

の事業は大きく二つのセグメントに分けております。コンサルティング・システム開発事業と、マ

ネージメントサービス（BPO）事業の二つになります。 

まず、コンサルティング・システム開発事業でございます。4.5％の増収となりました。また、利

益率も向上しておりまして、その結果、大幅な増益となりました。 

主な要因としましては販売価額の改善、それから生産性向上によってプロジェクト利益率が大きく

改善したこととなります。 

18年 3月期は少し不調プロジェクトが発生しましたが、2019 年 3月期に関しましてはそのような

ものが発生しなかったことも大きな要因になります。 

BPO事業に関しましても 8％の増収、14％の増益で堅調に推移をしております。 

また、後ほど重点戦略のところでご説明させていただきますが、BPO事業の拡大を図っているため

人件費や人財採用費が増大しているのですが、一方で規模が大きくなってきますと規模の経済が働

いて利益率は改善してきている状況でございます。 
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この後、各セグメント別のさらに内訳について掘り下げてご説明させていただきますが、合わせて

配付させていただいた資料の 37ページと 38ページを合わせてご覧いただきたいと思います。 

37ページが弊社のグループ会社群になっております。真ん中に弊社 BBSがあります。上のブルー

で囲まれている会社がコンサルティング・システム開発事業を行っている会社群です。 

それから下側のグリーンで囲まれている会社が BPO事業を行っている会社群です。 
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それでは、もとに戻りまして、コンサルティング・システム開発事業についての内訳について少し

掘り下げてご説明したいと思います。 

まずは BBS が中心となって行っている会計システム関連のコンサルティング及びシステム開発に関

しましては、お客様の設備投資需要が拡大し、また、販売価額の改善、また生産性向上によって増

収増益になりました。 

それから 2番目の金融業界関連向けのシステム開発、これはグループ会社の FBS という会社が中心

となって行っておりますが、売上に関しましては前期とほぼ同水準となりました 

利益に関しましては、少し外部委託費が増加したことで微減という形となっております。 

3番目の情報セキュリティコンサルティングになりますが、GSXというグループ会社が中心となっ

て行っております。ここではサイバーセキュリティ対策、標的型メール訓練、それからホワイトハ

ッカー育成事業、こういった引き合いが非常に増えており、増収増益となりました。 

PLM支援ソリューションについても、製造業のお客様の設備投資意欲が旺盛で増収増益となりまし

た。全体的にコンサル・システム開発事業に関しましては堅調に推移しております。 
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次に BPO事業でございます。まずは人事給与関連のアウトソーシングですが、浜松と新潟のセンタ

ーで主に行っております。 

この事業に関しましては売上がほぼ前年並み、微増という形でした。固定費の圧縮が進んでいるこ

とで前期比 35.5％の増益となっております。利益率に関しましても 11％ほどの利益率を計上して

おります。 

次に熊本センターが中心となって行っておりますグローバル企業向けのアウトソーシングですが、

昨年受注した大型案件により大幅に増収となっております。 

ただ、そのために人財採用、あるいは品質向上のための先行投資があった関係で赤字となりまし

た。 

ただ、熊本センターに関しましては今後さらに拡大していくということで、このコスト負担につい

てはさらに軽減されていくだろうと考えております。 

それから次に外資企業向けのアウトソーシング、お客様のオフィスで作業をするオンサイト BPO、

ともに堅調に推移しております。 
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次に財政状態、バランスシートの状況でございます。現預金が 66億円と積み上がっております。

年間の売上が 240億から 250億ほど、また月平均売上の 2カ月分プラスアルファの必要運転資金を

想定しますと、約 20億円程度は投資に回すことができると思っております。 

ただ、純粋な資金運用ではなく、これについては成長のための投資に回したいと考えております。 
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同じくバランスシートですが、負債、それから純資産の部になります。長期借入金が 3億 5千万円

ほど計上されておりますが、これはまた後ほどトピックスのところでご説明いたします、従業員持

株信託の設定によって信託側での借入金がこの 3億 5千万円になっております。 

企業会計処理上、これを連結して処理しなければならないため計上しておりますが、実態としては

ほぼ無借金経営という形になっております。 

また、自己資本比率も 53％程度で推移している状況でございます。 
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次にキャッシュフローの状況でございます。営業活動によるキャッシュフローが 10億 7千 9百万

円となりました。主に税引き前の当期純利益 16億 5千万円から税金の 5億 8千万円を控除して、

さらに減価償却等のキャッシュアウトしないコストを加算し、それに債権債務の増減を加味したも

のになります。 

昨年と比較しますと 7億円ほど減少しておりますが、これは昨年、受注損失引当金を計上したが今

期はそれがなかった、また売上債権が増加したという理由でこのような形になっております。 

投資活動によるキャッシュフローについては投資有価証券の取得、あるいは固定資産の取得による

ものでございます。 

財務活動によるキャッシュフローはプラスになっておりますが、これは配当金の支払い以上に先ほ

どご説明しました従業員持株信託による借入金が多かったという理由になります。 

配当金が 2億 3千万円ですが、借入金が 3億 7千万円で財務活動によるキャッシュフローはプラス

1億 3千万円になります。 
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ここから現在取り組んでおります重点戦略についてご説明したいと思います。 

大きく二つの戦略を持って進めております。一つがコンサルティング事業の強化、それからもう一

つがマネージメントサービス（BPO）事業の拡大と、二つの戦略でございます。 

弊社の強みである差別化できる事業ということでは、システム開発や BPOを行うに当たって、常に

コンサルティングと一体となって事業を展開していくところが弊社の強みであり、差別化する戦略

だと考えております。 

そういった意味でコンサルティング事業の強化を図っております。 

また同時にマネージメントサービス事業を拡大して経営の安定化を図ろうというところでございま

す。 
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まずはコンサルティング事業の強化ということですが、コンサルティングとシステムインテグレー

ション、SIを組み合わせたコンサル一体型の SIモデルを推進しております。 

弊社は単にお客様から依頼されたシステムを構築するだけではなく、公認会計士を始めとする専門

家がそのシステム開発の前段階で課題認識、あるいはそのための解決案の提示等のコンサルティン

グを行っております。そこからスタートいたします。 

そして、業務改善が必要なものは業務改善、それからシステム構築が必要なものはシステム構築と

いうことで進めていきます。 

さらに、目標が達成できるまで、その当初提案した改善内容が実現できるまで、定着するまで、弊

社がお手伝いをさせていただくことで進めております。 

システム開発が終わったらそこで終わりではなく、開発をして、それが定着して、当初の目的が達

成できるまでご支援させていただくところが弊社のコンサル一体型 SIモデルというビジネスモデ

ルになります。 

また、弊社は財務会計だけではなくて管理会計、原価計算、あるいは販売管理等、お金にかかわる

分野を含めた広い意味での会計分野に特化して事業を展開しております。 

システムのわかる公認会計士と、会計のわかる ITエンジニアによる総合力で経営会計情報システ

ム分野におけるナンバーワンを目指しております。 
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そして経営会計のあるべき姿を提案し、その実現と定着化までを一貫してご支援させていただいて

おります。 

 

特に公認会計士を多数抱えている弊社ではこの SI、システム開発の上流に当たる会計専門コンサ

ルティングサービスに力を入れております。ここでは IPO、株式公開、IFRS、国際会計基準の導

入、あるいは内部統制システムの構築評価、それから e文書法対応といった多くの切り口を持ち、

多くの引き合いをいただいております。 

そして、そこから次の開発等のフェーズにつなげていくというビジネスモデルを展開しておりま

す。 
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BPOに関しましてもコンサルティングに力を入れております。コンサルティングと BPO を組み合わ

せた High Value BPO®です。弊社の BPOビジネスモデルは単に単純業務を代行するということだけ

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を提供しております。 

専門的能力と実務経験を備えたコンサルタントがお客様の業務を分析し、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とに分解し、さらにノンコア業務については生産性を向上させ

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ます。 

また、決算業務や税務業務等、専門性の必要な業務の代行、そして CFOの派遣等、専門的サービス

を含めて High Value BPO®と呼んでおります。 
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そのような形で各グループ会社で様々なコンサルティングサービスメニューを持っており、クロス

セルをしながらシナジー効果を発揮しているという状況でございます。 
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重点戦略の大きな 2点目は、BPO事業の拡大になります。この BPO事業に関しましては、一旦受注

しますとトラブルが発生しない限り安定的に継続していく事業でございます。 

ご覧のとおりに右肩上がりで売上高を伸ばしてきております。19年 3月期で 73億、4年前の 15年

3月期で 35億ですので、この 4年で売上を 2倍の規模に拡大させております。 

これをさらに拡大させていくことが弊社の重点戦略ということになります。 



 
 

 

サポート 
日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 
20 

 

 

そして、この BPO事業ですが、中期計画といたしましては売上全体の 30％以上にすることを目標

にしております。これは先ほどお話しましたように BPO 事業は一度契約しますと安定的に継続して

いくということで、長期的な取引の継続が見込めるためです。 

そのような意味では経営の安定化を図ることができますため、ある一定の規模である 30％以上と

いう目標を置いており、BPO事業を展開していこうと思っております。 

18年 3月期では 28％でした。直近の今年度の 19年 3月期においては 29％になりましたので、あ

と 1ポイントで 30％以上になるという状況になっております。 

ただ、コンサル・システム開発事業も伸びておりますので、やはりそれ以上に伸ばしていかないと

この BPO事業も伸びていきませんので、今後も注力していきます。 

また、昨今は各社の人手不足という状況を反映いたしまして、この BPOの事業に関しましても引き

合いが非常に増えておりますので、しっかりお客様の需要にお答えしていけば、さらに十分伸びて

いくであろうと思っております。 
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BPO事業の現在の弊社グループの拠点になります。現在、東京の日比谷、それから熊本市、静岡県

の浜松市、新潟市、沖縄の名護市に BPOセンターを設置しております。 

そして、東京及び熊本では経理及び給与関係業務を、浜松と新潟は主に給与計算業務を、沖縄では

決済業務を請け負っております。 

また、海外においてもベトナムのホーチミンに BPOセンターを設置して、国内の BPO センターの補

完をしております。 
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弊社の BPO の特徴に関しまして、先ほどお話しましたように High Value BPO®ということで専門家

をたくさん抱えております。 

ここでは人数だけ書かせていただいておりますが、公認会計士、社会保険労務士、税理士、システ

ム監査技術者、こういった専門家を多く抱えていることで他社と差別化して High Value BPO®、コ

ンサル＋BPOという事業を展開させていただいております。 
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次に今年度、2020年 3月期の業績予想についてご説明させていただきたいと思います。 

売上が 260 億円、営業利益 17億 5千万円、経常利益 17億円、当期純利益 10億円としておりま

す。増収増益の計画を立てております。 

営業利益率が 0.2ポイントほど下がっておりますが、ここは先行投資を少し考えているということ

で、きちんとした理由がございますので、増収増益ということで非常に好調に推移していくと思っ

ております。 
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それからセグメント別に関しましても、コンサルティング・システム開発、マネージメントサービ

ス、いずれも増収増益の計画を立てております。 
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自己資本利益率ですが、中期計画としまして 10％以上を目指すことにしております。2019 年 3月

期に関しましては 12.3％となっております。 

配当に関しましては安定配当を基本としながら毎年増配をしていくことで株主の皆様に還元してい

くように努めております。 

2020年 3月期の配当に関しましても中間、期末、それぞれ 25円で、年間 50円の配当を計画して

おります。 
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それでは最後にトピックスについて若干ご紹介させていただきたいと思います。まず、情報セキュ

リティビジネスです。これは GSXというグループ会社が中心となって行っております。 

同じくグループ会社のバイリンガル ITエンジニアを抱えている EPCS と共同で情報セキュリティビ

ジネスを海外向けに展開、実施しております。 

また、NRI SECURE社と標的型メール訓練サービスで協業しております。現在、この標的型メール

訓練に関しまして GSXは日本国内でシェアナンバーワンとなっております。 

さらに、教育カンパニーとして ITエンジニアを抱える企業に対して情報セキュリティエンジニア

への転換を図るためのご支援をさせていただいております。 
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2点目に、日本ペイメント・テクノロジーという会社です。12月に株式の 100％を取得いたしまし

て、弊社のグループ会社となりました。 

この会社は決済業務を中心にコンサルティングとアウトソーシングを行っておりまして、今後、キ

ャッシュレス社会に向けて、この会社のノウハウを活用しながら弊社、及びグループ会社で金融関

連システム開発を行っている FBSとシナジーを高めていきたいと思っております。 
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次に、従業員持株信託を導入いたしております。これは社員に対する弊社の企業価値向上へのイン

センティブ、あるいは福利厚生、あるいは資本参加による社員のモチベーションの向上ということ

で、信託型の従業員持株インセンティブ・プランを導入しております。 

仕組みとしては、その図にあるように、持株会信託を設定し、弊社の自己株式を譲渡、さらに従業

員持株会を通して社員に資本参加していただき、将来的に株価向上へのインセンティブを図ってい

こうという計画、考えでございます。 
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働き方改革の推進ということで、この 4月から働き方改革関連法案が施行されております。弊社は

この法律だけではなくて、もっと広く働き方改革の活動を推進しております。 

社員が笑顔で仕事ができるようにということで、Smile Projectという名称でプロジェクトを発足

させて活動しております。 

また、ロゴやキャラクターも社内募集を行い、資料に青い蜂のキャラクターが描かれております

が、幸せを運んでくる青いミツバチということで、これを活動の旗印にして、活動をしておりま

す。 

デジタルトランスフォーメーションの推進等によって、社内業務効率化や様々なツール、例えばチ

ャットツール等を導入することによってコミュニケーションの活性化を図る等、そのような活動を

現在進めている最中でございます。 
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CSR活動といたしまして、社会貢献活動として、日本障害者スキー連盟の協賛、キッズベースボー

ル事業への協賛、子供のバレーボール教室への協賛、また日タイキッズラグビー交流会への協賛等

を行っております。 

次のスライド以降のページは、参考資料というところは弊社の概要等が記載されておりますので、

またお時間があるときにご参照いただきたいと思っております。 

以上で本日のプレゼンテーションとさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございまし

た。 
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質疑応答 

 

司会：ご説明ありがとうございました。それでは質疑応答に入りたいと思います。 

なお、この決算説明会は質疑応答部分を含めまして全文を書き起こして公開する予定です。したが

ってご質問の際、会社名、氏名を名乗られた場合はそのまま公開されます。もし匿名を希望される

場合は氏名を省略していただいて結構です。 

それではご質問がある方は、挙手をしていただければ係の者がマイクを持ってまいります。ご質

問、いかがでしょうか。 

どなたかございませんでしょうか。 

会社様で何か追加でお話することはございますか。大丈夫ですか。 

よろしいでしょうか。特にご質問はないということなのですので、これをもちまして会社説明会を

終了したいと思います。本日はお疲れさまでした。 

［了］ 

______________ 

脚注 
1. 音声が不明瞭な箇所に付いては[音声不明瞭]と記載 
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