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平成 18 年３月 20 日

各 位

会 社 名 ビービーネット株式会社

代表者名 代表取締役社長 田 中 英 司

（コード番号 2318）

問合せ先 経営企画室 室長 奥 畑 裕 久

（TEL．06-4797-1102）

当社グループの業績予想の修正について

当社は平成 18 年７月期ならびに同中間期（平成 18年１月期）の連結業績予想及び当社単体

の業績予想を下記の通り修正いたします。

１．業績予想修正の要因

（１）連結経常利益修正の要因

・ システム制作費用の上昇。

・ リテール事業の収益悪化。

・ 製菓・製パン原材料販売事業の収益悪化。

・ 販売費及び一般管理費の増加。

・ システム販売ならびにインベストメント事業（事業収益）における子会社業績は

概ね計画通り。

（２）連結中間純利益修正の要因

・ 減損会計適用等による固定資産の資産性の厳格な見極めの実施。

上記諸点に対する対策を含めて、当期下半期において当社が講じる諸施策につきまして

は、本日付のプレスリリース「当社グループの事業の再編について」において別途お知ら

せしております。

２．平成 18 年１月期（平成 18 年７月期中間期）業績予想の修正

① 連結業績予想の修正 （単位：百万円）

売上高 経常利益 中間純利益

前回発表（平成 17 年

９月 21日）予想（Ａ）
10,000 680 370

今回修正予想（Ｂ） 10,236 413 ▲1,807

増減額（Ｂ－Ａ） 236 ▲267 ▲2,177

増減率（％） 2.4 ▲39.3 ―

前中間期（平成 17 年

１月期）実績
2,968 341 128
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② 単体業績予想の修正 （単位：百万円）

売上高 経常利益 中間純利益

前回発表（平成 17 年

９月 21日）予想（Ａ）
2,400 560 320

今回修正予想（Ｂ） 2,504 253 ▲1,872

増減額（Ｂ－Ａ） 104 ▲307 ▲2,192

増減率（％） 4.3 ▲54.8 ―

前中間期（平成 17 年

１月期）実績
1,869 451 131

   （注）上記の各業績修正予想は会計監査人による会計監査を受けておりません。

３．平成 18 年７月期中間期（平成 18 年１月期）の連結業績予想修正の分析

（１） 連結経常利益

・ システム制作費用の上昇 ▲50 百万円

・ リテール事業の収益悪化 ▲100 百万円

・ 製菓・製パン原材料販売事業の収益悪化 ▲80 百万円

・ 販売費及び一般管理費の増加 ▲37 百万円

計 ▲267 百万円

（２） 連結中間純利益

・ 上記連結経常利益要因 ▲267 百万円

・ 減損会計適用等による特別損失等      ▲1,910 百万円

計             ▲2,177 百万円

当中間期におきましては、システム販売は計画通りに推移し、1,467 百万円の売上高を達成

した一方、顧客の要求仕様の複雑化、外注費の増加、代理店制度の拡充等により制作費用の上

昇が見られました。売上高に対する営業費用の比率は前期実績より６％程度上昇して 60％程

度となっており、経常利益に対して 50百万円の悪化要因となりました。

リテール事業につきましては、自社で運営している業態のうち、カフェベーカリーの業態は

収益性があり、製菓・製パン店ショップサポート事業との相乗効果も見込める業態であります

が、中華料理店と居酒屋業態については、収益を確保できる規模に達しておりません。また製

菓・製パン原材料販売事業につきましては、流通過程において価格競争原理が働きにくく、利

益の確保が困難なナショナルブランドがラインアップ中多数であったことから、同じく収益が

悪化いたしました。

販売費及び一般管理費につきましては、システム制作、コンサルティング、営業等の人員を

先行的に採用したこと、専門性の高い業務について弁護士等のスペシャリストを起用したこと
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等により、増加いたしました。

システム原価の上昇、リテール事業ならびに製菓・製パン原材料販売の収益悪化、販売費及

び一般管理費の増加による収益低下に対しては、システム販売の上積みにより充当する予定で

ありましたが、当該上積みの達成ができなかったものであります。

また当社は、当期より減損会計の適用を行っております。同時に、取引先に対する債権の回

収可能性の見極め、主として「システム＆インベストメント」事業モデル開始時に近い時期の

投資に対する、当社基準に基づいた投資損失引当金の計上等を行っております。さらに外食店

に関する整理費用等を合理的に計算し、これらを特別損失に計上しております。

これらの資産の減損や引当金の計上はキャッシュアウトを伴うものではなく、当社グループ

の財務基盤の強化に資するものと考えております。

４．平成 18 年７月期通期業績予想の修正

当中間期の業績予想の修正に伴い、当期通期の業績予想を以下の通り修正いたします。

当期の下半期につきましては、現在の当社グループの状況を踏まえ、収益力強化のための

事業再編を実行する期間としてこれを位置づけ、以下の施策を実施いたします。当期通期の

業績予想は、これらの要件を加味したものであります。

尚、これら事業再編に関する施策の詳細については、本日付で別途「当社グループの事業

の再編について」としてお知らせしております。

（１） システム事業における再編と減損に対する対策

当中間期においてシステム事業は計画に沿った売上高を達成しておりますが、下記

の通り重要な問題を内包しております。当社はこれらを謙虚に受け止め、当期下半期

において、以下の対策を講じます。

・ システム制作における要件定義、ドキュメンテーション等制作管理体制に未熟な

部分があり、結果として制作日程の遅延、顧客満足度の低下が生じていることに

対する新規販売額の制限と体制の見直し・整備

・ 主として過去に行った投融資に関して、当中間期に多額の減損対象となるような

ものが発生していることに対する減損リスクの最小化

・ 制作費用が上昇していることに対する措置

・ 投資有価証券の流動化が実現していないことに対する投資有価証券流動化重点

施策とキャッシュ・フローの改善

（２） 事業の選択と集中による不採算事業、ノンコア事業の整理

当中間期においては、リテール事業のうち中華料理店、居酒屋の外食業態ならびに

製菓・製パン原材料販売事業は収益を計上するに至らず、不採算部門となっておりま
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す。また、中古車販売店向けのＡＳＰ提供事業を行っている株式会社カーフーは、韓

国において輸入車の販売、修理事業を営んでおりますが、当該事業は当社グループの

目指すコア事業に属さないものであります。

当社はこれ以上の不採算事業やノンコア事業の継続を容認できないため、これらの事

業は当期下半期において、第三者への売却等により整理する考えであります。

以上の通り当期下半期は、現状の諸問題に対処、改善する期間であり、上記諸施策の実施に

当たっては相応の費用ならびに効果発現の期間が必要と考えております。当期下半期において

は社内の体制を抜本的に再構築し、システム制作に伴う管理体制の強化、より透明で標準化さ

れた意思決定の実践等を徹底いたします。また、新規投資額の抑制によるキャッシュ・フロー

の改善を行い、システム販売の数を一時的に制限するため、下記の通りの業績予想修正とした

ものであります。

① 連結業績予想の修正 （単位：百万円）

売上高 経常利益 当期純利益

前回発表（平成 17 年

９月 21日）予想（Ａ）
22,800 1,530 860

今回修正予想（Ｂ） 20,100 340 ▲1,790

増減額（Ｂ－Ａ） ▲2,700 ▲1,190 ▲2,650

増減率（％） ▲11.8 ▲77.8 ―

前期（平成 17年

７月期）実績
11,360 972 ▲584

② 単体業績予想の修正 （単位：百万円）

売上高 経常利益 当期純利益

前回発表（平成 17 年

９月 21日）予想（Ａ）
5,100 1,140 670

今回修正予想（Ｂ） 4,000 100 ▲1,850

増減額（Ｂ－Ａ） ▲1,100 ▲1,040 ▲2,520

増減率（％） ▲21.6 ▲91.2 ―

前期（平成 17年

７月期）実績
4,524 1,218 506

  当期における利益配当金につきましては、上記の業績予想修正に伴い商法上の配当原資

がなくなるため、誠に申し訳ございませんが、無配とする予定であります。

以 上


