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◆会社概要 

当社は、1967年 8月に創業し、今年 50周年を迎えた。資本金は 22億 33百万円、発行株式数 800万株となり、

現在その 23％に当たる 185 万株を自己株式として所有している。2015 年 8 月に東証一部に上場後株主数は 9 月

末で 1 万 492 名（2015 年 9 月末時 8,270 名）となり順調に増加している。 

当社グループは、事業セグメントとしてコンサルティング・システム開発事業およびマネージメントサービス

（BPO）事業を展開し、コンサルティング・システム開発事業を行う会社群（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）とマネージメントサービス事業を行う会社群（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）、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）、BUSINESS BRAIN SHOWA-OTA VIETNAM CO.,LTD.（BVC）の 9

社）で構成されている。なおBTCはタイ（バンコク）の現地法人、BVCはベトナム（ホーチミン）の現地法人で海外子

会社は 2 社となっている。 

コンサルティング・システム開発事業では「コンサル一体型 SI モデル」、BPO 事業では「High Value BPO」のビジ

ネスモデルで事業を展開し差別化をはかっている。また「High Value BPO」は商標登録をしている。 

「コンサル一体型 SI モデル」は、顧客の課題を抽出し提案を行うコンサルティングサービスから始まり、課題解

決案を具現化しシステム開発につなげ業務改善とシステム開発を並行で実施する。さらに、業務の定着化、専門

家集団による BPOサービスの提供等を行うマネージメントサービスという一貫した流れで顧客にフルサポートサー

ビスを提供している。そして当社が得意とする広義の会計に特化したビジネス領域で、システムのわかる公認会

計士と会計のわかる SE がチームになり顧客の課題を解決し経営会計情報システムで№1 を目指している。一方、

「High Value BPO」は、コンサルティングと BPO を組み合わせたサービスである。顧客業務を会計士・社会保険労

務士等経験豊富な専門家が顧客と一体でコアとノンコアに切り分ける。機能強化したいコア業務は継続的支援を

行い、ノンコア業務（コスト削減領域）は業務プロセスの効率改善をはかり外出しし当社が受け取る形となっている。

High Value を売りに専門的分野に関して顧客と一緒にサービスを提供している。 

以上のように、当社グループは、グループ一体となり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している。 

 

◆2018 年 3 月期第 2 四半期連結決算概要 

当上期を総括すると、大幅な増収増益を確保した。売上は、金融機関のシステム開発は足踏みしたが、それ以

外の領域では受注・売上が堅調に推移した。利益面は、品質改善への取り組み強化により不採算プロジェクトが

収束し全体的な利益率が改善した。また稼働率の改善、固定費を中心にしたコスト構造の見直しによる効果もあ

り、前年同期を大幅に上回る増益となった。 
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以上により、当上期の業績は、売上高 113 億 16 百万円（前年同期比 6.6％増）、営業利益 5 億 74 百万円（同 6

億 3 百万円増）、経常利益 5 億 34 百万円（同 5 億 69 百万円増）、純利益 3 億 84 百万円（同 3 億 91 百万円増）

と増収大幅増益となった。 

受注の状況は、直近 5 年間はほぼ右肩上がりに推移し当期も増加する見込みだが、当上期は若干前年同期を

下回った。これは前年同期にあった子会社BOSのシステム開発案件の受注や金融関係のシステム開発案件がな

かったことによる。ただ、BOS の受注増はスポット的なもので、それを除けばほぼ右肩上がりの推移となっている。 

売上高の状況は、リーマンショック後 8 期連続右肩上がりで増加し、当上期も前年同期を上回り好調な推移とな

っている。 

経常利益の状況は、ここ数年減少傾向だったが、当上期は最高益となった。前年同期はシステム開発で不採算

プロジェクトが発生し若干の赤字となったが、品質強化に注力し大幅に改善した。 

セグメント別状況は、コンサルティング・システム開発事業、BPO 事業ともに増収増益となった。営業利益率も、

両事業とも 5％を確保している。コンサルティング・システム開発事業については、稼働率が上がってきたこと、不

採算プロジェクトがなくなったことが好調の要因である。マネージメントサービス事業も、稼働率改善、固定費を中

心とした費用構造の見直しが奏功し好調となった。 

グループ各社の業績については、特筆すべきは、親会社 BBS、FBS（金融関係システム開発）、BOS（人事給与

のアウトソーシング）の 3 社である。BBS は、受注・売上は非常に順調に推移した。利益面で、特にコンサルティン

グ事業の稼働率が大きく改善したこと、システム開発で不採算プロジェクトがなくなったこと等で大幅増益となった。

FBS は、金融所得課税の一体化等の法制度が改正されここ数年その特需が続いていたが、それが一段落し縮小

傾向となり減収減益となった。今後 FINTECH等の新技術が導入されることからその需要の増加が見込まれている。

BOS は、売上・利益とも順調に推移した。前期は赤字だったが、昨年から今年にかけての稼働率改善、データセン

ターの移行等固定費削減の結果経常利益は 92 百万円（前年同期マイナス 1 億 72 百万円）と大幅に改善した。 

財政状態は、現金および預金は51億円（前期末41億60百万円）となり回復した。負債・純資産の状況は、2013

年 3 月期は自己株式の大量取得により自己資本比率が 50％を切ったが、その後順調に利益を積み上げ当上期

末は 55％となった。また有利子負債（借入金）はほぼない状況となっている。 

キャッシュフローの状況は、営業活動による CF は 11 億 82 百万円（前年同期比 15 億 6 百万円増）となり、主に

利益の積み上げと売掛債権の回収により増加した。投資活動による CFは 17 百万円（同 1 億 72 百万円増）となっ

た。財務活動による CF はマイナス 1 億 60 百万円（同 39 百万円減）となり、主に配当金の支払い、借入金の返済

による支出で減少した。 

 
◆今期の取り組み 

1 つ目は、コンサルティングソリューション事業の拡大で、当社は本業の経営・会計をテーマに関する研究を継

続して行っている。特に最近顧客の要求が高度化している状況で、グローバルの視点、連結経営の視点、連結の

原価管理、さらに IFRS（国際会計基準）の導入等テーマが上がっており、これら顧客の要求に適切に対応するた

め研究活動を継続している。 

2 つ目はロボティクスに取り組んでいる。業務の効率化を目指す BPO 事業で、実際に RPA（Robotic Process 

Automation）を導入し徐々に効果が出ており今後更に推進する。コンサルティングの視点では、間接業務プロセス

BPR の専門家集団で「プロセスイノベーション部門」を編成し、RPA 導入のコンサルティングを進めている。これは

RPA 導入が目的ではなく、プロセス改革の中で RPA が活用可能なものは活用するということである。さらに RPA

適用によるノウハウ蓄積をベースに、トータルサービスを提供する。特に最近は「働き方改革」がフォーカスされ、

ソリューションの一貫としてプロセス改善が最近のテーマとなっている。 

3 つ目は、新技術の調査・応用検討への取り組みである。1 つは AI で、AI・アナリティクス研究所を設立し、AI お
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よびビジネスアナリティクスに関して現在研究中である。具体的に実務への適用はないが、自然言語処理と多変

量解析を組み合わせた不正検知、IoT による故障検知、金融リスク分析等の研究を進めている。もう一つは

FINTECH関係で、金融システムの開発を行う子会社 FBS で「FINTECH推進室」を新設し、FINTECHやビットコイン

等仮想通貨を支える Blockchain 技術の研究を行っている。今後金融機関・証券会社とともにこの分野のビジネス

を推進する。FINTECH、Blockchain、ビットコイン等仮想通貨は新聞等でもよく目にするが、最近では中国アリババ

社のアリペイ、LINE ペイ等スマホのコード読み取りによる決済等さまざまなキャッシュレス決済の仕組みが導入さ

れており、今後この分野でのビジネスチャンスが見込まれる。ある調査によると、キャッシュレス決済の比率は米

国 41％、中国 55％、韓国 54％に対して日本は 18％で、今後大きく普及する可能性があるとみている。 

4つ目の取り組みは、BPOセンターの拡大で、ここ数年徐々に拡大している。浜松からスタートしたが、その後熊

本、新潟、さらにベトナムにも開設し海外へも拡大している。来春には熊本に第 5センターを開設予定である。今年

10 月に、熊本で開設した BPO センターでは、サントリーの決算業務の BPO を請け負っていく。 

5つ目は BPO事業の拡大で、BPO事業はここ数年右肩上がりに拡大している。当社の中期的方針として、経営

の安定化をはかるために BPO 事業の売上構成比率 30％を掲げ目指している。直近の状況は、2016 年 3 月期は

21％、2017 年は 3 月期 26％、そして当期は 28％となる予想である。ただ、コンサルティング・システム開発事業も

ボリュームが増えており、それと同等かそれ以上増加させないと届かないが、30％を目指して現在取り組んでい

る。 

 

◆2018 年 3 月期通期業績予想 

通期の業績予想は、8 月に期初予想の上方修正を行い、売上高 237 億円、営業利益 12 億円、経常利益 12 億

円、当期純利益 7 億 20 百万円を計画している。現時点では順調な進捗状況となっている。 

配当については、今期は創立 50 周年ということで記念配当 5 円を実施予定で、普通配当 30 円と合わせ通期で

計 35 円を計画している。中間配当として、11 月末に 17.5 円を実施する予定である。 

 

◆当上期のトピックス 

1 つ目は、当社の子会社 GSX（情報セキュリティ事業）と兼松エレクトロニクス社が、今年 8 月に資本業務提携を

行った。情報セキュリティ製品を保有する兼松エレクトロニクスとコンサルティングビジネスを展開する GSX との業

務提携によりシナジーを発揮し、顧客に総合的なビジネスを提案し補完しつつ拡大を目指す。2 つ目は、今年当社

グループは創立 50 周年を迎えた。これまで着実に事業を拡大してきたが、今後さらにビジネス拡大を加速させ顧

客の利益増加に貢献する。3 つ目は、11月 7 日に「BBS 創立 50 周年記念フォーラム」を開催した。毎年好評で、フ

ォーラム自体は今年で第 9 回を迎えた。 

 
 

（平成 29 年 11 月 17 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/b2d77af929ee9d8049cd33f1115a1e6e2.pdf 
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