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財務ハイライト 株主の皆様へ
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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、誠にありがとうございます。
平成22年度の事業ご報告に先立ち、この度、東日本大
震災により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上
げるとともに、一日も早く復興されますよう心から 
お祈り申し上げます。
さて、当事業年度の経済情勢全般を振り返ってみます
と、円高の進行や株価の低迷など、金融市場における
不透明感を払拭できず、加えて3月11日に発生した 
大震災の影響によって、企業を取り巻く環境は一段と
厳しくなっております。
当社が属する情報サービス業界においても経営環境は
依然として厳しい状況がつづいているため、企業は 
IT投資に対して慎重な姿勢をとっており、単に定型的
な業務の効率化を実現するものではなく、経営課題の
解決を目的として導入されるケースが多くなっており
ます。情報システム自体が業務推進のインフラとして
機能することに大きな期待が寄せられております。
このような中で当社は、創業以来の「顧客第一主義」
の徹底を念頭に、企業の経営課題の解決につながる 
システムやサポートの提案を積極的に行ってまいりま
した。当社の成長を支えてきた原動力は、顧客企業か
らの信頼であり、求める製品の拡張性さらに柔軟性を
提供しつづけてきたことにあるといえます。そして新
たな成長モデルは、製品開発、サービスおよび組織体
制の各側面において、この「顧客第一主義」を継続し、
さまざまな施策を実施することにあると考えておりま
す。ことに製品開発については、企業システムの根幹
を支える「信頼性」、企業の成長に容易に対応できる
「拡張性」および企業固有のビジョンを踏まえた「柔軟
性」を実装したパッケージ開発を実現することであり

ます。当事業年度でも、そうした考えに立脚した製品
開発に努め、中小企業向けのインターネット技術との
融合を図った「奉行iシリーズ」、成長・中堅企業向け
ERPパッケージ「奉行V ERPシリーズ」、IFRS導入を
検討されているグループ企業向けには「奉行V ERP 
Enterprise Group Management-Edition」などの製
品群を充実させ、幅広い層の企業を対象に営業活動を
展開してまいりました。さらに各種セミナーや相談会、
ユーザー向けサポート総合サイト「OBC Netサービ
ス」を通じて、既存ユーザーへの情報発信など、導入
後のサポート体制の強化にも力を入れてまいりました。
先述の大震災で被災されたユーザー企業へは、特別支
援として破損・紛失した製品部材の無償代替品提供を
実施しております。
今後につきましても、「顧客第一主義」と「社員（人
材）の確保と育成」を徹底し、導入支援、ユーザー 
保守、基盤構築などのサービスを強力に推進しながら、
より付加価値の高い製品やシステムをお届けする企業
として顧客企業のIT化に寄与してまいります。株主の
皆様にはこれからも変わらぬご支援・ご鞭撻を賜りま
すよう、心よりお願
い申し上げます。

代表取締役社長　和田 成史
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当社は、お客様の視点から経営環境に関わる変化を
見据え、迅速な事業展開を推進することで、お客様
にとって付加価値が高く、機能性や操作性にすぐれ
たタイムリーな製品供給を実現してきました。
それは、つねにお客様目線で“使う人の負荷を軽減
すること”が重要と考えているからです。売り手目
線で機能を追求した製品は、必ずしもそれがお客様
にとって使い勝手の良い製品とはいえません。
当社では、現場に出向いたり、オンラインサポート
やOBCサポートセンターなどで、スタッフがダイ
レクトにお客様の声を頂戴することにより、お客様
の意に適ったきめ細かな対応を可能にしています。

また、問題点をお聞きすることで、新たなご提案事
項やバージョンアップの必要性などを見出すこと
ができます。こうしたお客様のデータは、小さなご
意見まで膨大な数がデータベース化されており、同
様の事例が寄せられた際の対応や次期製品の開発
に生かされています。
当社の場合、何が得意分野で、どこを伸ばせば、より
競争力のある会社になるかといえば、企業の業務系
および情報系にフォーカスした基幹業務パッケー
ジ「奉行シリーズ」の充実にほかなりません。これ
からも“お客様のための奉行シリーズ”であること
を念頭に、コア・コンピタンスを追求していきます。

創業以来の「お客様第一主義」を貫くことが
未来を切り開くすべての源泉

「原点回帰」「選択と集中」とともに

「お客様第一主義」というフレーズは、ここ数年のあいだに、たくさんの企業がスロー
ガンやキャッチフレーズとして使うようになりました。しかしお客様第一主義が、 
お客様にどのようなメリットをもたらし、企業の成長につながるのかは、個々それぞ
れに異なります。 当事業年度で創業30周年を迎えた当社は、創業以来、お客様第一主
義を貫き事業を展開してきました。 今回の特集では、当社が掲げる「お客様第一主義」
と事業や製品づくりについて、ご紹介していきます。

Putting Customers First

データベース化

協業パートナー様

お客様のご要望
細かなヒアリング

操作・機能等のご説明
メンテナンスの実施
システムの再構築

当社スタッフ

1. 中堅・中小企業にフォーカスする  

2. 企業の勘定（業務）系および 
情報系にフォーカスする

3. マイクロソフト社の 
テクノロジーにフォーカスする

4. アライアンス・パートナー戦略に 
注力する

5. 奉行ブランド戦略に注力する

5つの
コア・コンピタンス

事業戦略
コア・コンピタンスの見直し・深化

原点回帰

奉行シリーズなど
製品の開発・拡充・改良

選択と集中

お客様の声やニーズとともに
充実をつづける奉行シリーズ

IT・ネットワーク 
環境と職場の 
システム環境

相続税・贈与税 
などの改正

法人税の見直し

国際会計基準 
IFRSの
本格導入

クラウド 
コンピューティング 

の普及・汎用

グローバル化に 
ともなう事業や 

システムの見直し

お客様の経営環境に関わる変化

特
集

「お客様第一主義」のもと、成長を続ける基幹業務パッケージ「奉行シリーズ」
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「原点回帰」「選択と集中」とともに
創業以来の「お客様第一主義」を貫くことが未来を切り開くすべての源泉

お客様第一主義に徹していただいた評価。
導入実績＆お客様・パートナー満足度Ｎo.１

「お客様第一主義」を徹底し、すべての事業や日常の活動は“お客様のためにある”を実践。
地道な日々の積み重ねが、お客様満足度1位の評価につながっています。

当社は創業以来「お客様第一主義」に根ざした事業
展開を継続し、“お客様企業にとっての便利”を 
追求し製品づくりに反映させてきました。どんな
製品をつくるべきか、その答えやヒントをいただ
くのもお客様の声であり、オフィス等の現場です。
グローバル化や競争力の強化で、企業の再編は 
加速し、今後、パッケージソフトとしての需要は 
ますます広がっていくものと推測されます。つね
にお客様とともに歩みつづけ、奉行シリーズを 
育てることで高い評価をいただけますことは、 
私どもにとっての大きな誇りでもあります。

日経コンピュータ2011年2月3日号

第13回
パートナー満足度調査

ERPなど 
基幹業務ソフト部門 

1位 獲得
日経コンピュータ2010年8月18日号

第15回
顧客満足度調査

ERPパッケージ部門
6年連続

1位 獲得
富士キメラ総研

2010パッケージソリューション・マーケティング便覧

奉行シリーズ
すべての導入シェア
財務・会計/人事・給与管理/

販売・在庫管理

1位 獲得

1. 時代を見極めたタイムリーな製品供給

2. お客様目線で“使う人”の負荷を軽減

3. 現場に出向き、お客様の声を吸収し製品に反映

4. パッケージの利点、拡張作業も短期・低リスク

5. コア・コンピタンスで、つねに「原点回帰」

6. 奉行シリーズの充実を使命に

お客様第一主義のPOINT

特
集

お客様企業の成長を支援する豊富な製品ラインナップで、
広範なお客様の課題にお応えします

当社では、“お客様のための奉行シリーズ”であるた
めに、これまでの「奉行シリーズ」で培った技術や 
ノウハウを駆使し、お客様の多彩なご要望に応えた
パッケージ開発を進め、「業務レベル」「企業規模」
「企業成長」の3つの軸を起点に、豊富な製品ライン
ナップをご用意しています。
お客様の成長を支え、お客様とともに成長を続けて
いくために、インターネットとの融合を図った中規
模企業向けの製品群「奉行iシリーズ」は、平成22年
に上位システムを発売しました。
より高度な業務レベル・より大規模なビジネスに対
応できるシステムとして、成長・中堅企業向けERP

パッケージ「奉行V ERPシリーズ」からは、国際会
計基準に対応したGMエディションを平成23年に
発売しています。
当社は、これからも、IT技術や法制度の変化に対応
して、ご提供する奉行シリーズの完成度を高めてい
くことを使命とした会社であることに変わりあり
ません。進化を続ける限り奉行シリーズが当社のロ
ングセラー製品でありつづけると自負しています。
そのためには何をどう高めるべきか、その道筋は 
お客様が示してくださるという信念で、今後も 
「お客様第一主義」を貫き、信頼される製品を市場に
送り出すことで着実な成長を果していきます。

企業成長企業規模

業務レベル

奉行iシリーズ
（コア）

奉行iシリーズ

奉行V ERPシリーズ

奉行iシリーズ
奉行オプション

奉行Solutions
奉行新ERPシリーズ

奉行V ERPシリーズ

情報系
業務系
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当事業年度における我が国経済は、企業業績に改善の兆
しがみられたものの、円高の進行や株価の低迷など金融
市場における先行き不透明感や、東日本大震災による経
済への影響も大きいことから、企業を取り巻く環境は一
段と厳しい状況となっております。こうした経済情勢の
中で、当社の属する情報サービス産業においても経営環
境は依然厳しく、IT投資に対する慎重な姿勢をとる企業
が多くみられます。このような状況の中で当社は、企業
の経営課題解決につながるシステム提案やサポート提案
を積極的に行い、「奉行iシリーズ」、「奉行V ERPシリー 
ズ」、「奉行V ERP Enterprise Group Management-
Edition」などの製品群を充実させ、同時に各種セミナー
や相談会、既存ユーザーへの情報発信など、導入 
後のサポートにも注力してまいりました。以上の結果、 
売上高172億10百万円（前期比9.3％増）、営業利益 
80億29百万円（同24.6％増）、経常利益88億84百万円
（同16.9％増）、当期純利益48億1百万円（同10.5％増）
となりました。なお東日本大震災により当社仙台営業所
も被災いたしましたが、幸い被災は軽微で、当社の業績
にはほとんど影響はありませんでした。

中堅・中小規模の企業を中心に、ITを活用したソリュー
ション（＝問題解決策）として、「奉行シリーズ」をはじ
めとするパッケージソフトを提供。企業規模やニーズに
あわせて豊富なラインナップを用意することで、最適か
つ便利にご利用いただけ、これまでIT化に立ち遅れていた
企業のビジネス環境における高度IT化を実現しています。
当社のパッケージソフトは、販売・開発パートナーの強
固な連携による供給体制と、顧客からの意見等を反映さ
せたお客様第一主義が確立されており、それらが強い競
争力と安定成長力の基盤ともなっています。

当事業年度のソリューションテクノロジーの売上高
は、前期比29.4％増の62億78百万円となり、3事業
全体の売上高構成比では36.5％となりました。
「奉行iシリーズ」や「奉行V ERP」等の増加が売上
に貢献しました。

事業内容

売上高推移  （単位：百万円）

当事業年度の実績

「奉行シリーズ」専用の仕様となっている伝票・帳票など
の「奉行サプライ」を提供しています。このサプライ製
品は、奉行シリーズをご購入いただいたお客様との継続
的な取引につながる安定した収益源です。また奉行シリー
ズと連動して使用される他社開発のハードウェア、ソフ
トウェアを供給することによる売上をはじめ、お客様の
ご要望にあわせて最適化を行う、奉行シリーズのカスタ
マイズも重要な業務です。これらの業務に関する売上も
当事業の売上高に含まれています。

当事業年度の関連製品の売上高は、前期比1.4％減の
34億円33百万円となり、3事業全体の売上高構成比
では19.9％となりました。
カスタマイズ売上等の減少が影響したことにより 

ます。

システム導入後のユーザーサポートを目的とした「スクー
ル」や「訪問指導」の実施、さらに「年間保守契約」、 
「テレホンサポート」など、お客様満足度の向上をいっそ
う確かなものとするためのサポートサービスを事業展開
しています。きめ細かなトータルサポート体制の確立に
よって、既存のお客様はもちろん、新規のお客様の定着
化を促進させています。これらの事業の継続により、 
当社製品の市場における評価・優位性を高めるなど“安定
した収益基盤づくり”の一翼を担っています。

当事業年度のサービスの売上高は、前期比1.2％増加
し、74億円98百万円となり、3事業全体の売上高 
構成比では43.6％となりました。
当事業年度においても、サポート＆サービスの品質向
上、具体的には担当する社員教育の徹底を図り、トー
タルサポート＆サービスを再認識し、継続した品質の
改善および向上に努め、さらに税制改正等の即時対応
をはじめとする保守契約向上にも努めました。

ソリューションテクノロジー
（パッケージソフト）

関連製品
（奉行サプライ／他社ソリューションおよびカスタマイズ）

サービス
（ユーザーサポート）

当事業年度営業概況

第29期

第30期

30.8 25.6 43.6

第31期

26.9 25.8 47.3

第32期 36.5 19.9 43.6

30.8 22.1 47.1

ソリューション
テクノロジー 関連製品 サービス

0 20 40 60 80 100

第29期 5,398

第30期 4,367

第31期 4,851

第32期 6,278

第29期 4,499

第30期 4,200

第31期 3,483

第32期 3,433

第29期 7,658

第30期 7,700

第31期 7,413

第32期 7,498

売上高構成比の推移 （単位：％）

業績と戦略の概要
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貸借対照表 （単位：千円） ※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 損益計算書 （単位：千円） ※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

前受収益

前受収益の増額は、年間保守契約料
の前受分の増加によるものです。

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の減少は、主
に地代家賃・賃借料・修繕費の削減に
よるものです。

特別損失

特別損失の増額は、主に関係会社1社
の整理にともなう損失によるもの 
です。

売上高

売上高の増額は、奉行シリーズの
パッケージソフトウェアの好調な 
売上によるものです。

科　　目 第31期
平成 22年 3月 31日 現在

第32期
平成 23年 3月 31日 現在

資 産 の 部
流動資産 36,706,907 37,918,339
現金及び預金 31,801,943 32,661,733
受取手形 150,431 230,668
売掛金 4,082,549 4,432,037
有価証券 － 6,776
商品及び製品 117,000 107,682
仕掛品 983 1,002
原材料及び貯蔵品 59,444 59,903
前払費用 56,623 57,393
未収入金 57,568 3,459
繰延税金資産 269,545 368,231
関係会社短期貸付金 120,000 －
その他 7,964 7,335
貸倒引当金 △17,148 △17,885

固定資産 36,021,099 38,111,706
有形固定資産 286,523 287,305
無形固定資産 176,327 156,114
投資その他の資産 35,558,247 37,668,286
投資有価証券 31,618,647 33,727,888
関係会社株式 41,043 31,093
関係会社出資金 1,382,027 1,255,833
関係会社長期未収入金 － 83,150
関係会社長期貸付金 184,517 84,517
長期預金 1,300,000 800,000
長期未収入金 － 148,195
敷金及び保証金 469,376 466,714
会員権 93,830 91,030
破産更生債権等 8,029 20,314
繰延税金資産 557,295 1,068,531
貸倒引当金 △96,518 △108,981

資産合計 72,728,007 76,030,045
〈注記〉有形固定資産の減価償却累計額　△849,512千円

科　　目 第31期
平成 21年 4月 1日 から
平成 22年 3月 31日 まで

第32期
平成 22年 4月 1日 から
平成 23年 3月 31日 まで

売上高 15,748,102 17,210,316

売上原価 2,612,649 2,710,725

売上総利益 13,135,453 14,499,590

販売費及び一般管理費 6,693,809 6,470,486

営業利益 6,441,644 8,029,104

営業外収益 2,496,417 2,370,511

営業外費用 1,340,392 1,515,002

経常利益 7,597,669 8,884,614

特別利益 30 －

特別損失 214,973 640,500

税引前当期純利益 7,382,726 8,244,113

法人税、住民税及び事業税 3,330,220 4,039,364

過年度法人税等 215,340 168,186

法人税等調整額 △506,010 △764,737

当期純利益 4,343,175 4,801,301

〈注記〉1株当たりの当期純利益254円87銭

科　　目 第31期
平成 22年 3月 31日 現在

第32期
平成 23年 3月 31日 現在

負 債 の 部
流動負債 9,133,565 8,778,226
買掛金 216,327 207,076
未払金 1,199,077 338,690
未払法人税等 2,265,340 2,298,625
未払消費税等 148,443 178,691
未払費用 475,369 462,154
預り金 51,459 60,325
前受収益 4,707,618 4,942,487
役員賞与引当金 45,000 50,000
関係会社整理損失引当金 － 230,000
その他 24,928 10,174

固定負債 648,004 784,037
資産除去債務 － 84,579
退職給付引当金 648,004 699,458

負債合計 9,781,569 9,562,263

純 資 産 の 部
株主資本 60,548,608 63,842,507
資本金 10,519,000 10,519,000
資本剰余金 18,949,268 18,949,268
資本準備金 18,415,000 18,415,000
その他資本剰余金 534,268 534,268
利益剰余金 36,248,098 39,542,314
利益準備金 140,610 140,610
プログラム準備金 113,050 －
別途積立金 28,100,000 31,100,000
繰越利益剰余金 7,894,438 8,301,703
自己株式 △5,167,758 △5,168,074

評価・換算差額等 2,397,828 2,625,274

その他有価証券評価差額金 2,397,828 2,625,274

純資産合計 62,946,437 66,467,781

負債純資産合計 72,728,007 76,030,045

第 32期　決算報告
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キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円） ※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。株主資本等変動計算書 （単位：千円）  ※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目 第31期
平成 21年 4月 1日 から
平成 22年 3月 31日 まで

第32期
平成 22年 4月 1日 から
平成 23年 3月 31日 まで

営業活動によるキャッシュ・フロー：
税引前当期純利益 7,382,726 8,244,113
減価償却費 163,991 137,519
退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,503 51,453
役員賞与引当金の増減額（△は減少） 25,000 5,000
貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,000 13,200
受取利息配当金 △1,409,625 △1,980,777
有価証券売却損益（△は益） － 105,978
投資有価証券売却益 △1,086,821 △327,034
投資有価証券売却損 527,412 701,127
投資有価証券評価損益（△は益） 262,119 28,000
関係会社株式評価損 55,200 －
関係会社出資金評価損 70,167 7,914
関係会社清算損益（△は益） 7,555 －
関係会社整理損 － 566,000
会員権評価損 － 2,800
固定資産除却損 2,812 －
投資事業組合運用損益（△は益） 589,863 632,886
売上債権の増減額 （△は増加） △6,343 △428,931
たな卸資産の増減額 （△は増加） △21,129 8,840
前払費用の増減額 （△は増加） 19,775 △770
仕入債務の増減額 （△は増加） △75,290 △9,250
未払消費税等の増減額（△は減少） 115,158 30,247
未払費用の増減額 （△は減少） 20,122 △13,215
前受収益の増減額 （△は減少） 3,072 234,868
その他 △182,413 32,780
小計 6,510,856 8,042,751
利息及び配当金の受取額 1,409,979 1,981,450
法人税等の支払額 △1,800,220 △4,174,265
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,120,615 5,849,936

科　　目 第31期
平成 21年 4月 1日 から
平成 22年 3月 31日 まで

第32期
平成 22年 4月 1日 から
平成 23年 3月 31日 まで

投資活動によるキャッシュ・フロー：

定期預金の払戻による収入 － 500,000

定期預金の預入による支出 △10,000 －

有価証券の売却による収入 － 3,094,044

有価証券の取得による支出 － △3,200,023

投資有価証券の売却による収入 8,494,365 7,255,424

投資有価証券の取得による支出 △11,078,785 △10,943,502

関係会社株式の売却による収入 17,244 5,000

関係会社貸付金の回収による収入 100,000 20,000

関係会社貸付けによる支出 △220,000 △136,000

有形固定資産の取得による支出 △19,048 △23,963

無形固定資産の取得による支出 △58,510 △37,438

敷金及び保証金の回収による収入 126,332 6,082

敷金及び保証金の差入による支出 △4,640 △3,420

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,653,043 △3,463,794

財務活動によるキャッシュ・フロー：

配当金の支払額 △1,507,376 △1,507,611

自己株式の取得による支出 △13,237 △316

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,520,614 △1,507,928

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,317 △11,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,962,275 866,566

現金及び現金同等物の期首残高 29,829,668 31,791,943

現金及び現金同等物の期末残高 31,791,943 32,658,510

第 32期　決算報告

営業活動によるキャッシュ・フロー

主に税引前当期純利益の計
上額、法人税等の支払額に
よるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

主に投資有価証券の取得によ
る支出、投資有価証券の売却
等による収入によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

主に配当金の支払額による
ものです。

POINT 5

POINT 5

POINT 6

POINT 6

POINT 7

POINT 7

科　　目 第31期
平成 21年 4月 1日 から
平成 22年 3月 31日 まで

第32期
平成 22年 4月 1日 から
平成 23年 3月 31日 まで

株主資本
資本金
前期末残高 10,519,000 10,519,000
当期変動額
当期変動額合計  －  －

当期末残高 10,519,000 10,519,000
資本剰余金
資本準備金
前期末残高 18,415,000 18,415,000
当期変動額
当期変動額合計  －  －

当期末残高 18,415,000 18,415,000
その他資本剰余金
前期末残高 534,268 534,268
当期変動額
当期変動額合計  －  －

当期末残高 534,268 534,268
資本剰余金合計
前期末残高 18,949,268 18,949,268
当期変動額
当期変動額合計  －  －

当期末残高  18,949,268 18,949,268
利益剰余金
利益準備金
前期末残高 140,610 140,610
当期変動額
当期変動額合計  －  －

当期末残高 140,610 140,610
その他利益剰余金
プログラム等準備金
前期末残高 359,975 113,050
当期変動額
プログラム等準備金の取崩  △246,925 △113,050
当期変動額合計  △246,925  △113,050

当期末残高 113,050 －
別途積立金
前期末残高 26,100,000 28,100,000
当期変動額
別途積立金の積立 2,000,000 3,000,000
当期変動額合計 2,000,000 3,000,000

当期末残高 28,100,000 31,100,000
繰越利益剰余金
前期末残高 6,811,584 7,894,438
当期変動額
別途積立金の積立 △2,000,000 △3,000,000
プログラム等準備金の取崩 246,925 113,050
剰余金の配当 △1,507,247 △1,507,085
当期純利益 4,343,175 4,801,301
当期変動額合計 1,082,853 407,265

当期末残高 7,894,438 8,301,703

科　　目 第31期
平成 21年 4月 1日 から
平成 22年 3月 31日 まで

第32期
平成 22年 4月 1日 から
平成 23年 3月 31日 まで

利益剰余金合計
前期末残高  33,412,170 36,248,098
当期変動額
剰余金の配当 △1,507,247 △1,507,085
当期純利益  4,343,175 4,801,301
当期変動額合計 2,835,928 3,294,215

当期末残高 36,248,098 39,542,314
自己株式
前期末残高 △5,154,520 △5,167,758
当期変動額
自己株式の取得  △13,237  △316
当期変動額合計  △13,237  △316

当期末残高 △5,167,758 △5,168,074
株主資本合計
前期末残高 57,725,918 60,548,608
当期変動額
剰余金の配当  △1,507,247 △1,507,085
当期純利益 4,343,175 4,801,301
自己株式の取得 △13,237 △316
当期変動額合計 2,822,690 3,293,899

当期末残高 60,548,608 63,842,507
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高 1,260,992 2,397,828
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1,136,836 227,445

当期変動額合計 1,136,836 227,445
当期末残高 2,397,828 2,625,274

評価・換算差額等合計
前期末残高 1,260,992 2,397,828
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1,136,836 227,445

当期変動額合計 1,136,836 227,445
当期末残高 2,397,828 2,625,274

純資産合計
前期末残高 58,986,910 62,946,437
当期変動額  
剰余金の配当  △1,507,247  △1,507,085
当期純利益 4,343,175 4,801,301
自己株式の取得  △13,237  △316
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1,136,836 227,445

当期変動額合計 3,959,527 3,521,344
当期末残高 62,946,437 66,467,781
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「顧客第一主義」を掲げている当社は、日経コンピュータ誌（2010年8月18
日号）発表の「第15回顧客満足度調査　ERPパッケージ部門」において 
6年連続となる第1位を獲得いたしました。また同誌（2011年2月3日号） 
発表の「第13回パートナー満足度調査　ERPなど基幹業務ソフト部門」に
おいても、3度目となる第1位の評価をいただきました。その他、富士キメ 
ラ総研発表の「2010 パッケージソリューション・マーケティング便覧」に 
おいて、基幹業務分野（※）における奉行シリーズの導入シェアがすべて1位
を獲得。こうした皆様からの評価を励みに、当社はこれからも顧客やパート
ナー様にご満足いただける製品サービスの提供に取り組んでまいります。

会 社 概 況

商 号 株式会社オービックビジネスコンサルタント
本 社 所 在 地 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号

設 立 昭和55年12月12日

資 本 金 10,519,000 千円

従 業 員 数 609 名

役 員

取 締 役 会 長 野　田　　順　弘
代表取締役社長 和　田　　成　史
専 務 取 締 役 和　田　　弘　子
常 務 取 締 役 中　山　　　　茂
取 締 役 渡　邊　　政　美
取 締 役 大　原　　　　泉
取 締 役 木　村　　　　博
取 締 役 橘　　　　昇　一
常 勤 監 査 役 黒　図　　成　一
監 査 役 高　橋　　郁　雄
監 査 役 加　納　　博　史

主要事業拠点

本社／東京支店 〒163-6032
東京都新宿区西新宿6-8-1　
住友不動産新宿オークタワー32F

大 阪 支 店 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2-6-20　
パシフィックマークス西梅田4F

名 古 屋 支 店 〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-16-7
NORE伏見ビル7F

発 行 可 能 株 式 総 数 80,704,000 株

発 行 済 株 式 の 総 数 20,176,000 株

株 主 数 2,604 名

大株主　（上位5名）

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

株 式 会 社 オ ー ビ ッ ク 6,794 36.07

和 田 　 成 史 5,778 30.67

和 田 　 弘 子 1,308 6.95

C B N Y - O R B I S  S I C A V 644 3.42

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 498 2.65

※持株比率は自己株式（1,337,491株）を控除して計算しております。

企業プロフィール　平成23年3月31日現在株式の状況　平成23年3月31日現在

外国法人等7.58％

金融機関6.37％

その他6.63％

その他の法人
34.92％

個人・その他
44.50％

当社は、IFRS対応が必要なユーザー企業様を支援す 
ることを目的に「IFRS推進委員会」を設立しています。
IFRS対応のシステム提供だけではなく、「IFRS研究会」
をはじめ各種IFRS関連セミナーを開催し、期内好評の
うちに終了しました。今後も随時開催を予定している
セミナーも多数お申し込みをいただいています。ユー
ザー様のスムー
ズなIFRS導入へ
向けて、当社は
支援体制を構築
していきます。

奉行V ERPシリーズに、国際会計基準に対応した
奉行V ERP Enterprise Group Management-Editionが登場

顧客満足度・パートナー満足度
1位の評価をいただきました。

各種IFRS関連セミナーを開催
好評のうちに終了。今後も随時開催予定。

T o p i c s 企業情報

所有者別株式分布状況
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法制度への

対応も迅速で安心
（IFRS、内部統制）
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55
IFRS導入の有無を問わず、
グループ管理機能を

活用できる

22
担当者のスキルに
依存しない
操作性

33
豊富な製品ラインナップ、

オプションによる
高い業務適合率

POINT

IFRS（International Financial Reporting Standards）とは、世界110カ国以上で採用されている国際会計基準で、日本でも 
早ければ平成27年に上場企業への「適用義務化」が示唆されています。「奉行V ERP Enterprise Group Management-Edition」は、
こうした流れとニーズをいち早く捉えることで、平成23年1月に市場投入を実現させた新製品です。

グループ企業構成［中堅・中小］を意識した
グループ導入を前提としたパッケージモデル
奉行V ERP Enterprise Group Management-Editionの特徴
IFRS導入を検討中のグループ企業では、「決算早期化」「連結決算」「内部統
制」「システム統合の円滑な推進」「コスト削減」など、早期に解決すべき課題
が山積しています。

強制適用までの限られた期間とコストの中で、IFRS導入へのスムーズな
移行を実施するために、最終的なシステム化までを見据えた「実現性のある
プラン」を備えることで、本製品は、企業ごとの難問を解決し早期の導入を
実現させます。

（※） 財務・会計/人事・給与管理/販売・在庫管理の導入シェア
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株主様アンケートが
webからも可能に

株主様アンケートがwebからも簡単に行っていただけるようになりました。
お寄せいただいたご意見は、今後の会社運営の参考として大切に扱わせていただきます。ぜひご利用ください。

http://www.obc.co.jp/

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、

アンケートを実施いたします。

お手数ではございますが、

アンケートへのご協力をお願いいたします。

※本アンケートは、株式会社エーツーメディアの提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。（株式会社エーツーメディアについての詳細　http://www.a2media.co.jp）
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）  MAIL：info@e-kabunushi.com●アンケートのお問い合わせ 「e-株主リサーチ事務局」

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

e-株主リサーチ（オンライン）で、ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝（図書カード
500円）を進呈させていただきます（ハガキでご回答いただいた方は対象とはなりません）

株主の皆様の声をお聞かせください

パターン04-CS   T -60 × Y -178

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

株主さま向けアンケート  声をお聞かせください

Yahoo!、MSN、exciteのサイト内にある検索窓に、
い い か ぶ と4文字入れて検索してください。　いいかぶ 検索検索

ＱＲコード読み取り機能のついた携帯電話をお使いの方は、
右のＱＲコードからもアクセスできます。

携帯電話からも
アクセスできます

空メールにより
URL自動返信

●アンケート実施期間は、本書がお手元に到着してから約2ヶ月間です。

http : //ｗｗｗ.e-kabunushi .com
アクセスコード　4733

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年6月開催

基 準 日
定時株主総会 毎年3月31日
期 末 配 当  毎年3月31日
中間配当金  毎年9月30日
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日

株主名簿管理人および 
特別口座の口座管理機関

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社

株 主 名 簿 管 理 人 
事 務 取 扱 場 所

東京都中央区八重洲二丁目3番1号
住友信託銀行株式会社 証券代行部

（ 郵 便 物 送 付 先 ） 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10
住友信託銀行株式会社 証券代行部

（ 電 話 照 会 先 ）  0120-176-417

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/
service/daiko/index.html

■ 株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について
株主様の口座がある証券会社へお申出ください。なお、証券会社に口座がないた
め特別口座を開設されました株主様は、上記の電話照会先にお願いいたします。

■ 上場株式配当等の支払いに関する通知書について
租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、平成
21年1月以降に当社がお支払いする配当金について、配当金額や源泉徴収税額等
を記載した「支払通知書」を送付することとなりました（同封をしております
「配当金計算書」が「支払通知書」を兼ねております）。なお、「支払通知書」は
株主様が確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただくことができます。

株主メモ IRページが充実！当社IRサイトのご案内

1

2

財務ハイライト　http://www.obc.co. jp/corporate/ ir/highl ight/
四半期ごとの決算情報をもとに、見やすさを工夫。タイムリーにご覧いただけます。

決算のご報告　http://www.obc.co.jp/corporate/ir/release/report.html
有価証券報告書・四半期報告書に掲載された内容をもとに、より充実した情報量・体裁となりました。

IRライブラリー　http://www.obc.co.jp/corporate/ir/library/
有価証券報告書、決算短信等、過去の開示書類をご覧いただけます。また、奉行通信やアナリ
スト向け説明会の内容も、このページから閲覧可能です。
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