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当社グループによる中小事業者向けファイナンス事業開始のお知らせ 

 

当社の子会社であるビービーネットファイナンス株式会社（以下「ビービーネットファイナ

ンス」）は、当社グループならびにアライアンス企業が有する「繁盛ネット」の中小規模専門

店会員を対象として、下記の通り中小事業者向けファイナンス事業を開始することとなりまし

たので、ここにお知らせいたします。 

 

記 

 

１．中小事業者向けファイナンス事業開始の経緯 

 当社グループは、その事業目的である中小規模専門店の総合支援を推進するために、

当社グループ及び当社のアライアンス企業が各業界向けに設営しているＢ２Ｂポータ

ルサイト「繁盛ネット」の会員として、中小規模専門店の顧客を約 10 万社有しており

ます。また、当社グループの「システム＆インベストメント」事業モデルの進展により、

アライアンス企業の数と、アライアンス企業が会員として囲い込む中小規模専門店の数

は、これからも継続的に増加いたします。かかる中小規模専門店にあっては、業種を問

わず事業資金調達に対する強いニーズがあることから、中小規模専門店支援において、

当社グループが提供する有力な直営サービスとして、従前より中小事業者向けファイナ

ンス事業の企画を有しておりました。 

 本事業の開始にあたっては、顧客、クオリティの高いオペレーションの２要素が不可

欠でありますが、当社グループは上述の通り、当社グループ及びアライアンス企業が約

10 万社の中小規模専門店を対象顧客として有しております。今般当社子会社であるビ

ービーネットファイナンスにおいては、以下の通り、中小事業者ファイナンスに適合し

たクオリティの高いオペレーションならびにそのオペレーションを遂行する陣容を構

築し、本事業を開始する要件が完備したことから、ここに当社グループによる中小事業

者向けファイナンス事業を開始するものであります。 

  

 ２．ビービーネットファイナンスの陣容 

 ビービーネットファイナンスが展開する中小事業者向けファイナンス事業は、同社取

締役最高執行責任者（ＣＯＯ）の向井克彦ならびに取締役管理部長の河村巧が中心とな

って推進してまいります。 

 



                     

 （参考：向井克彦、河村巧の略歴） 

氏名 略歴 

向井 克彦 昭和 57 年４月 株式会社幸福銀行入行 

平成９年３月 ＧＥコンシューマーファイナンス 

 株式会社入社 

平成 12 年 10 月 ニッセンＧＥクレジット株式会社入社 

 リスクマネジメント＆ポートフォリオ担当 

平成 14 年４月 三洋倶楽部株式会社入社 

平成 17 年６月 同社取締役就任 

平成 18 年３月 ビービーネット株式会社入社 

平成 18 年５月 ビービーネットファイナンス株式会社 

 取締役最高執行責任者（ＣＯＯ）就任（現任）

河村 巧 平成２年４月 株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社 

三井住友銀行）入行 

 金融商品開発部、投資銀行部門等に勤務 

平成 17 年 11 月 ビービーネット株式会社入社 

 ビービーネットファイナンス株式会社出向 

平成 18 年５月 ビービーネットファイナンス株式会社 

 取締役管理部長就任（現任） 

 

ビービーネットファイナンスが本事業の推進にあたり、事業全般を統轄する取締役最

高執行責任者（ＣＯＯ）として迎える向井克彦は、事業者ファイナンス、消費者金融に

おけるスキーム、実務、業界の特性に精通され、太い人脈も有している、同業界の第一

人者であります。特にスモールビジネスローンについては、事業の立上げ、運営全般に

わたり、幅広い実績、経験を有しております。 

 また、河村巧は株式会社三井住友銀行において投資銀行業務の経験が長く、企業ファ

イナンスや企業評価において高度な専門性を有するスタッフであることから、ビービー

ネットファイナンスの管理面全般を担当し、ＣＯＯの向井とともに本事業を推進してま

いります。 

ビービーネットファイナンスは、向井ＣＯＯの統轄下に、ファイナンス事業の経験が

長く、業界に精通したスタッフ 10 名を営業、審査、回収の担当として配しております。 

 

３．ビービーネットファイナンスのオペレーションの特長 

ビービーネットファイナンスが有する中小事業者向けファイナンス事業のオペレー

ションは、以下の通りの特長を持っております。 

１） スモールビジネスローンへの特化 

従来のビジネスローンにおいては、貸付の判断にあたって貸付先企業の財務諸

表を基に審査を行っておりますが、中小規模専門店にあっては財務諸表の入手自

体が困難であることから貸付可否の判断が難しく、中小規模専門店を対象とした

スモールビジネスローンは、既存のファイナンス会社が進出しにくいニッチ市場

となっております。一方ビービーネットファイナンスが当該ニッチ市場に進出す

るにあたっては、対象顧客は当社グループまたはアライアンス企業が「繁盛ネッ

ト」の会員として囲い込んでいる顧客であり、会員化の際に、業界の特性や取引

状況等業界における事業経験を生かした独自の判断により、一定のスクリーニン

グがかかっております。したがってビービーネットファイナンスは、一般的には



                     

困難なスモールビジネスローンにおける与信判断を行うことが可能であります。 

ビービーネットファイナンスは、かかるスモールビジネスローンの分野に特化

した事業展開を推進する考えであります。 

２） 信用情報の蓄積 

ビービーネットファイナンスは、信用情報の取得にあたって全国信用情報セン

ターに加盟し、精度の高い同センターの信用情報を、情報ソースとして活用いた

します。それにより延滞率、償却率の極小化を目指したリスクポートフォリオを

組成することができ、また、今後信用情報と貸付実績等のデータを蓄積すること

により、さらに精度の高いオペレーションの実施を目指しております。 

３） 非対面販売 

ビービーネットファイナンスの顧客は、当社グループ及びアライアンス企業が

運営する「繁盛ネット」の会員であり、会員化の際に営業の実態や事業主につい

て一定のスクリーニングを経ております。したがって貸付可否の判断は、貸付先

から一定のデータを取得し、ビービーネットファイナンスが有する与信ノウハウ

を活用することによって定型的に行うことが可能であり、顧客に対する対面営業、

対面販売を行う必要がありません。したがって多数の営業人員の配置が不要とな

り、高効率かつ低コストのオペレーションが可能であります。また、「繁盛ネッ

ト」の会員という顧客の属性が共通していることからマスメディアに広告を行う

必要がなく、広告費の面からも低コストの運営が可能であります。 

４） オペレーション機能の集中 

ビービーネットファイナンスの営業、審査、回収等すべてのオペレーションは、

本店１箇所の１フロアにすべて集中して配されており、各業務が流れ作業的にス

ムーズに行われる効率の高いオペレーションとなっております。その結果として

本店以外に支店、出張所等を一切有しないことから、高効率かつ低コストのオペ

レーションが実施できるだけでなく、コンプライアンス上も好ましい体制となっ

ております。 

５） 貸付金利の設定について 

ビービーネットファイナンスは、利息制限法で定める範囲で金利を設定し、利

息制限法を越え、出資法に定める上限金利以下である、いわゆるグレーゾーンの

金利による貸付は、罰則の有無にかかわらずこれを行いません。 

 

４．ビービーネットファイナンスの概要 

商号   ビービーネットファイナンス株式会社 

本店   大阪市北区堂島浜一丁目４番 16 号 

設立   平成 17 年９月 

資本金   5,500 万円 資本準備金との合計１億円（５月８日現在） 

平成 18 年６月中に増資を行い、資本金、資本準備金の 

合計額を２億円とする予定 

代表者   代表取締役社長    末永一樹 

役員構成   取締役最高執行責任者（ＣＯＯ） 向井克彦 

    取締役管理部長   河村 巧 

    取締役    奥畑裕久 

    監査役    西尾 豊 

従業員数   10 名 

貸金業登録番号  大阪府知事(01)12500 号 



                     

 

５．業績に与える影響 

    本事業におけるビービーネットファイナンスの収益計画ならびに当社グループの損

益に与える影響額は、以下の通りであります。 

 

＜ビービーネットファイナンス収益計画＞            （単位：百万円） 

 平成 18 年３月期 

（平成 17 年９月 

～平成 18 年３月）

平成 19 年３月期 

（平成 18 年４月 

～平成 19 年３月）

平成 20 年３月期 

（平成 19 年４月 

～平成 20 年３月） 

平成 21 年３月期 

（平成 20 年４月 

～平成 21 年３月）

営業収益 ― 250 1,150 2,300

経常利益 ▲16 ▲110 220 800

当期純利益 ▲16 ▲110 180 440

 

＜当社グループの収益への影響額（予想）＞             （単位：百万円） 

 平成 18 年７月期 

（平成 17 年８月 

～平成 18 年７月）

平成 19 年７月期 

（平成 18 年８月 

～平成 19 年７月） 

平成 20 年７月期 

（平成 19 年８月 

～平成 20 年７月）

売上高 10 500 1,500

経常利益 ▲90 ▲40 400

当期純利益 ▲90 ▲40 280

 

６．その他 

当社グループは、本事業の開始と並行して、ファイナンスのための資金面や貸付債権

の流動化、リスクヘッジ等のスキームにおいて当社グループと協力し、本事業をともに

推進いただける企業との提携を企画しており、金融機関、インベストメントバンク、事

業会社等かかる機能を有する企業と折衝を行っております。ビービーネットファイナン

スは、貸付残高について少額ロットでの流動化を行い、資金の効率化とリスクの分散を

実現する考えであります。 

当該提携等が成立した場合は、別途速やかにお知らせいたします。 

 

 

以 上 


