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沿革と拠点

1987年 工場システム化支援事業開始

1989年 独SAP本社との提携交渉開始

1991年 国内初となるSAP社との

パートナー契約締結

1993年 国内初となるERPシステム導入

プロジェクト実施

1996年 MCFrameリリース

(国内) 本社 (東京都千代田区)、関西支店 (大阪市)、中部営業所 (名古屋市)

ビジネスシステムサービス株式会社

(米国) Business Engineering America, Inc.

(中国) 畢恩吉商務信息系統工程 (上海) 有限公司

(タイ) Toyo Business Engineering（Thailand）Co., Ltd.

(インドネシア) PT. Toyo Business Engineering Indonesia

(シンガポール) Toyo Business Engineering Singapore Pte. Ltd.

1999年 東洋ビジネスエンジニアリング 分社、独立

2001年 株式上場（JASDAQ）

2003年 東洋ビジネスシステムサービス設立

（現：ビジネスシステムサービス）

2007年 A.S.I.A.（現：mcframe GA）事業を統合

2013年 東証二部上場

2014年 東証一部上場

2017年 Toyo Business Engineering U.S.A. 設立

（現：Business Engineering America, Inc.）

2019年 ビジネスエンジニアリング株式会社へ商号変更

東洋エンジニアリング株式会社 時代



B-EN-Gの事業内容
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B-EN-Gのビジネス

製造業に対する豊富な知見を活かし、「ものづくりのためのIT」を提供

基幹システム
導入

SAPを始めとするERPを中心とした
基幹システムを、

製造業のお客様を中心に導入

自社開発
パッケージ

製造業の現場に対する
システム導入の知見を
活かした自社開発
パッケージの提供

システム
サポート

プロジェクトのノウハウを
適用した導入後の
システムサポート

基幹強化
ソリューショ
ンの提供

基幹システムを強化する
ソリューションの提供

グローバル
支援

豊富な実績で
日系製造業の
海外展開を支援



３つの事業セグメント
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プロダクト事業

mcframe のライセンス販売

および

mcframe を中心としたSI

システムサポート事業
運用・保守サービス／システム開発

ソリューション事業

SAPを始めとする他社製の

パッケージ製品をベースとした

SI

⚫ 製造業に関する豊富な知識と経験に基づくシステムインテグレーション
⚫ 長年のノウハウを注いで自社開発した、高い利益率のライセンス販売
⚫ 納入後のシステムを活用する運用保守サービス

21年3月期 売上構成 (17,855百万円)

プロダクト事業

システムサポート事業

ソリューション事業

( ライセンス販売 16.0%)

29.4%

68.4%

2.2%

３事業セグメントで提供
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ソリューション事業

51

45

45
36

29

55

導入実績（2021年3月末時点）

1991年 独SAP社とパートナー契約を締結

1993年 国内第一号案件を実施

以来、医薬を始めとする製造業を

中心に多数の導入実績を重ねる

合計
261社

医薬

電機・電子

石油・化学

機械・
輸送機器

その他

その他の
製造業

SAPをベースとした基幹システム(ERP)導入と、その後の基幹強化のための

複合型ソリューションの提供
＜SAPビジネスの歴史＞

＜SAPアワード受賞歴＞

エクセレント・サービス・パートナー （10回）

プロジェクト・アワード （8回） 他

＜お客様からの高い評価＞
プロジェクト・アワード受賞歴

第一製薬様向け （最優秀賞受賞）
昭和シェル石油様向け
三菱重工業様向け
第一三共様向け
ネットワンシステムズ様向け
ＬＩＸＩＬ様向け
インテージグループ様向け
第一稀元素化学工業様向け
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ソリューション事業 売上高とセグメント利益の推移

ERP
製造
実行

SCM
計画

経営
管理

データ
分析

データ
管理

IoT

SAP ERPを核として、製造業の個別業務ソリューション※ に拡大。
今ではERPと同等レベルに成長することで、売上・利益の成長を実現。
両者の複合ソリューションを積極展開していく。

※製造実行、経営管理、サプライチェーン計画、データ分析、データ管理、IoT等の各種ソリューション。

(百万円)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

15,000
売上高 セグメント利益 (百万円)

5,000
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2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

ERPと個別業務ソリューション

同事業の売上と利益の推移

DX基盤としてのERP構築に続き、個別業務ソ

リューションの付加により基幹システムを強化し、

競争力の向上を目指す案件が増加している。
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プロダクト事業

日本の製造業に

“ものづくり” のための 「IT」 を。

アース製薬様、アサヒグループ様、アマダ様、カネカグループ様、
北川工業様、協和キリン様、小林製薬様、住友ゴム工業様、
ゼブラ様、ZOZO様、ＴＨＫ様、帝国通信工業様、東海理化ク
リエイト様、東和電気様、日清オイリオグループ様、パトライト様、
マルハニチロ様、三ツ知様、ヤクルト本社様、理想科学工業様、
ロキグループ様、ローランド ディー.ジー.様、他

各社の独自仕様を競争力強化に活かす製造業向けソリューション「mcframe」

＜製品シリーズ＞
mcframe 7 SCM・PCM

mcframe PLM

mcframe IoT シリーズ
SIGNAL CHAIN、RAKU-PAD、MOTION

mcframe CS 生産・原価管理

mcframe GA 海外現地法人向け会計

＜導入企業様（抜粋）＞

＜ユーザー&パートナー支援＞
パートナー向け各種説明会・トレーニング
認定資格制度 (mcframe Certified Professional)
ユーザー会 (研究会、事例発表、見学会等)

711

417

156

126

導入実績（2021年3月末時点）

合計
1410社

組立加工系

プロセス系

販社・商社・卸

その他
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プロダクト事業 ライセンス販売

ライセンス売上高は、堅調に過去最高を更新中。

mcframe７を中心に、GA・PLM・IoTに拡張し、エンジニアリングチェーンや

サプライチェーンを統合するファミリー製品で成長
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(百万円)

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

PLM

IoT

設計 生産・販売

生産・販売・原価管理

グローバル連結原価管理
ソリューション

海外現地法人向け
ソリューション

mcframe 7 SCM/PCM

mcframe GA
mcframe CS

mcframe IoTシリーズ

mcframe PLMシリーズ

製造 I/O

PLC

SCADA

MES

生産管理

経営管理

SIGNAL CHAIN/
RAKU-PAD/MOTION

ものづくりデジタライゼーション

ライセンス売上高の推移

新領域への取組み、新製品投入
2015年 PLM
2016年 IoT
2017年 mcframe 7、GA

製造業向けDX基盤として展開
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プロダクト事業 mcframeパートナー

※ 50音順、 2021年3月現在
※ GA・IoTだけを取り扱うパートナーは除く

「mcframe」は、数多くの有力ITサービス企業様を通じて提供。

＜日本におけるビジネスパートナー＞

インテック
NRIシステムテクノ
SCSK
キッセイコムテック
キヤノンITソリューションズ
コベルコシステム
サンテック
ティービーケー・システムズ
テクノシステム
テクノスジャパン
テクノプロジェクト

ビジネスブレイン太田昭和
日立ソリューションズ
富士通
ブレイン
みずほリサーチ＆テクノロジーズ
三谷産業
三菱電機ITソリューションズ
横河ソリューションサービス
レイヤーズ・コンサルティング
ワイ・ディ・シー

デュプロ販売
電算
東海ソフト
東芝デジタルソリューションズ
豊田自動織機ITソリューションズ
日鉄ソリューションズ
日本SI研究所
日本コンピュータシステム
日本ユニシス
ネクステップ・ソリューションズ
パーソナル情報システム

※ 50音順、 2021年3月現在
※ GA・IoTだけを取り扱うパートナーは除く＜海外における主要パートナー＞

中国： INTEC Shanghai
タイ： Material Automation

Thai NS Solutions
JAST Asia Pacific

シンガポール：NRI Singapore
YOKOGAWA Engineering Asia
JAST TECHNIQUES

フィリピン：N-PAX(資本参加)
インドネシア：Indonusa Computer System
ベトナム： Aureole Information Technology
米国： Calsoft Systems、JBS USA
メキシコ： JBS S.A de C.V

※ 50音順、 2021年3月現在
※ GA・IoTだけを取り扱うパートナーは除く
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システムサポート事業

（ビーサーブ）

ＡＭＳ：Application Management Service

基幹系システムの活用・運用サービス （ＡＭＳ＊） を提供

キーワード： Keep & Up
ERPパワー活用の維持と向上

基幹システム導入後の運用保守サービスは完全子会社のB-SERVが提供



中期的な経営戦略
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製造業のビジネス環境の変化

デジタル・
トランスフォーメーション

製造業の
ビジネスモデル変革

グローバリゼーション

＜環境の変化＞

「2025 年の崖」、COVID‐19 の影響への対応

デジタル・トランスフォーメーションが今後もさらに加速

大量生産・大量消費の時代の終焉、価値観のシフト

製造業のビジネスモデル変革が進行

世界経済の多極化、日本市場の縮小、海外移転の進行、

COVID‐19の影響

グローバルサプライチェーンに対するニーズが変化
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B-EN-G の強みとリソース

製造業のIT支援実績

自社プロダクト
製品企画・開発力

顧客との信頼関係

グローバル展開の実績

＜B-EN-Gの強みとリソース＞

20年以上にわたる製造業のIT化支援実績

技術力とノウハウを活かした自社製品の開発力

お客様からの高い評価を獲得

開業以来積み上げてきたお客様からの信頼

強固な顧客関係と課題解決力

世界25か国での展開実績をベースとした

豊富な経験とノウハウによるグローバル展開支援
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環境変化 × B-EN-Gの強み ＝ 成長戦略

①
「ものづくり

デジタライゼーション」
の深化

②
「変革のためのDX」

への進化

③
グローバル支援の拡大

デジタル・
トランスフォーメーション

製造業の
ビジネスモデル変革

グローバリゼーション

製造業のIT支援実績

自社プロダクト
製品企画・開発力

顧客との信頼関係

グローバル展開の実績

＜環境の変化＞ ＜B-EN-Gの強みとリソース＞ ＜3つの柱＞

製造業のビジネス環境の変化に対し、B-EN-Gの強みを活かした製品・サービス

で製造業を支援
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成長戦略の３つの柱

① 「ものづくりデジタライゼーション」 の深化

「ものづくりデジタライゼーション」による業務効率化のためのDXを推進し、

製品・サービスの最適な提供を図る

業務効率化DXの
推進

SaaS型製品・
サービスの強化

お客様との
継続的なビジネスの構築

「変革のためのDX」に転じるためのIT基盤
づくりを支援

顧客の利便性に合わせて、所有型・利用型
を選べる製品・サービスを提供

お客様との継続的な関係から
次のビジネスへと発展させるサイクル作り
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成長戦略の３つの柱

② 「変革のためのDX」 への進化

顧客のビジネスモデル変革を支援するとともに、新しい形のビジネス創出により自社

のビジネス変革を図る

データセントリック型
ビジネスの推進

ユーザー共創型
ビジネスの推進

ユーザー共創型ビジネスの例

ユーザー企業の製品(製造ライン)に、mcframe SIGNAL CHAIN

の稼働管理機能をバンドルし、新しいサービスとして販売する。
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成長戦略の３つの柱

日系製造業のグローバル展開を継続的に強化し、ビジネス拡大を図る

③ グローバル支援の拡大

現海外拠点の
サービス・体制の拡充

中国・アジア圏での
サービス提供の強化

世界のB-EN-G拠点



＜注意事項＞
当資料は社外秘であり、許可なく転載・複製・再配布を禁止します。

業績予想、見通し及び事業計画についての記述は、
現時点の将来の経済環境等の予想に基づいています。

当資料において当社の詳細の業績を保証するものではありません。

ありがとうございました


