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平成19年12月21日 

各  位 

 

会 社 名 株 式 会 社 フ リ ー ド 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  稲垣 靖彦 

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード９４２３） 

問合せ先 常 務 取 締 役  松永 光市 

 （ＴＥＬ０３－５７９６－３３０１） 

 

当社株式の時価総額及び今後の展開等について 

当社の株式につきましては、平成19年9月の時価総額（月間平均時価総額及び月末時価総額）が5億円未満

となりましたので、今後の見通し等につきましてお知らせいたします。 

 

記 

１．当社株式の時価総額について 

 当社株式は、平成19年9月の月間平均時価総額及び月末時価総額が5億円未満となりました。株券上場廃

止基準第2条第3号（上場時価総額）に基づき、9ヶ月以内（事業の現状、今後の展開、事業の計画の改善そ

の他ジャスダック証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内にジャスダック証券取引所

に提出しない場合にあっては、3ヶ月）に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が5億円以上になら

ない時は、上場廃止になる旨規定されております。 

 

（ご参考） 

(１) ①当社株式 平成19年 9月末（ 9/28）現在の時価総額 
          9月末最終価格 15,800円× 9月末上場株式数 28,920株 

                            ＝月末時価総額 456,936,000円 

②当社株式 平成19年10月末（10/31）現在の時価総額 

         10月末最終価格 15,900円×10月末上場株式数 28,920株 

                            ＝月末時価総額 459,828,000円 

③当社株式 平成19年11月末（11/30）現在の時価総額 

         11月末最終価格 12,590円×11月末上場株式数 28,920株 

                            ＝月末時価総額 364,102,800円 

④当社株式 平成19年12月21日現在の時価総額 

         平成19年12月21日 14,200円×12月21日現在上場株式数 28,920株 

                            ＝12月21日時価総額 410,664,000円 

 

 (２) ①当社株式 平成19年 9月月間平均時価総額 472,995,106円 

   ②当社株式 平成19年10月月間平均時価総額 468,898,364円 

③当社株式 平成19年11月月間平均時価総額 392,623,429円 

④当社株式 平成19年12月21日現在の月間平均時価総額 401,775,920円 
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２．事業の現状 

当社のソリューション事業は、中小企業が抱える経営資源（ヒト･モノ･カネ･情報）の不足や非効率な

利用によるコスト増、低い生産性の解消を目的としており、その活動はバックオフィスイノベーション

業務（以下、ＢＩ業務という）とビジネスサポート業務（以下、ＢＳ業務という）の二つに分けられて

おります。 

ＢＩ業務では、主に企業の通信コストの削減と管理サービスの提供及び情報通信機器（ビジネスホン・

ファクシミリ・ネットワーク複合機）やネットワークセキュリティ機器の販売を通じ、中小企業のコス

ト削減と機器の有効活用でＩＴ化による少人数オペレーションが可能となり管理部門の生産性向上のお

手伝いをしております。また、福利厚生サービスの提供もおこなっており顧客企業の社員満足度向上を

図っております。 

 ＢＳ業務では、企業がより本業に特化することで生産性向上を図れるよう営業を中心にクライアント

企業名での業務の企画・代行活動を提供しております。 

 

当社は平成19年3月中間期まで売上の9割弱をＢＳ業務が占めておりました。しかし、ＢＳ業務が主

要マーケットにしていました情報通信市場の市況は平成18年7月以降大きく変わり、その影響から平成

19年3月期は大きく業績を落とし対前年同期比は51％減り1,020百万円になりました。 

当社は今後同様の市況や経済情勢の影響リスクに強い事業体質にすることが必要と判断し、業務の比

重をＢＳ業務からＢＩ業務へ段階的に移行させることを推し進めてまいりました。そのような中、これ

までＢＳ業務において大手クライアントのブランド力に依存したことで低下した販売力の強化は急務で

ありましたが、業容の変化に耐えられない社員の離職を多く出し、その影響から新卒社員の戦力化にも

想定以上の時間を要する結果となり、平成20年 3月中間期の対前年同期比売上高は 38％減り 304百万

円となりました。 

 一方、販売管理費の削減にも全社を上げて取り組み平成 20年 3月中間期の対前年同期比で固定費を

207百万円削減、これに人件費の減少 133百万円を加え合計 340百万円の削減を行い、その結果、平成

20年3月中間期の経常損失は対前年同期比で29％好転し366百万円となりました。しかしながら事業再

建にはより一層の生産性の向上とコストの削減が必要な状況であります。 

このような状況を踏まえ、営業部門の精鋭化およびストック型（顧客から毎月一定の収入が得られる 
仕組み）で安定した売上を見込める商品・サービスの販売に努めることで外部環境の変化に強い事業構 

造を構築すると共にコストの大幅削減に取り組んでおります。 

 

３．今後及び実施中の施策と事業計画 

今後は「安定売上確保」「顧客数増」「組織力強化」「社員スキル向上」へ全社を上げて取組むことで強

い事業体質を確立すると同時にコスト削減に努め平成21年3月期からの黒字化を図ってまいります。 

 そのための具体的な取り組みにつきましては下記のとおりであります。 

 

（１） 事業体質の強化 

①安定売上確保 

当社は平成19年7月より自社ブランドによるビリングサービス「フラディオ・コレクト」の提

供を開始いたしました。一般的にいうビリングサービスとは、顧客が利用している複数のサービス

利用料の請求を一本化することで煩雑な請求書管理業務を簡易化するサービスをいいますが、「フ

ラディオ・コレクト」は単に請求を一本化するだけでなく、バラバラで煩雑になりがちな請求書を

「まとめる」、コストを「見える化」する、面倒な業務を「まかせる」をコンセプトにＡＳＰサー

ビスによるコスト管理ツールを提供し、コストのデータベース管理や予算と実績の管理までを実現

しています。 

また「フラディオ・コレクト」は様々な商品・サービスの請求を一元化することが可能ですが、

顧客から料金を直接回収する事業は顧客との関係を築きやすい反面、売掛金回収のリスクを背負う

ことになります。当社はこのリスクに対応するため、現代における企業活動の生命線である通信イ

ンフラの利用料をビリングに組込むことで未回収率を抑え99.8%の高い回収率となっています。 

尚、本サービスの利用にあたり利用者にはコスト負担はありませんが、通信事業者（顧客への通

信サービス提供者）にとって当サービスは請求業務の代行であり、サービス利用者の通話課金の一
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部は当社への業務代行手数料として支払われ、当社顧客がサービスを利用する間は永続的に売上と

なります。また、毎月当社から請求書が届くことで利用者に対し当社との取引関係を意識させやす

い上、コスト管理のコンサルティングを通じ顧客と密接な関係を築くことが可能となり、顧客に対

する二次営業の機会に恵まれ更なる商品・サービスの提供が可能となっております。 

 

②顧客数増 

ＢＩ業務におけるビリングサービスは利用者にコスト負担がないことで敷居が低く新規顧客の

開拓に適していることから、平成19年7月のサービス開始以降3ヶ月間で768社を獲得し平成20

年3月期中間の保有顧客数は平成19年3月期末の1,208社に対し68％増（826社増）の2,034社

となりました。当社は引き続きこれを新規顧客開拓の強みとし平成20年3月期末の保有顧客数は

サービス提供ベースで4,000社（獲得べース5,000社）を計画しております。 

尚、ＢＳ業務ではクライアント企業は流動的であり顧客数計画はございません。 

 

③組織力強化 

 当社は繁栄する組織を目指し「結束力向上」「組織拡大」「組織的機能向上」に重点を置き組織力

の強化を図ってまいります。具体的には、全社員が事業戦略を意識し考え行動できる環境をつくる

ため、従来の商品・サービス別の組織編成からビリングサービスを軸に各商品・サービス担当が一

つの組織に属するユニット型の組織に再編成いたしました。 

また、繁栄する自社商品・サービスの開発に取り組み、ブランド力向上による組織的な販売力の

強化を図ってまいります。 

 既にリリースしている自社ブランド「フラディオ」商品は、ビリングサービスの「フラディオ・

コレクト」、通信インフラコンサルティングサービス「フラディオ・コミュニケーションズ」、福利

厚生サービス「フラディオ・ベネフィットステーション」があります。 

 

④社員スキル向上 

①～③を実現するためには社員スキル向上が課題となります。これまでＯＪＴ型の教育に偏って

いたことで教育する内容や手法の全社的一貫性が保ち難い状況にありました。当社は平成 20年 1

月から社内教育体制および人事機能の強化を図り、個々の能力の一貫した高いクオリティを実現す

るため、既に社外からその分野に秀でた人材を獲得しております。 

 

（２） 販売管理費の見直し 

全国4拠点（品川オフィス、高輪オフィス、名古屋オフィス、大阪オフィス）の余剰な事務所家

賃の見直しによる縮小および統廃合をおこないます。平成20年2月に品川オフィスと高輪オフィ

スを廃止し、新たに五反田に品川、高輪両オフィスを統合移転いたします。尚、五反田の新オフィ

スは当社の大株主である株式会社フォーバルも入居を決めており、設備の共有を図るなどあらゆる

コスト削減を盛込んでおります（品川、高輪から五反田への移転で家賃削減額 126百万円）。名古

屋オフィスは平成20年2月に現入居ビル内での移転により縮小を図ります（家賃削減額14百万円）。

大阪オフィスにつきましても平成20年2月をもって一部解約することで縮小いたします（家賃削

減額17百万円）。これらにより年間地代家賃は157百万円の削減を計画しております。また、人件

費につきましては役員報酬の削減 20百万円、当社の親会社等にあたる株式会社フォーバルに仕入

れ等の業務を集約することで間接部門の減員をはかり99百万円、その他経費（減価償却10百万円

也）の削減も含め、その結果、平成20年3月期の対前年同期比販売管理費は63％減り981百万円

を見込んでおります。 
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（３） 事業提携による新規販路獲得 

当社はソリューション事業の販路拡大のために、ＢＩ業務で培った中小企業向けＩＴ（情報技術）

システムの構築ノウハウとＢＳ業務での企画・代行ノウハウを活かし、従来の共通商材を用いた業

種横断的な営業展開に加え、業種ごとの固有のニーズに応えた商品のパッケージ化を行い業種特化

型のソリューション営業を展開してまいります。 

その第一歩として、豊田産業株式会社外食事業本部（以下、豊田産業外食事業本部という）との

資本および業務の提携を行いました。豊田産業外食事業本部は飲食店の経営サポートならびに中部

地区を中心に外食事業のフランチャイザー、メガフランチャイジーとして活動しております。しか

し、外食産業の店舗運営は人材不足、求人難がますます深刻化しており、その対策としてＩＴシス

テムの導入による効果が期待される状況にあります。そのため外食産業の店舗運営において、豊田

産業外食事業本部の外食産業運営・マーケティング力と当社のＩＴシステムの構築ノウハウを活か

した人材に関わるソリュ－ション（ＩＴ化による少人数オペレーションの実現）は、相乗的な効果

を発揮するものと期待されており当社もその効果を確信しております。 

 

（４） 資本増強 

第三者割当増資を行い資本の増強を実施してまいります。平成19年12月25日に豊田産業株式

会社、中部管財株式会社、有限会社トヨダエンタープライズを割当先とした新株式発行により資本

増強が予定されております。豊田産業外食事業本部との業務提携に関する基本合意もおこなってお

り、両社の強みと経営資源を最大限に活かすことで、今後の当社の業績回復にも大きく寄与できる

ものと考えております。 

また今後の事業展開を見据え、当社の関係先、及び当社代表を含めた資本増強策を検討いたして

おります。 

 

     ＜ご参考＞ 

     発行要領（平成19年12月25日実施予定分） 

① 発行新株式数    ：普通株式 12,380株 

② 割当先及び割当株式数：豊田産業株式会社        10,400株 

              中部管財株式会社         1,240株 

              有限会社トヨダエンタープライズ   740株 

③ 発行価額の総額   ：157,226,000円 

④ 払込期日      ：平成19年12月25日 

 

４．今後の見通し及び上場維持に向けて 

当社が展開するソリューション事業の核でありますＢＩ業務とＢＳ業務は、長期的な人材不足傾向と

ＩＴの高度化による事業機会の拡大からニーズは一層高まって行くものと判断しており、当社の事業は中

小事業主の皆様にとって今後より一層お役に立てるものであると確信をしております。更に、いままで中

心的に行ってきた情報通信産業に拘らず外食産業をはじめとした他の市場への展開と当社の独自性を付

加した商材の提供を増加させることで、将来、事業の安定的成長に確実に寄与するものと考えております。 

当社は引き続き上場維持に向けて安定的な収益力を確保する為に、全社員が一致協力、一丸となって取 

り組んでまいります。 

 

尚、今般、本書面をジャスダック証券取引所に提出することによりまして、上場時価総額5億円以上へ

の回復の期限が平成20年6月末までに延長されます。1日でも早く諸施策の取り組みを具体化し成果をあげ

てまいります。 

株主、投資家の皆様のご理解を頂き、企業評価を高めて行くことで上場を維持して行きたいと考えてお

ります。 
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【ご参考】 

当期の連結業績予想、および個別業績予想につきましては11月30日発表の通りであります。 

<連結業績>                                                                    (単位：百万円) 

第12期 

平成18年3月期 

第13期 

平成19年3月期 

第14期 

平成20年3月期 
 

中間期 

(実績) 

通期 

(実績) 

中間期 

(実績) 

通期 

(実績) 

中間期 

(実績) 

通期 

(予想) 

売 上 高 1,078    2,535    625    1,289    439    884    

経 常 利 益 192    444    △529    △803    △359    △476    

当 期 純 利 益 137    248    △595    △827    △499    △696    

 

<個別業績>                                     (単位：百万円) 

第12期 

平成18年3月期 

第13期 

平成19年3月期 

第14期 

平成20年3月期 
 

中間期 

(実績) 

通期 

(実績) 

中間期 

(実績) 

通期 

(実績) 

中間期 

(実績) 

通期 

(予想) 

売 上 高     908      2,075       490      1,020       304       685    

経 常 利 益     135        336     △513     △802     △366     △487    

当 期 純 利 益     102        220     △572     △827     △507     △706    

 

最近の株価の状況 

 
第13期 

平成19年3月期 
第14期 

平成20年3月期 
上期平均終値 

（4月1日～9月30日） 
217,240円 21,869円 

下期平均終値 
（10月1日～翌3月31日） 

86,002円 14,926円 

年度平均終値 
（4月1日～翌3月31日） 

206,154円 －円 

※注１ 平成20年3月期の下期平均終値は、直近2ヶ月（平成19年10月1日 

～平成19年11月30日）の終値平均値を記載しております。 

 

以上 


