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ＪＢＣＣホールディングス株式会社
代表取締役社長

東 上 　 征 司

株主の皆様には、平素より格別のご愛顧ご支援を賜り、厚く御礼申し
上げます。

ここに当社の2020年3月期（2019年4月1日〜2020年3月31日）の事
業概況をご報告申し上げます。

当連結会計年度は、4ヵ年の中期経営計画「Transform2020」3年目
にあたり、クラウドサービス、セキュリティサービスやNew SI（新しい手
法によるシステム開発）等の戦略的注力分野が順調に伸長いたしました。
さらに、SI及びサービスの受注も極めて高い水準で推移し、当グループの
業績は好調に推移いたしました。この結果、売上高65,618百万円（前年比
11.4％増）、営業利益3,461百万円（前年比31.6％増）、経常利益3,606百
万円（前年比31.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,951百万円（前
年比9.5％増）となり、中期経営計画を一年前倒しで達成しております。

年間配当につきましては前年度の46円から50円と増配、さらには、
自己株式取得875百万円も実施し、ご支援を賜った株主の皆様への利益
還元を行っております。

今後の見通しにつきましては、当社の主なお客様である中堅企業のIT投
資は引き続き伸長するものと予想しておりましたが、新型コロナウイルス
感染症拡大による緊急事態宣言の発出と宣言期間の延長やそれに伴う経済
活動の停滞等によりお客様のIT投資計画の延期、中止や景況感の悪化が見
込まれており、先行きは一層不透明な状況となっております。

当社といたしましては、引き続きお客様のデジタルトランスフォーメー
ションの支援を推進していくため、7つの成長事業「WILD7」の強化・
拡大を着実に進めていくことに加え、技術力の強化及び働き方改革のさら
なる推進にも取り組んでまいります。

株主の皆様にはより一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し
上げます。

代表取締役社長 ご挨拶
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第56期（2020年3月期）決算は、システム開発
（SI）、サービス及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2桁成長を達
成いたしました。

1株当たり配当金も、記念配当10円を加えた昨
年度実績46円と比較しても+4円となり、年間配
当50円と過去最高の配当となりました。

また、主な経営指標として、売上高営業利益率は、
対前年+0.8%ポイントと順調に伸長しています。
そして、自己資本利益率（ROE）12.4%及び1株
当たり当期純利益119.8円は、2期連続で過去最
高の結果となっています。

売上高、営業利益ともに
前年比2桁成長達成

1株当たり当期純利益、ROE
2年連続過去最高

中期経営計画
前倒し達成

2019年3月期 2020年3月期 対前年
売上高営業利益率 4.5％ 5.3% +0.8％pt
自己資本利益率（ROE） 11.6％ 12.4% +0.8％pt
1株当たり当期純利益 106.4円 119.8円 +13.4円
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記念配当1株当たり配当金

2017/32016/3 2018/3 2019/3 2020/3

前年比
+4円

1株当たり配当金（円）

売上高（億円）

営業利益（億円）

1株当たり配当金（円）

主な経営指標

861 631
（*563） 588 656832

ディストリビューション 製品開発製造 情報ソリューション

2017/32016/3 2018/3 2019/3 2020/3

前年比
+11.4%

（*ディストリビューション事業を除く2018年3月期売上高）

決算ハイライト
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科目
前連結会計年度
2018年4月 1 日から
2019年3月31日まで

当連結会計年度
2019年4月 1 日から
2020年3月31日まで

売上高 58,899 65,618
売上原価 41,927 47,153
売上総利益 16,972 18,464

販売費及び一般管理費 14,340 15,003
営業利益 2,631 3,461

営業外収益 298 273
営業外費用 190 128
経常利益 2,738 3,606

特別利益 28 -
特別損失 - 425
税金等調整前当期純利益 2,767 3,181

法人税、住民税及び事業税 1,116 1,189
法人税等調整額 △133 38
当期純利益 1,784 1,953

非支配株主に帰属する当期純利益 2 2
親会社株主に帰属する当期純利益 1,782 1,951

連結損益計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

科目
前連結会計年度
2018年4月 1 日から
2019年3月31日まで

当連結会計年度
2019年4月 1 日から
2020年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,837 3,216
投資活動によるキャッシュ・フロー △178 98
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,194 △1,368
現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 454 1,948
現金及び現金同等物の期首残高 7,042 7,496
現金及び現金同等物の期末残高 7,496 9,444

連結貸借対照表 （単位:百万円、端数切捨て） （単位:百万円、端数切捨て）

（単位:百万円、端数切捨て）

科目 前連結会計年度
2019年3月31日

当連結会計年度
2020年3月31日

資産の部
流動資産 23,597 27,181
　現金及び預金 7,648 9,605
　受取手形及び売掛金 12,369 10,995
　商品及び製品 1,569 1,418
　仕掛品 310 414
　原材料及び貯蔵品 351 298
　その他 1,347 4,447
固定資産 10,003 9,915
　有形固定資産 1,977 2,290
　無形固定資産 578 539
　投資その他の資産 7,447 7,086

資産合計 33,600 37,097
負債の部

流動負債 13,394 13,001
　支払手形及び買掛金 5,256 4,587
　短期借入金 356 330
　リース債務 65 211
　その他 7,715 7,872
固定負債 4,452 8,345
　リース債務 93 497
　退職給付に係る負債 3,761 7,026
　その他 597 820

負債合計 17,846 21,346
純資産の部

株主資本 15,253 15,507
　資本金 4,713 4,713
　資本剰余金 4,885 4,905
　利益剰余金 6,823 7,899
　自己株式 △1,169 △2,011
その他の包括利益累計額 481 222
　その他有価証券評価差額金 918 562
　為替換算調整勘定 △1 △1
　退職給付に係る調整累計額 △435 △338
非支配株主持分 18 20

純資産合計 15,753 15,750
負債・純資産合計 33,600 37,097

財務活動による資金の減少は、主に、配当金の支払い8億
75百万円、自己株式の取得による支出8億75百万円により、
13億68百万円となりました。

営業活動による資金の増加は、当期は税金等調整前当期純
利益31億81百万円、退職給付に係る負債の増加28億56百万
円、売上債権の減少13億51百万円等により、32億16百万円と
なりました。

https://www.jbcchd.co.jp/ir/library/ JBCCHD ＩＲ 決算短信 検索当期連結決算の詳細は当社ホームページ
〔ＩＲ資料室（決算短信）〕に掲載しています。

1

自己株式／財務活動によるキャッシュ・フロー1 営業活動によるキャッシュ・フロー2

1

2

財務の状況
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システム開発（SI）及びサービスの受注状況は極めて堅調
であり、受注高及び受注残高は、前年度に続き好調に推移
しています。
▍ SIは、引き続きNew SIに注力し、超高速開発案件やサイ

ボウズ社のクラウド型開発プラットフォーム（kintone）
を活用した脱紙・脱EXCELを実現する業務改善アプリケー
ション開発等のクラウドネイティブ案件が伸長しました。
とりわけ、当グループ独自のＪＢＣＣアジャイル開発の
手法による超高速開発案件において、お客様の基幹シス
テムに関連する開発案件が着実に増えてきています。

▍ サービスは、企業ニーズの高まりにより、セキュリティ
及びクラウド関連サービスが順調に伸長いたしました。

▍ システムは、付加価値の高いビジネスとして、仮想化等
の次世代プラットフォーム関連ビジネスの強化を進めて
います。また、Windows10への更新のビジネスが好調
に推移し、システムのビジネス拡大に寄与しました。

当グループ独自のソフトウェア及びプリンター等の情報機器
の開発・製造・販売を行っています。
▍ ＪＢソフトウェアは、パートナー経由の販売を中心に、売上

が伸長しました。また、ＪＢＡＴが開発・運用するクラウド
基盤「Qanat Universe」を活用する形で、オービックビ
ジネスコンサルタント社と共に「奉行クラウドApp 
Connect」の提供を始める等、各種パートナー協業を推進
しました。

▍ 一方、インパクトプリンターを中心とするハードウェア
は、企業ニーズの減少により、計画通りの減少となりま
した。

売上総利益売上高

2019年3月期

売上総利益売上高

2020年3月期
（億円）■SI（システム開発）　■サービス　■システム

203

251

177

36
75

58

632

183

233

147

564

170

39
64
50
154

売上高
+12.1%

売上総利益
+10.2%

23

14

24

15

売上総利益売上高 売上総利益売上高

2020年3月期2019年3月期

売上高
-3.8%

売上総利益
-5.6%

（億円）

情報ソリューション分野

製品開発製造分野

事業分野別ビジネス概況
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当社の中期経営計画（2020年度まで）の「Transform2020」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。

WILD7事業分野は、お客様に高い価値を
お届けできるソリューションです。WILD7事
業に注力し全事業に占める割合を増やすこと
により、利益を押し上げることができます。

中期経営計画初年度（2018年3月期）から
順調に推移を重ね、2020年3月期は、前年度
から売上高は＋30.2％、売上総利益は＋25.0%
伸長いたしました。

人財育成
サービス

クラウド
サービス

セキュリティ
サービス

ヘルスケア

New SI

3D事業

ＪＢ
ソフトウェア

（億円）

185
（28%）

65
（35%）

116
（18%）

38
（23%） 52

（31%）

142
（24%）

売上総利益 （％）連結数値に占める割合売上高

2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期

WILD7進捗状況

WILD7 ビジネス状況

7つの注力事業

5



生 徒 数：11万人超
全統模試：308万人

・ 生徒の多様化
・ 新大学受験制度への対応
 （2020年度）

11万人超の生徒が学び、模擬試験では年間延べ受験者数が300万人を超える河合塾様では、少子高齢化と人口減、大学
受験制度刷新といった社会情勢の中、よりお客様へのサービスを向上させていくという命題があります。そのひとつに、大学
受験科生(高卒生)、小中学生や現役高校生、さらには社会人などから、複雑にみえるレベル別目的別などの講座申込など
を、わかりやすくしてほしい、という声もあがっていました。

そこで、河合塾様では、従来の受付システムを、柔軟かつ利便性の高い仕組みに刷新することに取り組むことになりました。
ＪＢＣＣは、これまでの膨大な基幹業務システム構築の経験から、まず河合塾様と合同で、『グランド・デザイン・セッ

ション』を実施し、将来を見据えたITシステムのあるべき姿を描きました。その結果、環境や事業変化に伴う、機能拡張が
迅速に対応できるそのデザインをベースに、ＪＢＣＣアジャイル開発という手法を用い、当該システムに求められる機能を
確実に把握した上で、従来の手法に比べ、三分の一の期間で高速開発を実現しました。この結果、河合塾様では、幅広い
層の多くの生徒に対し、個々の興味と目標に応じて、多種多彩な講座を提供できる基盤を整備し、販売戦略に対応した
商品を柔軟に提供できるようになりました。ＪＢＣＣは、これからも河合塾様のベストパートナーとして、教育環境を広げ
ていきたいと考えております。

FAX…
TEL…
Web…

複数ID…
サポート切れOS…

BEFORE AFTER

高速開発で受講申込み・受付システムを刷新お客様事例：New SI

硬直した受付業務

老朽化した
受付システム

教育事業
お客様概要

製品戦略/価格戦略
チャネル戦略/プロモーション戦略

グランド・デザイン・セッション

各戦略への柔軟な対応 業務フロー見直し
システム機能の見直し

業務再構築

Web受付統一化ＧｅｎｅＸｕｓによる大規模短納期開発
基幹業務開発実績

ＪＢＣＣアジャイル開発

スピード開発

柔軟性
拡張性

運用効率

柔軟性 業務効率
UP

開発工数
1／3

WILD7 事例
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当社中期経営計画「Transform2020」最終年にあたる2021年3月期は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
経済活動の停滞等により、お客様のIT投資計画の延期、中止や景況感の悪化が見込まれており、先行きは一層
不透明な状況となってきております。当社としては、引き続きお客様のデジタルトランスフォーメーションの支援
を推進していくため、付加価値の高い７つの成長事業「WILD7」の強化・拡大を着実に進めていきます。

実績値中期計画値

630 631 573 588 585
656 600 550

2019年3月期2018年3月期 2021年3月期2020年3月期

中期計画値
前倒し達成

新型コロナウイルス
感染症拡大による影響

実績値中期計画値

19 20 21
26 24

34
27

17

2019年3月期2018年3月期 2021年3月期2020年3月期

中期計画値
前倒し達成

新型コロナウイルス
感染症拡大による影響

売上高（億円）

営業利益（億円）

中期経営計画進捗状況
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Web会議システムを利用し、2,000名超のグループ･キックオフ
ミーティングをオンライン開催。86名の新入社員全員を含め、約
1,000名のテレワーク中の社員も自宅等からインターネットで参加
しました。

新年度スタートのＪＢグループ・キックオフミーティングをオンラインで実施

｢安否確認システム｣による管理
●  社員の日々の健康状態を確認･徹底

社員相談窓口の設置
●  就業環境や生活などに関する相談窓口を設置

『新入社員研修 応援プログラム』（ｉ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ）
小さな学習の積み重ねで効率的に成果を上げる学習方法「マイラ」の無償提供(4/末まで)
kintone用プラグインセット『ATTAZoo+（アッタゾープラス）』（ＪＢＡＴ）
サイボウズ社のkintoneをより便利に使いやすくする機能拡張用のソフトウェア

「ATTAZoo+」を医療、行政、教育機関向けに無償提供（9/末まで）

テレワークの推進
●  全社員が在宅テレワークでの業務が行える環境を整備
  複数のコミュニケーションツール（Zoom/Teams/Webex, etc.）の導入･活用
●  お客様への訪問を当面控え、お打ち合わせもリモートで実施
●  ＪＢグループ開催イベントのWebセミナーへの全面切替え

出勤者のいない蒲田事業所の様子

Zoomでのキックオフ開催

このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様には謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も
早いご快復を心よりお祈り申し上げます。

当グループでは、2020年4月7日に、政府より特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されたことを受け、
BCP（事業継続計画）に基づき、事業継続リスクへの対応力強化に努めております。感染拡大防止のため、 
お客様や社員の安全を最優先として対応を進めております。

『テレワーク日報』『出勤申請』アプリ（ＪＢＣＣ）
テレワークでの業務報告や出勤許可申請、コミュニケーション促進に活用できるkintone
アプリの無償提供

お客様特別対応の実施 
ＪＢグループでは、IT企業として貢献できることとして、以下のお客様への支援策を発表しました。

社員の安全対策

新型コロナウイルス感染症への対応
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私は妊娠期間中に安静を要する状態となった
ため、数か月在宅でのテレワークを実施し、出産
と同時に2人で育児休暇を取得しました。

復帰時は、時短勤務ではなく、フルタイム勤務
を選択。代わりに、0歳児の養育中は、休憩時間を追加で1時間取得できる制度を利用し、通常より

1時間早く退社していました。幸い、出産前後は、2人とも同じ事業部に所属していたため、仕事面でのお互いの
忙しさは把握できる環境にありました。また、妊娠・出産・育児を通じて必要な入退院や定期健診なども仕事と
同じようにスケジュール管理を行い、夫婦間のコミュニケーションはとてもスムーズにできたと思います。そして、
子供が保育園に通う現在まで、家事・育児のスキルに夫婦で差がでないように意識しています。これにより、どちら
かが出張で留守にしても不便を感じることは全くありません。

私自身は、男性が育児休暇を取得することが特別なこと
だというイメージは持っていません。里帰り出産せず、2
人で育児をがんばろうと決めた際に、自然に、それなら自
分も育児休暇を取得しようと思いました。

当時、SI事業部では既に、男性の育児休暇取得の前例も
あり、女性も育児休暇から、復帰して働く文化も根付いていましたし、
上司や同僚の理解が得られる状況にあったことも、大きな要因ではあった
かと思います。ただ、世間的にはまだまだ普及率は低いようで、両親や友人、また病院や区役所でも、男性の育児
休暇取得は、すごいね！と珍しがられることが多いです。

ＪＢＣＣ テクノロジー推進　長
は せ べ

谷部　可
か

奈
な

さん (戸籍姓：杉本)

ＪＢＣＣ S I 事業部　杉
すぎもと

本　慎
し ん や

也さん

ご夫婦でＪＢＣＣで働き、お二人とも育児休暇を取得された 杉本さん/長谷部さん夫妻にお話を伺いました。

お2人で協力して仕事と育児を両立させるため、
何か制度を利用したり、工夫をされていますか？Q

男性の育児休暇取得率はまだまだ低いのが現実ですが、
そんな中、取得を選択する決め手は何かあったのでしょうか？Q

慎也さん手作りの常備菜

働き方改革の実践社員が語る
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ＪＢＡＴ パートナービジネス営業　増
ま す だ

田　千
ち ひ ろ

紘さん

ＪＢグループでは、CS（Customer Satisfaction 顧客満足度）の向上に取り組む活動を部門ごとにチームを組んで
行っています。年に1度開催される、CS活動グループ発表会は、その活動成果を発表するコンテストで、2020年
2月に開催され、それぞれの事業会社での予選を勝ち抜いた、合計10チームが出場し、成果を競いました。
社員が投票して優勝チームを決める全社員参加型イベントです。

私は、優勝チームであるＪＢＡＴのマーケティングチームの一員として、
「お客様とさらにつながるマーケティングチームになる」をテーマに、自社の
ホームページをよりお客様目線に沿ったものとするため、お客様導入事例の
充実や製品説明を改善し分かりやすくするといった活動を行いました。また、
自社開発データ連携ソフトを活用し、ホームページから頂いたお客様からの
お問い合わせを社内共有データベースに即時に登録することで、チームで迅速
に対応できる仕組みも作っています。私は、入社1年目ですので、このCS活動
を通じて製品への理解が深まり、今後お客様の立場に立った提案をすること
に役立てていけると思います。

このCS活動グループ発表会は、約2,000人の全グループ社員が参加する催
しのため、大勢の前で発表することは、私にとっては大変緊張もしましたし、
チャレンジではありましたが、結果、皆さんに広く顔を覚えてもらうことができ、
今後の仕事を進める上でも良いつながりができたと思っています。これを機会に
他事業会社の社員の方々と仕事の上での連携が実現できたら嬉しいです。

入社1年目で、優勝という成功体験を積めたことで、自信がつき成長できた
と感じました。次に入ってくる新入社員にも、お客様の為に自信をもってこの
活動に臨んで欲しいと思います。

入社1年目でプレゼンターを務め、見事優勝を勝ち取った増田さんにお話を伺いました。

発表中のチームを
応援。社員がリアル
タイムで多くのコメ
ントと “いいね” で
盛り上げました。

全国の掲示板に掲
載されたQRコードを
用いて、スマートフォン
などから社員自ら投
票します。

優勝チーム表彰時のコメントの様子

活動発表の様子

お客様満足度の向上のために社員が語る
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JEDI（ジェダイ）プロジェクトは、JBgroup Excellent Developer Initiative
の略で、コンテナ技術と呼ばれる最新技術に習熟した高度な技術者 “ジェダイ”
を育成し、ＪＢグループが技術力トップクラスであるとお客様に認知いただくた
めの技術者育成プロジェクトです。
「JEDIアカデミー」を開校し、技術者養成を開始。コンテナスキル保有者、実践

経験技術者を育成し、次世代のサービスビジネス確立に技術力で貢献することを
目指して活動しています。

“コンテナ技術” とは、ITシステムや業務アプリケーションを機能別に部品化する
技術です。1）コンパクト 2）共通規格 3）移動が簡単（どこでも動く）という特徴
を持つことから、“コンテナ” と命名されました。

この “機能の部品化” により、お客様の業務ニーズに合わせ、それぞれの機能
別コンテナを組み合わせるだけで、お客様に最適なアプリケーションを提供する
ことができます。

ＪＢグループは、コンテナ技術でトップクラスを目指しています。

デザイン 開発サービス 運用・保守サービス

従来の何倍もの “超高速開発” で
素早くお客様のビジネス・ニーズを実現し、競合他社をリード

経験豊富な業界最先端のコンテナ技術者が、
システム開発の初期段階から運用段階まで一気通貫でリードすることにより、
お客様はビジネスに集中し、ビジネス・スピードを加速させることが可能に

JEDIアカデミーの様子

ＪＢグループのコンテナ技術がお客様にもたらす価値

JEDIプロジェクト

技術力トップクラスを目指して
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2019年度は、AIやVR、IoT、ビッグデータ等の最新技術を研究する15チームが活動しました。うち、5チームが
優秀チームとして、全社員参加型の投票で選ばれました。

P-EGG（ピーエッグ）は、「Pikaichi Engineer Group」の略で、テクノロジーを未来のビジネスにつなげる
ことを目的にしたＪＢグループ有志の技術者によるコミュニティ活動です。

No. カテゴリ チーム 活動説明

1
AI

（人工知能）

AI初めの一歩
PythonでAI（機械学習/ディープラーニング）

AIのニーズや課題を解決する感覚を身に着け、実案件
に適用

2 Amazon Personalize
数式なしで、お手軽AIレコメンド機能

AWSの最新サービスを実際に利用し、AIの活用事例と
してショーケース化

3
AI+α

（IoT:モノのインターネット）

DeepRacerで強化学習を学び隊
AWS DeepRacerリーグ（自動ラジコン運転）で完走 強化学習モデルのお客様業務への適合研究

4 CharIoT
自転車 de IoT:自転車をカメラやセンサーでIoT化

IoT、画像判別のAI、クラウドネイティブ開発の仕組み、
技術を理解

5 VR
（仮想現実）

OculusでGO!
VRアプリの開発・実装

VR技術を調査して知見を深め、VR開発手法を習得、
アプリ開発

私たちのチームでは、自転車に取り付けたカメラやセンサーから得られる走行データや状況
画像と、ライダーが身に付けたセンサーから得られる血圧や心拍数などのバイタルデータを 
クラウド上に集約し、AIの技術のひとつである機械学習により分析を行い可視化する、という
活動を行いました。

今回の活動で得た経験を基に、モノに埋め込まれたセンサーで集められる膨大な量のデータ
をこれまでの経験や勘に頼るのではなく、人工知能の技術を使い解析することにより、機械の
故障発生の可能性や時期を高い精度で予測することなどに応用ができるようになるのではない
かと考えております。

IoTの研究に取り組んだ「CharIoT」チームの活動をご紹介します。

ＪＢＣＣ SI事業部

新
あ ら や

谷　純
じゅんいち

一さん

技術力を高め、
自ら新テクノロジーに挑戦する

文化をつくる

P-EGG活動目標 エンジニア目線での目標
目指すエンジニア像

自ら成長できるプロフェッショナルな
エンジニアになろう
⃝  自ら考え、挑戦し、試そう
⃝  外部にも積極的に出て、知見を広げよう
⃝  手を動かし、新しい技術を修得しよう

高い
技術力

チャレンジ
精神 影響力

P-EGG
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　今後の経営やＩＲ活動に反映させていただくため「株主様アンケート」を
実施いたします。
　当株主通信に同封の「株主様アンケートハガキ」もしくは、当社ホームページよ
りご回答ください。
　ご回答いただきました方の中より、抽選で200名様にQUOカード（1,000
円分）を進呈いたします。何卒、ご協力をお願い申し上げます。
※  お寄せいただいた情報は、当アンケート以外の目的には使用いたしません。

同封の株主様アンケートにご協力ください。

ＪＢグループでは、CSRに対する基本的な考え方や取り組みなどを、ステーク
ホルダーの皆様にわかりやすくご理解いただくために、毎年CSRレポートを発行
しています。
「ＪＢグループCSRレポート2020」では、2019年度に整理した私たちの事業

がSDGsゴールにどのように貢献できるかなど、さまざまな活動をご紹介してい
ます。Webサイトで公開しておりますので、ぜひご覧ください。

東日本大震災の被災地である宮城県岩沼市には、「鎮守の森のプロジェクト」の活動を通じ、継続して支援して
きました。2019年度には、岩沼市へのふるさと納税も実施し、「みんなで盛り上げる東日本大震災の復興シンボル

「千年希望の丘」プロジェクト」に活用いただきました。

「ＪＢグループCSRレポート2020」を発行

被災地　岩沼市に寄付（企業版ふるさと納税）

https://www.jbcchd.co.jp/ir2020/

ＪＢグループは、グローバルに事業
を行う企業体の一つとして、2030年に

向けた持続可能な開発に関する17の目標
と169のターゲットを定め、国連で採択

された「持続可能な開発目標（SDGs）」
の達成に寄与することを意識して取り

組みを推進しています。

https://www.jbcchd.co.jp/
csr/digital_report/2020/

持続可能な開発目標 SDGs
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株主数

株主数

（100.0％）
7,158名

株式数

株式数

（100.0％）
17,773千株

大株主（上位10位）

■金融商品取引業者 289千株 （1.62%）
■外国法人等 2,057千株（11.58%）
■金融機関 4,274千株（24.05%）
■その他の法人 1,097千株 （6.17%）
■個人・その他 10,056千株（56.58%）

■金融商品取引業者 33名 （0.46%）
■外国法人等 90名 （1.26%）
■金融機関 28名 （0.39%）
■その他の法人 72名 （1.01%）
■個人・その他 6,935名（96.88%）

順位 株主名
所有株式数

千株 ％
1 Ｊ Ｂ グ ル ー プ 社 員 持 株 会 1,240 7.75
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,145 7.16
3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,071 6.69
4 富 国 生 命 保 険 相 互 会 社 614 3.84
5 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 272 1.70
6 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 237 1.48
7 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 208 1.30
8 谷 口 君 代 200 1.25
8 明 治 電 機 工 業 株 式 会 社 200 1.25
8 安 田 倉 庫 株 式 会 社 200 1.25

（注1）  上記には、当社名義の自己株式1,765千株は含まれておりません。
（注2）  上記の比率は「発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所

有株式数の割合」です。

会社概要（2020年3月31日現在）

役　　員（2020年6月19日現在）

株式の状況（2020年3月31日現在）

所有者別株式分布状況（2020年3月31日現在）

発行可能株式総数 86,000,000株
発行済株式の総数 17,773,743株
株主数 7,158名

社 名 ＪＢＣＣホールディングス株式会社
（JBCC Holdings Inc.）

本 社 所 在 地 〒144-8721 
東京都大田区蒲田5-37-1
ニッセイ アロマ スクエア

設 立 年 月 日 1964年4月1日

資 本 金 47億1,375万円

グ ル ー プ 社 員 数 1,822名
（別途有期社員:218名）

取 締 役 会 長 山　田　隆　司

代 表 取 締 役 社 長 東　上　征　司

取 締 役 三　星　義　明

高　橋　保　時

吉　松　正　三

長谷川　礼　司（社外）

井　戸　　　潔（社外）

取締役監査等委員 谷　口　　　卓（常勤）

今　村　昭　文（社外）

渡　辺　善　子（社外）

会社概要・株式情報

14



決算などの財務情報に関するご質問は
0120−887−652　受付時間9:00〜17:00（土・日・祝日除く）

eｰmail:ir@jbcc.co.jp

決算などの財務内容、プレスリリースなどを
紹介しています。ご質問、ご意見などを 
お寄せいただくコーナーもございます。
URL https://www.jbcchd.co.jp/ir/

定時株主総会や機関投資家向け決算説明会
の動画に加え、個人投資家向けイベントで
の会社説明など、当社経営者のメッセージ動
画を配信しています。

動画配信

▍株主メモ
事 業 年 度 4月1日〜翌年3月31日
期 末 配 当 金
受領株主確定日 3月31日

中 間 配 当 金
受領株主確定日 9月30日

定 時 株 主 総 会 毎年6月に開催
株主名簿管理人
特 別 口 座
口 座 管 理 機 関

三菱UFJ信託銀行株式会社

株券電子化後、配当金の口座振込のご指定は配当金振込指定書を各口座管理機関（証券会社など）を経由してお届けいただくこととなりました。振込
指定の詳しいお手続きにつきましては、お取り引きのある口座管理機関にお問い合わせください。お知らせ

公式Facebook

https://www.facebook.com/jbcchd

公式Twitter

https://twitter.com/jbcchd

YouTube
ＪＢグループチャンネル
https://www.youtube.com/jbcchd

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1−1
電話 0120-232-711（通話料無料）
電話 042-204-0303（通話料有料）
受付時間9:00〜17:00（土・日・祝日等を除く）
郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

上場証券取引所 東京証券取引所
公 告 掲 載URL https://www.jbcchd.co.jp/

（ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない
事由が生じた時には、日本経済新聞に公告いたします。）

ホームページをご活用ください。

当社ホームページの「ＩＲニュース」などに
掲載された各種新着情報を、メールでご案内
しています。

「株主・投資家情報」左メニューの 
「ＩＲメール配信サービス」よりご登録
ください。

ＩＲメール配信サービスの
ご案内無料

ソーシャルメディアを活用し、情報をお届けしています。

URL https://www.jbcchd.co.jp/ir/library/movie/

ご登録は
こちら

https://www.jbcchd.co.jp/ir/
https://www.facebook.com/jbcchd
https://twitter.com/jbcchd
https://www.youtube.com/jbcchd
https://www.jbcchd.co.jp/
https://www.jbcchd.co.jp/ir/library/movie/
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