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今年で創業56年。2万社超のお客様のＩＴ活用をご支援
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： ＪＢＣＣホールディングス株式会社

： 1964年4月1日

： 47億13百万円

： 2,180名 （有期社員218名含む）

： 12社

： 国内54拠点、海外4拠点（中国・タイ） お
客
様

製品開発製造

シェアードサービス

情報ソリューション

企画・提案 設計・開発・構築 運用・保守・管理

オリジナルソフトウェア/ハードウェア

グループ全体のスタッフ業務

全国展開

中部地区

Web・クラウド

IT運用サービス

中部地区 ※

九州・中国地区

研修サービス

オフショア開発

上海・広州・大連

バンコク

※ 株式会社フィニティ： 2020年4月1日付で、新たにグループに加入

JBグループは「情報ソリューション」「製品開発製造」の２つ

の事業分野で活動しています。また、人事・総務、経理財務

等の各種のスタッフ業務を集約し、グループ内での業務重複

を避け、効率のよい運営を行っています。

● 情報ソリューション

コンサルティングからシステムの開発・構築、運用保守ま

でＩＴ活用をトータルで支援しています。

● 製品開発製造

独自のソフトウェア、クラウドサービス、プリンター等各種

ハードウェアを開発・提供しています。

お客様のIT活用をトータルで支援



これまでも、これからも、お客様に信頼されるベスト・パートナー

ＪＢグループの歩み
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1964年4月に日本ビジネスコン

ピューター（Japan Business 

Computer）株式会社として設立

し、55年以上の実績があります。

自社ブランドのオフィスコンピュー

ターを開発・製造・販売していた

「第1の創業」。日本IBMと資本・

業務提携し、ビジネスの幅を大きく

広げた「第2の創業」。２０００年に

東証一部に上場し、純粋持株会社

体制として新たなスタートを切った

「第3の創業」と、3つの時代を経て、

これからもお客様に信頼される

パートナーとして、常にお客様に寄

り添い、お客様の成長をご支援して

いきます。

第１の創業 第２の創業 第３の創業 未来へ

自社ブランドを確立・展開 日本ＩＢＭのパートナーとして
ビジネス基盤を強化

純粋持株会社体制へ移行
ビジネスをさらに拡大

１９６４ １９８３ ２００６ ２０２０

１９６４年に日本ビジネスコン

ピューター株式会社を設立。日

本初、漢字処理ができるオフィ

スコンピューター「ＪＢＣシステム

-1漢字」等のオリジナル製品を

開発・製造・販売。

１９８３年に最新テクノロジーの活

用をねらいとして、日本ＩＢＭと資

本・業務提携。１９９９年に東証二

部に上場、２０００年に東証一部

に市場変更し、ビジネスの基盤

を強化。

２００６年に純粋持株会社ＪＢＣＣ

ホールディングスとして、各事業

会社の個性や特長の明確化を図

り、連携して付加価値の高いソ

リューションを提供できる体制へ

と移行。

これまでも
そして

これからも

お客様に信頼される
パートナーとして

一緒に歩んでいきます

２０２０年創立５６周年



中堅企業を中心に大企業まで、幅広い業種のお客様のＩＴ活用をご支援

主なお客様

地域別社数 構成比情報ソリューション分野では、中堅

企業を中心に、大企業まで幅広く

お客様を支援しています。

業種では、製造業、卸売・小売業、

サービス業を中心に、金融や公共、

医療分野等のお客様の課題を解

決するソリューションやサービスの

提案しています。
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年商別社数 構成比

業種別社数 構成比

従業員数別社数 構成比

※ ＪＢグループの中核事業会社であるＪＢＣＣ株式会社のお客様状況（2019年3月期）

東日本
53.5%

中部
20.1%

西日本
26.4%

10億円
未満
16.1%

10～100億円
未満
28.9%

100～500億円
未満
39.5%

500億円
以上
15.5%

製造業
33.4%

卸売・小売業
飲食店
29.3%

サービス業
23.3%

100名
未満
38.7%

100～500名
未満
40.4%

1,000名
以上
11.2%

500～1,000名
未満
9.7%

4

東日本のお客様が過半

年商10～500億円未満の
お客様が多い
約7割

製造業、卸売・小売業、
サービス業が大多数。

サービス業以降は下記業種

運輸・通信業
金融・保険業
建設業
不動産業
その他

5.7%
4.3%
2.5%
1.2%
0.3%

従業員数500名未満の
お客様が多い
約8割



パートナー各社と連携し、お客様ごとに最適なソリューションをご提供

協業パートナー、受賞歴

クラウドやシステム開発、セキュリ

ティの他、ハードウェアやヘルスケ

ア等、各分野でリーダーシップを持

つ企業と連携・協業しています。

独立系ＩＴ企業として、メーカー等に

こだわらず、お客様ごとに最適なソ

リューション、最新のソリューション

を組み合わせ、ご提案しています。

ＪＢグループはこれらの企業からも

パートナーとして認定されており、そ

の実績、先進的な取り組み等から、

毎年多くの賞を受賞しています。
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サイボウズ株式会社 ジェネクサス・ジャパン株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社パロアルトネットワークス株式会社

クラウド

製品セキュリティ

システム開発

サイボウズ社の業務改善クラ

ウドプラットフォーム「kintone」

ビジネスへの先進的な取り組

みを評価されました。

[2020年4月]

Excellence Business Partner Award 2020 受賞 [ＪＢＣＣ]

ハードウェア販売に加え、ＡＩ

やアナリティクス（データ分析

や活用）ビジネスを強力に推

進したことを評価されました。

[2020年2月]

2019 JAPAN Fast Growth Partner of the Year 受賞
[ＪＢＣＣ]

2019 JAPAN Fast Growth Partner of the Year 受賞 [ＪＢＣＣ]Cybozu Award 2020 特別賞 受賞 [ＪＢＣＣ]

エンドポイントセキュリティビジネス

を中心に、パロアルトネットワークス

社の2019年度日本で最も成長した

パートナーとして表彰されました。

[2019年8月]

開発ツール「GeneXus」を活用した超

高速開発を推進するとともに、日本

におけるGeneXus製品のプロモー

ション活動を評価されました。

[2019年9月]



ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）を推進する７つの成長事業

７つの注力事業 － ＷＩＬＤ７
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ＪＢグループの中期経営計画

（2020年度まで）の「Transform 

2020」では、注力事業として７つ

の事業を定義しています。ＷＩＬＤ７

と名付けたこれらの成長分野は、お

客様のデジタル変革に貢献する高

付加価値ソリューションであり、中

期経営計画の中核となる戦略です。

お客様に高い付加価値をお届けで

きるＷＩＬＤ７に注力し、全事業に占

める割合を増やすことで、利益率を

押し上げ、継続して安定したグルー

プ経営を図っていきます。
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クラウド
ビジネスのベースとなるクラウド環境
を運用、提供する他、RPA、AI等を活
用し、企業の成長を支援します。

セキュリティ
クラウドからオンプレミスまで、最適な
サービスを組み合わせ、お客様のシス
テム環境を全方位で守ります。

New SI
独自のアジャイル開発手法やクラウド
ネイティブ開発手法等、素早く変化に
柔軟なシステム開発を実現します。

ヘルスケア
電子カルテ・医事会計を中心に、パー
トナー各社と連携し、予防・医療・介護
の分野のＩＴ活用を推進しています。

ＪＢソフトウェア
独自のソフトウェアの開発の他、クラウ
ドやＩｏＴ、ロボット等、先進技術に取り
組み、新たな価値の創造を目指します。

クラウド

セキュリティ

ヘルスケア

New SI

ＪＢソフトウェア

人財育成サービス
新人/階層研修のみならず、自ら学び、
時代の変化に対応できる次世代の人
財育成にも取り組んでいます。

３Ｄ事業
３Ｄプリンターの販売・保守だけでなく、
新たなソリューションの提供や技術者
の教育・育成にも取り組んでいます。

人財育成サービス

３Ｄ事業



売上高、営業利益ともに前年比２桁成長を達成、中期経営計画 （2017～2020年度） 前倒し達成

財務情報 － 2019年度 決算ハイライト
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第５６期（2020年３月期）決算は、

システム開発（SI）、サービスおよ

びシステムで構成される情報ソ

リューション分野が好調に推移し、

２度の上方修正の実施を経て、売

上高は前年比＋11.4%、営業利益

においては前年比＋３１．６％と、と

もに２桁成長を達成しました。

２０１７年度から２０２０年度までの

中期経営計画での目標値を一年

前倒しで達成しました。

※2019年度、２度の上方修正を実施

2019/7/30

2020/1/30

656億円

売 上 高

営 業 利 益

34億円

（＋11.4%）

（＋31.6%）
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ＪＢＣＣホールディングス株式会社 広報・グループマーケティング発行

Twitter
https://twitter.com/jbcchd/

Youtube
https://www.youtube.com/jbcchd/

HP
https://www.jbcchd.co.jp/

Facebook
https://www.facebook.com/jbcchd/


