
人を主役に、明日を豊かに。

銘柄コード ： 4734
中間期
第　    期29 ビーイング通信

平成24年4月1日　  　平成24年9月30日

株式会社ビーイング
三重県津市桜橋1丁目312 番地
TEL 059-227-2932（代表）

http://www.beingcorp.co.jp/

この報告書は環境に配慮した「FSC®認証紙」と
「植物油インキ」を使用しております。
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創業以来のコアバリュー

「感謝・感恩・報恩」

建設業界の業務フロー全体を支援する
「建設ICTソリューション」

積算ソフトのシェアNo.1 （※） を誇るGaiaシリーズを筆頭に、建設建築業様向
けソフトを販売しています。計画、入札、収支管理、書類作成、工程管
理などの業務フローを総合的に支援する多種多様な商品群は、高い評
価を得ています。
創業以来培ったノウハウを基に、ソフト間のデータ連携、ダウンロードサー
ビスの充実、正確なデータの迅速な提供、お客様にご満足いただける
サポートサービスなど、時代の変化やニーズにあわせ、たゆまぬ改善活動
を続けています。

※「積算ソフト利用実態調査」「建設ITガイド2007」（財団法人経済調査会）

ビーイングのたゆまない歩みの礎となり、絶えず
適切な方向へと導く源泉となってきたものが、
創業以来のコアバリューである「感謝・感恩・
報恩（感謝の気持ちを忘れず、恩を感じ、恩に
報いる、の意）」です。
ビーイングの企業理念・倫理規定として社員一人
ひとりに確実に受け継がれており、 事業運営の
中核となっています。

コアバリューについて....

建設 関連事業
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創業以来のコアバリュー

「感謝・感恩・報恩」
想定外を想定内にする
プロジェクトマネジメントサービス
TOC-CCPM理論に対応した国産初のソフトウェアで、
技術開発、商品・サービス開発、システム開発など様々な
プロジェクトの工程管理に効果を発揮、経営改善に役立
ちます。国内外の約800社（製造･サービス･IT業など
多業界）に採用され、プロジェクト管理ツール市場において
シェアNo.2（※）。当社の第二の柱として確立することを
目指しています。

※「ソフトウェアビジネス新市場2011年版」（株式会社富士キメラ総研）

「どこでも、誰でも」を実現する
水道・電気設備申請支援CAD
電気・水道設備の工事業者様向けのソフトウェアで、主に子会社である
プラスバイプラスが販売。工事図面、見積書・申請書類の作成に効果的
です。ビーイングとプラスバイプラス互いの強みを活かし、より幅広い
サービスを提供しています。

TOC関連ソフトは、海外の製造業をは
じめとしたお客様からも多数お問い合
わせをいただいております。日本発の
ソフトウェアを世界に広めるべく、現
在は欧米、アジア各地の代理店を通
じた販売活動を行っております。

1970年代後半にイスラエルの物理学者エリヤフ・ゴールドラ
ット博士が提唱、1984年に同博士が執筆した小説仕立ての
解説書「The Goal」によって世界的に普及しました。DBR、
思考プロセス、CCPMなど目的に応じたソリューションを持ち、
世界中の企業から多くの成功事例が報告されています。

TOCとは....

設備関連事業

TOC 関連事業

海外展開へ

2Being Business Report Vol.29
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トップメッセージ

Top message

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東

日本大震災からの復興需要等もあり、緩やかに回復しつ

つありましたが、海外経済の減速により景気減速の懸念

が強まってまいりました。

そのような状況の中、当社グループでは、積極的に製

品開発に取り組み、主力商品である土木工事積算システ

ムの新バージョンを９月に投入いたしました。また、建

設、設備関連からさらに幅広い領域に事業ドメインを広

げるべく、プロジェクト・マネジメント分野への取り組み

を強化してまいりました。

ご挨拶
平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

当社第29期中間期時点での当社事業内容および当中間期の状況について

ご説明申し上げます。

代表取締役社長　 末広 雅洋

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高

は、前年同期に比して2.0％増加し、1,756百万円とな

りました。

利益面では、プロジェクト・マネジメント分野における

海外市場開拓に伴う費用が増加したことから、経常利益

は前年同期に比して29.8％減少し、81百万円となりま

した。また、四半期純利益は、東京事務所の移転に伴う

特別損失（13百万円）を計上したことなどにより、前年

同期に比して55.2％減少し、49百万円となりました。

Being Business Report Vol.293
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建設関連事業 設備関連事業 売上高比率

23.5%
建設関連事業につきましては、９月に主

力商品である土木工事積算システムの新

バージョンを投入しましたが、投入後間もないこともあり当

第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比して2.5

％減少し、1,342百万円となりました。利益面では、プロジ

ェクト・マネジメント分野における海外市場の開拓に積極的

な投資を行ったことから、セグメント利益は前年同期に比し

て76.4％減少し、21百万円となりました。

設備関連事業におきましては、営業人員

の拡充に加えて前期に行った営業エリア

の拡大による効果もあり、当第２四半期連結累計期間の売上

高は、前年同期に比して19.7％増加し、413百万円となりま

した。売上増に伴い、セグメント利益は、前年同期に比して

112.1％増加し、64百万円となりました。

売上高比率

76.5%

売上高
（単位：百万円）

24/3 25/3

1,376

2,6312,631

1,342百万円
中間 期末

1,342

セグメント利益 21百万円（単位：百万円）

中間

24/3

91

91

25/3

21

期末

売上高
（単位：百万円）

345

727727

413

413 百万円
中間 期末

24/3 25/3

セグメント利益
（単位：百万円）

24/3 25/3

30
64

6969

中間 期末
64 百万円

売上高
（単位：百万円）

23/3 24/3 25/3

1,722

3,358

1,660

3,252

1,756

3,550
予想

中間 期末 営業利益／当期純利益
（単位：百万円）

営業利益 中間 期末
当期純利益 中間 期末

24/3

▲13

▲13

23/3 25/3

49
110

195

75
110

138 100
予想

170
予想

▲43

60

総資産／純資産
（単位：百万円）

23/3 24/3 25/3（中間）

1,893 1,9061,704

4,114 4,328 4,415

総資産 期末
純資産 期末
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ビーイングのソリューション

Being solution

土木工事積算システム Gaia9（ガイア ナイン）

土木工事積算システム

積み重ねたノウハウこそが最大の武器!
公共工事 Gaiaの登場

■ 細かい施工基準  ■ 複雑な算出根拠
■ 土木工事に関する専門知識
■ 膨大な参考資料

● 効率改善　　● 専門知識不要

資料根拠が明確！
豊富な歩掛・

単価データ搭載！

総価契約単価合意方式
に対応、受発注者間の
契約変更等における

協議を円滑化！

対話型自動積算で
カンタン内訳書作成！

積算上での注意点を
「工種コメント」・
「付箋メモ」として

掲示！PDF設計書が
積算に連動！

設計書の取り込みで、
積算時間を大幅に

短縮！

自動バックアップで
大切なデータを

機械トラブルによる
紛失から守る！

積算で必要な
最新データを
素早く提供！

多彩な丸め
（端数処理）に対応！

特 長 1 特 長 2
特 長 3

特 長 4

特 長 5
特 長 6特 長 7

特 長 8

特 長 9

数時間での作業が可能に！

9月
発売

Being Business Report Vol.295
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※1 付箋メモ機能
積算中の注意点やポイントを記録
し、付箋のように画面に貼り付ける
ことができる機能です。

※2 見積単価の取込機能
外部の標準的なExcel書式から見
積単価を簡単に取り込み、積算に
活用できる機能です。

9月発売の新商品
『Gaia9（ガイア ナイン）』
開発リーダーを務めた中田氏に
話を聞きます

『Gaia9』はシリーズ9代目にあたります。
多くのお 客 様 からご 支 持 頂 いてい る

『GaiaRX Ultimate』のスムーズな操作
性、豊富なデータ対応力を引き継ぎつつ、
3つの新機能を追加しました。
1つ目が、設計書取り込みの強化です。設
計書を取り込んでデータ化し、流用でき
るこのオプション機能は『Gaia』シリーズ
の売りのひとつです。設計書によっては画
像ファイルでしか提供されない場合があ
り、取り込むことができません。そこで

『Gaia9』では、画像の設計書でも積算
すればするほどGaiaの画面とPDF画像
の頁が連動していく機能を追加しました。
この対応により、お客様の作業時間の大
幅な短縮を実現しました。
2つ目が、自社のノウハウを蓄積していく
仕組みです。積算上の注意点などを付箋
メモ機能（※1）で残すと、次回の積算時
に自動で掲示されます。また、見積単価
の取り込み（※2）を行うことができます。
お客様独自のノウハウを登録・活用する

ことで、積算精度の向上および人材育成
に効果を発揮します。
3つ目が、経費機能の刷新です。お客様
に、常にベストのシステムをお使い頂きた
いと考えて、この機能のすべてを一から
作成し直しました。各エリアに特化して対
応したデータを、お客様により早く提供
できるようになりました。
通常、バージョンアップというと2～3年
がかりで開発を行いますが、今回は約10
カ月というかつてないほど短い開発期間
でした。約19年ビーイングに在籍してお
りますが、トップ3にはいるほどのハード
スケジュールでした。チームメンバーが最
後まで誰一人リタイアすることなく、新商
品をお客様のもとに予定どおりお届けで
きるようになったことを本当に嬉しく思い
ます。
今後も市場調査を欠かさず、お客様の声
に耳をかたむけ、より良い製品の開発に
努めてまいりたいと思います。 第一開発部  本社システム課  

Gaia9開発リーダー 係長 中田 陽子 氏

開発者
の声

6Being Business Report Vol.29
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25/3中間

167

営業活動による
キャッシュ・フロー

△63

投資活動による
キャッシュ・フロー

△31

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び
現金同等物の
期首残高

972

現金及び
現金同等物の
中間期末残高

1,080

新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額

34
現金及び
現金同等物
に係る換算差額

0

（単位：百万円）

連結財務ハイライト

Consolidated financial highlight

収益の状況（連結）

財務の状況（連結） キャッシュ・フローの状況（連結）

24/3中間 25/3中間

110 116 110

1,722
売上高

営業利益 経常利益 中間純利益

（単位：百万円）

1,756
売上高

（単位：百万円）

462
売上原価

1,294

売上
総利益

1,219

販売費及び
一般管理費

75
営業利益

81
経常利益

1
8

営業外収益

営業外費用 14
特別損失

17
法人税等

49
中間純利益

24/3期末 24/3期末25/3中間 25/3中間

706

4,415 4,4154,328

流動資産2,993

投資その他の
資産

394 無形固定資産
234

4,328

1,893

1,343

1,091

3,129

633

400
251 有形固定資産

（単位：百万円）

1,906 純資産

1,369 固定負債

1,139 流動負債
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『P』がバージョンアップ

連結事業ハイライト

Consolidated business highlight

土木工事積算システム

の機能がさらに充実

　この半年で、『GaiaRX Ultimate』の機能を充実させました。まず
6月には、以前からご要望の多かった「建築オプション」を発売。これ
により国土交通省が発注する大規模工事にも対応できるようになりま
した。続く8月には、除染事業に関係するデータに対応した「除染オ
プション」を発売。 昨年の東京電力福島第1原発事故に伴い発生す

る除染事業に関わるデータ（環境省および林野庁制定の除染事業に
係わる積算基準書）に対応しており、国および地方自治体より発注さ
れる除染事業の積算に適用できます。今後加速されていくであろう
除染事業のお役にたてるものと考えています。
　さらに9月、国土交通省が発表した新しい積算方式「施工パッケー
ジ型積算方式（※）」に対応した「施工パッケージ版」を発売。10月
の試行に伴って対応を急がれるお客様のご要望にお応えすることが
できました。新方式の適用範囲は、来年以降も順次、拡大する方針
が決定しており、たくさんの需要が見込まれます。

※「施工パッケージ型積算方式」とは…従来の「ユニットプライス型積
算方式」に代わる新しい積算方式で、国土交通省が管轄する土木工事
の入札を対象に平成24年10月1日から試行されています。新方式が導
入された工種には従来型の積算方式が適用できなくなります。

建設業界の持続的な発展に必要な人材の確保と、事業者間におけ
る公平で健全な競争環境の構築を目的に改定された法定の経営事
項審査基準に準拠しています。なお、9
月発売の『Gaia9（ガイア ナイン）』に
つきましては、本誌5～6ページをご覧
ください。

　7月に、経営事項審査シミュレーションソフト『P』のバージョン
アップ版を発売。毎年の審査データを蓄積し、経営計画における
目標数値を定めることで、着実な経営実現をお手伝いするソフトで、
1997年の発売以来、多くの皆様にご好評をいただいております。

圧倒的な支持率が信頼の証しです

現在使用している
積算ソフトNo.1

導入を検討する際に
対象にしてみたい
積算ソフトNo.1

シェアNo.1土木工事積算システム

7月

6〜9月
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会社概要

Corporate data

http://www.beingcorp.co.jp/

ホームページのご案内

商 号 株式会社ビーイング
Being Co., Ltd.

所 在 地 本　社　　三重県津市桜橋１丁目312番地
TEL 059-227-2932（代表）

設 立 昭和59（1984）年9月18日
資 本 金 1,586,500,800円
従 業 員 数 223名

主 要 事 業

建設業向けアプリケーション
…土木工事積算システム、出来形品質管理システム、
　 実行予算・原価管理システム、
　設備業向けCADシステム
TOC関連アプリケーション
…工程管理システム、生産スケジューリングシステム

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.beingcorp.co.jp/

営業所（出張所）
札幌、盛岡、東北、長岡、北関東、東京、金沢、 
名古屋、三重、大阪、岡山、広島、福岡、（宮崎）、
鹿児島、（沖縄）

子 会 社

㈱プラスバイプラス
…設備業向けCADソフトウェアの販売
Being Global Services,LLC
…工程管理システムの販売

取締役及び監査役

（平成24年11月30日現在）

会社概要
役 職 氏 名 担当 他の法人等の代表状況等

代表取締役会長 津田　能成 ㈲トゥルース　代表取締役
㈱プラスバイプラス　取締役会長

代表取締役社長 末広　雅洋 ㈱プラスバイプラス　取締役

専務取締役 石田　秀樹

常務取締役 後藤　伸悟 管理本部長兼
経理部長 ㈱プラスバイプラス　監査役

常務取締役 井関　照彦 営業本部長兼
TOCソリューション部長 ㈱プラスバイプラス　取締役

取締役 藤谷　章一
開発本部長兼
第2開発部長兼
商品管理部長

取締役 津田　　誠 事業企画部長

監査役（常勤） 奥田　久代

監査役 橋本　隆司 東海土建㈱　取締役相談役

監査役 楠井　嘉行 楠井法律事務所　所長

IRニュース、財務情報、関連資料など、株主の皆様のお役に

立つ情報を発信しています。

また、企業情報、商品情報、採用情報のほか、サポートページ

には、各種ダウンロード、商品マニュアル、Q&A一覧など、

様々な情報を多数掲載。

是非ブックマークにご登録のうえご利用ください。
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株式情報

Stock information 

所有者区分別株式分布状況

■所有数別

13.89%

15.23%

18.35%

52.51%

58.47%35.63%

■所有者別

株主メモ

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 毎年3月31日 

（その他必要がある時は、 
あらかじめ公告する一定の日）

期 末 配 当 金 
受 領 株 主 確 定 日 毎年3月31日

中 間 配 当 金 
受 領 株 主 確 定 日 毎年9月30日

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部 
〒137-8081　東京都江東区東砂７丁目10番11号 
電話（通話料無料）0120-232-711

公 告 の 掲 載 電子公告 
※ ただし、電子公告によることができないやむを得ない

事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。
電子公告の掲載ホームページアドレス 
http://www.beingcorp.co.jp/
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＊ 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を
開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることになっております。口座を
開設されている証券会社等にお問い合わせください。

＊ 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託
銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関（三菱UFJ
信託銀行）にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にて
もお取り次ぎします。

発行株式数及び株主数

株主名 持株数 持株比率

有限会社トゥルース 2,850,000株 34.51%

津田 能成 1,486,000株 17.99%

株式会社ビーイング 392,715株 4.75%

ビーイング従業員持株会 383,520株 4.64%

津田 由美子 299,000株 3.62%

（平成24年9月30日現在）

大株主（上位5名）

発行可能株式総数 24,000,000株

発行済株式の総数 8,257,600株

株主数 713名

10,000株未満
1,147,280株

個人･その他
4,828,574株

100,000株未満
1,257,506株

500,000株未満
1,515,235株

500,000株以上
4,336,000株

1,000株未満
1,579株（0.02％）

金融機関
391,000株（4.74％）

その他国内法人
2,942,000株

外国法人等
37,500株（0.45％）

証券会社
58,526株（0.71％）
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人を主役に、明日を豊かに。

銘柄コード ： 4734
中間期
第　    期29 ビーイング通信

平成24年4月1日　  　平成24年9月30日

株式会社ビーイング
三重県津市桜橋1丁目312 番地
TEL 059-227-2932（代表）

http://www.beingcorp.co.jp/

この報告書は環境に配慮した「FSC®認証紙」と
「植物油インキ」を使用しております。
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