
               
 

1 

平成 19 年３月 13 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 経営管理統括部長 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 19 年７月期中間期及び通期の連結業績予想ならびに当社単体の業績予想

を下記の通り修正いたします。収益向上のための対策として、現在当社グループが実施し

ている事業再編につきましては、本日別途公表いたしました「当社グループ事業再編の進

捗について」において詳述いたしておりますので、併せてご参照いただきたく、お願い申

しあげます。 

 

１．中間期業績予想修正の概要 

① 連結中間業績予想の修正     （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表（平成 18 年

９月 21 日）予想（Ａ） 
10,000 50 70

今回修正予想（Ｂ） 9,334 ▲52 ▲243

増減額（Ｂ－Ａ） ▲666 ▲102 ▲313

増減率（％） ▲6.7 － －

前期（平成 18 年 

７月期）実績 
19,916 ▲421 ▲3,389

   

② 単体中間業績予想の修正     （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表（平成 18 年

９月 21 日）予想（Ａ） 
1,650 10 60

今回修正予想（Ｂ） 1,828 49 23

増減額（Ｂ－Ａ） 178 39 ▲37

増減率（％） 10.8 390.0 ▲38.3

前期（平成 18 年 

７月期）実績 
3,918 ▲338 ▲3,129
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２．中間業績予想修正の要因 

（単体ベース） 

当中間期におきましては、システム事業において予想を上回る販売額を達成し、売上高

は 1,828 百万円（対予想値 178 百万円増）となりました。Victoire（ヴィクトワール）事

業における新規出店等の先行投資を行ったことにより費用が増加いたしましたが、売上高

の増加により当該費用を吸収し、経常利益は 49 百万円（同 39 百万円増）となりました。

また、当期純利益につきましては、繰延税金資産の取崩し等により 23 百万円（同 37 百万

円減）となりました。 

（連結ベース） 

当中間期におきましては、青果卸売事業における市況が軟調に推移し、また、中小事業

者向けファイナンス事業、フランチャイズ業態紹介斡旋事業の収益が予想を下回ったため、

連結売上高は 9,334 百万円（対予想値 666 百万円減）、連結経常利益は 52 百万円の経常損

失（同 102 百万円減）となりました。また、連結当期純利益につきましては、投資有価証

券流動化において、連結上の有価証券売却益が単体における有価証券売却益より 126 百万

円少額となったこと等により、243 百万円の当期純損失（同 313 百万円減）となりました。 

 

３．通期業績予想修正の概要 

平成 19 年７月期通期業績予想の修正は、以下の通りであります。 

 

① 通期連結業績予想      （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表（平成 18 年

９月 21 日）予想（Ａ） 
20,500 220 200

今回修正予想（Ｂ） 19,000 150 150

増減額（Ｂ－Ａ） ▲1,500 ▲70 ▲50

増減率（％） ▲7.3 ▲31.8 ▲25.0

前期（平成 18 年 

７月期）実績 
19,916 ▲421 ▲3,389

   

② 通期単体業績予想      （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表（平成 18 年

９月 21 日）予想（Ａ） 
3,500 50 150

今回修正予想（Ｂ） 3,700 200 150

増減額（Ｂ－Ａ） 200 150 －

増減率（％） 5.7 300.0 －

前期（平成 18 年 

７月期）実績 
3,918 ▲338 ▲3,129
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４．通期業績予想修正の要因 

（単体ベース） 

当期下半期におきましては、システム事業が引続き順調に推移し、また、Victoire 事

業の収益が回復してくると考えられることから、売上高は 3,700 百万円、経常利益は 200

百万円、当期純利益は 150 百万円と予想しております。 

（連結ベース） 

当期上半期におきましては、青果卸売事業において相場が軟調に推移したこと、ファイ

ナンス事業、フランチャイズ業態紹介斡旋事業において予想収益を下回ったこと等の要因

がありましたが、下半期におきましては、単体におけるシステム事業の好調な推移に加え、

青果卸売事業が季節的要因により収益性の高い時期であること、ファイナンス事業におけ

る事業展開が進展し、収益性が回復すること等を勘案し、連結売上高は 19,000 百万円、

連結経常利益は 150 百万円と予想しております。連結当期純利益につきましては、投資有

価証券の流動化を一層推し進めることにより、150 百万円を確保できるものと予想してお

ります。 

 

５．当社グループの事業再編について 

当期におきまして当社グループは、本日付で別途「当社グループ事業再編の進捗につい

て」でお知らせいたしました通り、事業の再編を進めております。その骨子は以下の通り

であります。 

① システム事業における収益力強化 

当中間期におきましては、システム事業における回復基調が明確となり、第２四半

期においては 39 ユニットのシステムを販売いたしました。システム販売数は、平成

18 年７月期第３四半期は 10 ユニット、同第４四半期は 22 ユニット、平成 19 年７月

期第１四半期は 31 ユニットであり、着実な回復傾向を示しております。 

一方システムの制作原価につきましては、平成 18 年７月期において集中的なシス

テムカスタマイズ等のリリース支援を行ったことによる原価高騰をほぼ収束させ、さ

らに平成 19 年２月より Type4.0 と呼ばれる高効率かつ低コストを実現できる新シス

テムを導入いたしました。 

以上の通り本事業におきましては、平成 19 年７月期下半期からは、Type4.0 の導

入によるシステムの制作原価の低下と、順調な新規受注により、収益力が大きく向上

する見込みであります。また、受注の増加や要求仕様の高度化に対応するため、シス

テムのカスタマイズ、コンテンツ制作等を迅速かつ効率的に実施できる体制をさらに

強化する考えであります。 

② Victoire 事業について 

ヨーロッパの有名パティシエ、ブーランジェのレシピを使った洋菓子、ベーカリー

のセレクトショップであるカフェ･ベーカリー「Victoire」の運営等を行う本事業に
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つきましては、当中間期において横浜ベイクォーター店等の新規店舗の販売拡大を図

ったため、初期費用の先行投資による収益への圧迫が発生いたしました。 

当期下半期においては、これらの施策は一段落し、先行投資費用がなくなること、

また、横浜ベイクォーター店は旗艦店として相当の集客力を示していることから、本

事業の収益力は向上するものと考えております。 

  ③ フランチャイズ業態紹介斡旋事業について 

フランチャイズ（以下ＦＣ）業態紹介斡旋事業につきましては、新規ＦＣ本部開拓

の不調等により、当中間期において予想した収益を達成できなかったため、ＦＣ本部

開拓の機能を株式会社ウィンテグレータ（以下「ウィンテグレータ」）から当社営業

部門に移管し、ウィンテグレータは同社が強みを持つ媒体広告、フランチャイジーを

ＦＣ本部に紹介斡旋するＢ２Ｂマッチングに集中するべく組織を再編いたしました。

当該措置により下半期からは、当社が積極的なＦＣ本部開発を行うとともに、ＦＣ本

部支援業務については、ウィンテグレータがその強みを生かした支援業務を行い、収

益の回復を図る考えであります。 

  ④ ファイナンス事業の推進 

平成 18 年５月に開始いたしました中小事業者向けファイナンス事業につきまして

は、当社ならびにアライアンス企業が有する「繁盛ネット」等の会員である中小規模

専門店のニーズが高い、有望な事業でありますが、当上半期において金融業界をとり

まく環境が厳しく、自社で資金調達を行いつつファイナンス事業を行う当初のモデル

については見直しを余儀なくされ、事業展開に遅れが発生いたしました。 

今般当社グループは、日本振興銀行株式会社と提携を行うことにより、多額の資金

調達を必要としない事業モデルを推進することが可能となったことから、本事業につ

いては当該モデルによる積極的な展開を行い、下半期より収益性を改善させる考えで

あります。 

⑤ 投資有価証券の流動化の推進 

当社は「システム＆インベストメント」事業モデルの一環として、投資有価証券の

流動化に注力しております。当期上半期においては、流動化により 1,195 百万円のキ

ャッシュならびに連結上 390 百万円、単体で 516 百万円の売却益を得、その推移は順

調であり、下半期におきましても、引続き流動化を強力に推進する考えであります。 

 

以上の通り当社グループは、平成 19 年７月期下半期において収益を回復させ、通

期の収益予想を達成すべく、全力で邁進する所存であります。 

   ※ 本プレスリリースにおける説明は、本日現在の将来に関する前提・見通し・計画に

基づく予想が含まれており、実際の数値は、様々なリスク要因や不確実な要素により予

想と異なる可能性があります。 

以 上 


