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東日本大震災後の事業構造改革プラン『SiLK Renaissance』の実行に伴う、 

孫会社の異動、特別損失の計上、通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ 
 

 

 当社は、平成 23 年５月 13 日開催の取締役会において、今後の業績の改善と安定をはかることを目的

とした、事業構造改革プラン『SiLK Renaissance』の実行を決議いたしました。『SiLK Renaissance』に

よって発生する構造改革費用の大半は平成 23 年４月期において完了させるものであるため、平成 23 年

４月期に以下のとおり特別損失を計上し、通期業績予想および配当予想の修正を行うことになりました

ので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．事業構造改革決定に至った背景 

 当社では、この度の東日本大震災が「低頻度大規模災害」に相当するとの認識から今後の事業運

営に与える影響を分析した結果、引き続き発生する可能性のあるリスクに対応した事業構造への改

革を最重要事項と位置づけ、ノンコア事業から早期に撤退し、より安定的な収益を創出できる企業

グループとして体制を再構築することを目指し『SiLK Renaissance』を作成いたしました。 

 当社グループは、平成 24 年４月期を最終年度とする中期経営計画『SiLK VISION 2012』を公表し

ておりましたが、未曾有の経済環境下にあっても継続的な成長を実現できる事業構造への転換をは

かるための事業構造改革プラン『SiLK Renaissance』の実行期間を１年設け中期経営計画の達成に

向けての礎を築くことで、平成 25 年４月での中期経営計画の達成を目指してまいります。 

 

２．孫会社の譲渡 

(1) 譲渡の理由 

 当社子会社の株式会社フルスピード（以下「フルスピード」）は、同社の強みであるインター

ネットマーケティングを活かした事業拡大を目的に、異業種であるアパレル事業を行う株式会

社ギルドホールディングス（以下「ギルドホールディングス」）およびギルドコーポレーション

株式会社（以下「ギルドコーポレーション」）を平成 22 年３月に子会社化し、インターネット

マーケティングノウハウを活用した EC（電子商取引）販売を展開するなどの積極的な販売促進

施策の実行を企図しておりましたが、「インターネットをひろげ、社会に貢献する」を企業理念

とする当社が平成 22 年８月にフルスピードを子会社化したことで、フルスピードは、コア事業

であるインターネットマーケティング事業に集中し、ノンコア事業であるアパレル事業を切り

離す方針といたしました。 

 しかしながら、アパレル業界全体の停滞基調や天候不順等の影響等による採算性の低下に加
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え、東日本大震災の影響による震災地域のギルドコーポレーション直営店舗に休業が発生し、

また、震災地域以外でも計画停電による営業時間短縮や消費自体の低迷によって収益構造が厳

しくなったことで、当初よりもアパレル事業の切り離しに時間を要す結果となりました。 

 なお、ギルドホールディングスおよびギルドコーポレーション（以下「ギルドグループ」）を

譲渡することで、ギルドグループののれん償却費用相当額が平成 24 年４月期以降軽減されると

ともに、ギルドグループの有していた借入債務約 9.7 億円も当社連結から外れることで財務体

質の改善にも寄与してまいります。 

 

(2) 譲渡する孫会社の概要 

① ギルドホールディングス 

a. 商 号 : 株式会社ギルドホールディングス 

b. 代 表 者 : 芳賀 麻奈穂 

c. 所 在 地 : 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番１号 

d. 設 立 年 月 日 : 平成 20 年４月 14 日 

e. 主な事業の内容 : 株式等の保有を通じたグループの統括・運営等 

f. 決 算 期 : ７月 31 日 

g. 従 業 員 数 : ０名（平成 23 年２月末現在） 

h. 主 な 事 業 所 : 本社 

i. 資 本 金 : 275 百万円 

j. 発行済株式数 : 10,800 株 

k. 大株主構成および所有割合 : フルスピード 10,800 株（100.0％） 

l. 最近事業年度における業績の動向 

（単位：百万円） 

 平成 20 年７月期 平成 21 年７月期 平成 22 年７月期 

売上高 － － －

売上総利益 － － －

営業利益 -15 -1 -1

経常利益 -50 -127 -100

当期利益 -50 -128 -100

総資産 1,924 1,922 1,921

純資産 489 361 260

m. 当社との関係 

資本関係：当社子会社（フルスピード）が同社株式の 100.0％を所有しております。

人的関係：当社子会社（フルスピード）の役員３名が、同社の役員を兼任しており

ます。 

取引関係：特筆すべき事項はありません。 

 

② ギルドコーポレーション 

a. 商 号 : ギルドコーポレーション株式会社 

b. 代 表 者 : 中森 友喜 

c. 所 在 地 : 東京都渋谷区富ヶ谷二丁目８番３号 

d. 設 立 年 月 日 : 平成 15 年 10 月 17 日 

e. 主な事業の内容 : アパレル製造販売 等 

f. 決 算 期 : ７月 31 日 



 
 
 
 
 
 

g. 従 業 員 数 : 246 名（平成 23 年２月末現在） 

h. 主 な 事 業 所 : 本社、25 店舗 

i. 資 本 金 : 10 百万円 

j. 発行済株式数 : 200 株 

k. 大株主構成および所有割合 : ギルドホールディングス    146 株（73.0％） 

宮内 敦            30 株（15.0％） 

フルスピード         24 株（12.0％） 

l. 最近事業年度における業績の動向 

（単位：百万円） 

 平成 20 年７月期 平成 21 年７月期 平成 22 年７月期 

売上高 4,735 6,145 6,580

売上総利益 2,313 3,130 3,369

営業利益 777 670 529

経常利益 775 669 563

当期利益 425 378 243

総資産 1,285 1,512 3,099

純資産 448 827 1,070

m. 当社との関係 

資本関係：当社子会社（フルスピード）が同社株式の 12.0％を所有しております。

また当社孫会社（ギルドホールディングス）が同社株式の 73.0％を所有

しております。 

人的関係：当社子会社（フルスピード）の役員４名が、同社の役員を兼任しておりま

す。 

取引関係：特筆すべき事項はありません。 

 

(3) 譲渡先の概要 

a. 商 号 : 株式会社サンフランシスコ・エンタープライズ 

b. 代 表 者 : 金田 真紀 

c. 所 在 地 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目 30 番８号 

d. 設 立 年 月 日 : 平成５年３月１日 

e. 主な事業の内容 : 紳士、婦人、子供服の卸および販売 

f. 決 算 期 : ２月末日 

g. 資 本 金 : 10 百万円 

h. 発行済株式数 : 2,000 株 

i. 大株主構成および所有割合 : 金田 真紀    1,200 株（60.0％） 

植木 一郎      800 株（40.0％） 

j. 最近事業年度における業績の動向 

（単位：百万円） 

 平成 20 年２月期 平成 21 年２月期 平成 22 年２月期 

売上高 1,688 1,718 1,583

売上総利益 882 956 873

営業利益 46 69 33

経常利益 45 51 21

当期利益 18 30 10



 
 
 
 
 
 

総資産 1,096 1,201 1,302

純資産 670 700 711

k. 当社との関係 

資本関係、人的関係および取引関係はありません。 

 

(4) 譲渡株式数、譲渡前後の所有株式の状況 

① ギルドホールディングス 

a. 異動前の所有株式数 : フルスピード 10,800 株（所有割合：100.0％） 

b. 譲 渡 株 式 数 : 10,800 株（譲渡価額：１円） 

c. 異動後の所有株式数 : 0 株（所有割合：0％） 

② ギルドコーポレーション 

a. 異動前の所有株式数 : フルスピード 24 株（所有割合：12.0％） 

b. 譲 渡 株 式 数 : 24 株（譲渡価額：１円） 

c. 異動後の所有株式数 : 0 株（所有割合：0％） 

 

(5) 譲渡価額の根拠 

 フルスピードは、ギルドグループの売却価額の決定に際し、フルスピード専属のフィナンシ

ャル・アドバイザーである SMBC 日興証券株式会社から取得した株式価値算定書における評価価

格を参考にしております。当該株式価値算定書において、ギルドホールディングスの株式価値

を純資産法を用いて算定した結果はゼロ評価であり、また、ギルドコーポレーションの株式価

値を DCF 法を用いて算定した結果はマイナス評価をされております。 

 

(6) 日程 

平成 23 年５月 13 日     取締役会決議 

平成 23 年５月 13 日     株式譲渡契約締結 

平成 23 年５月 16 日     株式譲渡実行日（予定） 

 

３．特別損失の計上 

(1) 孫会社等（ギルドグループ）の譲渡に係る特別損失 

 当社グループにおけるノンコア事業のアパレル事業を行うギルドグループは、当社の企業理

念「インターネットをひろげ、社会に貢献する」との相関性が希薄であったため、これを切り

離し、当社グループのコア事業であるインターネット関連事業（Smart Infra 提供事業）に事業

リソースを集中することによって、収益構造の改善をはかることが重要であると判断いたしま

した。 

 前項２に記載のとおり、当社子会社のフルスピードがギルドグループの株式を譲渡すること

に伴い、減損損失として特別損失を 2.5 億円計上する見込みであります。 

 

(2) 次世代インターネットユビキタスインフラ事業の構造改革に伴う特別損失 

 子会社のエグゼモード株式会社（以下「エグゼモード」）を通じて当社が中国最大規模のコン

シューマーエレクトロニクス企業である aigo との提携に成功し、当社と aigo はユビキタス家

電の開発を行う中国の合弁会社「SmartCloud」の設立に至りました。この成果により aigo 製品

の日本における独占販売権を取得したことで、自社独自で製品開発を行っていた場合の製品製

造リソースや在庫保有リスクが大きく軽減されるだけではなく、高品質かつコストパフォーマ

ンスの高い aigo のユビキタス家電を独占販売することが可能となりました。 



 
 
 
 
 
 

 これに伴い、エグゼモードがユビキタス家電を自社開発する必然性が消滅したことにより、

製品開発から撤退するため、減損損失として特別損失を 2.1 億円計上する見込みであります。 

 なお、エグゼモードが有する自社開発製品の在庫につきましては、平成 24 年４月期第２四半

期中を目処に整理を完了する予定です。 

 

(3) B2C（エンドユーザー向け ISP サービス）のユーザー獲得施策の改革に伴う特別損失 

 当社グループは、B2C ユーザー獲得を目的に、独自マーケティング手法であるインバウンド

（Pull）形態とアウトバウンド（Push）形態によるコールセンターに継続投資を行ってまいり

ましたが、フルスピードを子会社化したことでインバウンド（Pull）形態による獲得構造の確

立に目処がついたため、フルスピードの Web マーケティング機能とインバウンド（Pull）形態

のコールセンターを統合し、一定以上の運営規模を必要とするアウトバウンド（Push）形態か

らは撤退することとしました。これに伴い、固定資産除却損等による特別損失を 1.1 億円計上

する見込みであります。 

 

４．平成 23 年４月期通期業績予想の修正（平成 22 年５月１日～平成 23 年４月 30 日） 

(1) 平成 23 年４月期通期連結業績予想数値 

（単位：百万円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 25,000 1,000 1,050 200 4,010 円 57 銭

今回修正予想（Ｂ） 23,000 120 180 △830 △16,271 円 00 銭

増減額（Ｂ－Ａ） △2,000 △880 △870 △1,030 －

増減率（％） △8.0 △88.0 △82.9 － －

（ご参考）前期実績 

（平成 22 年４月期）
14,709 407 804 1,022 20,562 円 37 銭

 

(2) 修正の理由 

 今回の切り離し対象となる以下のノンコア事業における要因により、前回予想を下回る見込

みとなりました。 

① 孫会社であるギルドグループのアパレル事業の不振による減収と同グループの譲渡に伴う

特別損失の計上 

② デジタル家電製品の製造、販売を行う子会社のエグゼモードの事業構造改革に伴い、製品

在庫の圧縮等を目的に同社独自の新製品開発を終了したことによる販売量の減少と、事業

構造改革に伴う特別損失の計上 

③ B2C のユーザー獲得施策の改革に伴う特別損失の計上 

 なお、早期に事業構造改革に着手したことで、コア事業につきましては当初の計画よりも 1.4

億円の収益改善を実現しております。 

 

５．配当予想の修正について 

(1) 修正の内容 

 １株当たりの配当金 

基準日 第２四半期末 期末 合計 

前回予想 － 3,600 円 3,600 円

今回修正予想 － 1,800 円 1,800 円



 
 
 
 
 
 

当期実績 －  

前期実績 

（平成 22 年４月期） 
－ 3,600 円 3,600 円

(2) 修正の理由 

 当社は、可能な限り安定配当を継続することを方針としておりますが、今後の業績の改善と

安定をはかることを目的とした事業構造改革プラン『SiLK Renaissance』の実行により、上記

の特別損失の計上および業績予想の修正を行います。 

 このような状況を勘案し、誠に遺憾ながら、当期の期末配当を１株当たり 3,600 円から１株

当たり 1,800 円に修正させていただきます。 

 

６．その他 

事業構造改革プラン『SiLK Renaissance』につきましては、別添のご説明資料をご覧下さい。 

 

 
※ 業績予想数値につきましては、当社が現時点で入手可能な情報から得た判断に基づく将来の予想であり、実際の業績は今後の様々な

要因により、予想値と異なる結果となる場合があります。 

 

以上 



東日本大震災後の不安定な社会環境においても、
中期的継続成長を実現するグループリストラクチャリングプラン

「SiLK Renaissance」の実行に関して
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東日本大震災により被害を受けられた皆さま、
ならびにご家族の方々に、謹んでお見舞い申し上げます

被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

フリービットグループは、インターネットという通信インフラを担う企業として、

サービスの維持に努めることで皆様の情報収集や復興に貢献できるよう、

より一層努めてまいります。
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具体的アクション

コア事業へのリソースの
集中投下分野の設定
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フリービット 震災対策プログラム“SiLK Renaissance”実行
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東日本大震災後の不安定な社会環境においても
中期的な成長を実現する為に

ノンコア事業を2011年4月期中に切り離し、
独自性と競争力あるコア事業に集中的にリソースを

投下する体制を整える
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フリービットグループの東日本大震災後の認識

日本の経済への影響

2011年、日本経済は1.5%成長に減速（前年は3.9%成長）。

内需は、将来不安から、個人消費は低迷する可能性が高い

外需は、本震災を受けて、販売拠点のみならず生産拠点のグローバル化も進む。サ
プライチェーンの冗長化が求められ、さらなるコスト増に。円高の影響が、これに追い
打ちをかける。

国債などの金融リスクを考慮して金利上昇を想定したファイナンス戦略が必要

地震・原発のリスク

余震は、最大今後10年続くとも見られ、東京周辺においても余震や直下型地震発
生可能性を考慮すると、事業継続への脅威が無くならない。

福島原発の今後の処置によるが、最悪のケースでは、東京も「危険」であり、大規模
な冗長化オペレーションが必要である。

電力問題の影響
電源問題に関しては未だ解決されず、夏場には計画停電の可能性も。
産業への影響は限定的と言えず、長期化も考慮すべき。
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アジェンダ

8

SiLK Renaissance とは

フリービットグループの
震災後の認識

具体的アクション

コア事業へのリソースの
集中投下分野の設定
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具体的アクション

9

フリービット本体を中心としたシンジケートローン
を組成し、安定したキャッシュの確保

ノンコア事業からの2011年4月期中の
撤退を完了し、継続課金かつ

成長性の高い事業にリソースを集中投入
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具体的アクション

10Copyright © 2011 FreeBit Co.,Ltd. All rights reserved.

フリービット本体を中心としたシンジケートローン
を組成し、安定したキャッシュの確保

ノンコア事業からの2011年4月期中の
撤退を完了し、継続課金かつ

成長性の高い事業にリソースを集中投入



リファイナンス後主な資金貸付

本日時点までに、各主力取引銀行と総額約40億円のシ・ローン組成並びに新規の借入契約
の締結を実施。

長短比率の是正 短期借入の圧縮により資金の安定化を実現（長短比率：54.3％ ⇒ 27.9％）
コミットメントラインによる融資枠の確保により、需要に応じた安定的な調達を実現
柔軟な運転資金の確保 長期借入金として、10億円の資金確保となり今後の資金需要に対応
2012年4月期においては、10～15億の有利子負債の圧縮を行う
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有利子負債のリファイナンス

第3四半期
有利子負債
計 9,101

※リース負債は除く
※1年以内返済の有利子負債については、長期借入金並びに 社債に含んで表記

シンジケートローン
完了後の
有利子負債
計 8,905

第3四半期
総資産額
21,664

短期借入金
2,484

コミットメント
ライン 900

長期借入金
5,921

社債 500

(柔軟な運
転資金)
1,000

その他
5,266

有利子負債
9,101

純資産
7,297

短期借入金
4,945

長期借入金
3,655

社債 500

DTI ｼ･ﾛｰﾝ
1,100

（単位：百万円）

フルスピードグループ
既存金融機関

フルスピード

ギルド

JPS

ベッコアメ

FBグループ
既存金融機関

フリービット

DTI
子会社・関係会社等

ﾌﾘｰﾋﾞｯﾄｸﾗｳﾄﾞ

エグゼモード

金融機関 フリービット

DTI エグゼモード

フルスピード
40億円

有利子負債のリファイナンス

借入金の主な使途

子会社の運転資金の確保

グループ全体の与信力を利用して調達コストの低減と子会社においても安定した状況を確
保（今回のギルド売却損が発生したフルスピードにおいても本件により、経営の安全性を事
前に担保した）

DTIの自社債権化に約8億円

東京電力子会社時代のDTIは、業績が不安定であったため自社での資金繰りが困難で東
電が債権を全額買い取ることで安定的に早期資金回収ができる仕組みとしていた。その代
りに比較的高い手数料を支払っていた。

DTIは収益状況が安定し自社での資金繰りに対応できることから、債権回収も自社で行う
ことにした。これにより手数料の削減が見込まれ、年間約1億円のコスト削減になる。
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変更前 変更後

約2,000万円/月約3,000万円/月

東電委託分

自社回収分

債権回収方法変
更により手数料差
額が約1,000万円/
月が通年に寄与

＜債権回収費用の対比＞



具体的アクション
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フリービット本体を中心としたシンジケートローン
を組成し、安定したキャッシュの確保

ノンコア事業からの2011年4月期中の
撤退を完了し、継続課金かつ

成長性の高い事業にリソースを集中投入

ノンコア事業からの2011年4月期における撤退の完了
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ギルドグループの売却

次世代インターネット/ユビキタスインフラ事業
の構造改革

DTI ユーザ獲得施策の改革



ギルドグループの売却

売却の経緯

フルスピードの買収に伴い、フルスピードの子会社であったギルドグループが当社グルー
プとなるが、ギルドグループの衣料関連事業は当社の企業理念「インターネットをひろ
げ、社会に貢献する」との相関性が希薄であったため、当社グループにおいては、ノン
コア事業と位置付け早期切り離しを計画していた。

しかしながら、アパレル業界全体の停滞基調や天候不順等の影響等による採算性
の低下に加え、東日本大震災の影響で震災地域のギルドコーポレーション直営店
舗に休業が発生しただけではなく、震災地域以外でも計画停電による営業時間短
縮や消費自体の低迷によって収益構造が厳しくなったことで、当初目論みよりもその
切り離しに時間を要す結果となった。
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５月13日付 株式会社サンフランシスコ・エンタープライズに実質的な企業価
値（EV）は1,161百万円で売却する株式譲渡契約を締結いたしました。

＜売却条件＞
・株式価値 ： 1円
・有利子負債：1,161百万円は全てサンフランシスコ社が引き継ぎ

ギルドグループの売却

孫会社（ギルドグループ）の売却に係る特別損失

当社子会社のフルスピードがギルドグループの株式を売却することに伴い、
2011年4月期において、連結の特別損失として250百万円を計上見込み。

フルスピードの経営状況

本件により、ギルドコーポレーションにある金融機関向け債務 971百万円について、
連結債務より除外。

当損失により純資産は棄損するものの、運転資金はグループ信用力で確保

コア事業は安定して黒字基調
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ノンコア事業からの2011年4月期における撤退の完了
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ギルドグループの売却

次世代インターネット/ユビキタスインフラ事業
の構造改革

DTI ユーザ獲得施策の改革

販売
品質
検査

製造
設計

製品
企画

企画
市場調査

次世代インターネット/ユビキタスインフラの構造改革

方針

子会社のエグゼモードを通じて当社が中国最大規模のコンシューマーエレクトロニクス企業であ
るaigoとの提携に成功し、当社とaigoはユビキタス家電の開発を行う中国の合弁会社「Smart
Cloud」を設立し、より大規模でのユビキタス家電の開発体制が整った。設立1年内に筋斗雲携
帯をチャイナユニコムからリリースするなどの実績も作る。

加えて、aigo製品の日本における独占販売権を取得したことで、EXEMODE独自のリスクを伴う
プロパー商品開発の必然性が消滅したために在庫リスクを伴うプロパー製品の開発からの撤退
を実行。製品製造における重複リソースの解消と、震災後の不安定な社会状況における在庫
保有リスクが大きく軽減される。
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市場調査と販売に特化し在庫
リスクが低減

一気通貫で企画から販売まで
を担当

設計自由度は高いが、最少発
注数が代理店スキームと比較
すると大きく在庫リスクが高い

工程

従来

今後



次世代インターネット/ユビキタスインフラの構造改革
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エグゼモードがユビキタス家電を自社開発する必然性が消滅したことにより、
製品開発から撤退するため、減損損失として210百万円を特別損失として計上する見込み。

また、2011年4月期後半から、同分野撤退を視野に入れ、製造・販売の
縮小化に舵を切ってきたことから、年初計画と利益で約2億円の乖離が発生。

なお、エグゼモードが有する自社開発製品の在庫につきましては、
2012年４月期第２四半期中を目処に整理を完了する予定。

プロパービジネス

OEMビジネス

EXEMODEブランドを撤退、
aigo総代理店に

ユビキタス家電に特化し、
aigo提携工場なども利用

＜旧EXEMODE＞
ユビキタス商品を自社開発

＜今後のEXEMODE＞

ユビキタス商品をフリービット、
aigo、Smart Cloudで開発

ノンコア事業からの2011年4月期における撤退の完了
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ギルドグループの売却

次世代インターネット/ユビキタスインフラの
構造改革

DTI ユーザー獲得施策の改革



DTI ユーザー獲得施策の改革

方針

当社グループは、B2Cユーザー獲得を目的に、独自マーケティング手法であるインバウンド（Pull）機
能とアウトバウンド（Push）機能によるマーケティングセンターに継続投資を実行

DTIが独自性のある商品の開発(ServersMan@VPS、ServersMan@Disk、MVNO)の成功により差
別化戦略が取れるようになり獲得コストが下がった。

フルスピードを子会社化したことでWebマーケティングとインバウンド（Pull）機能によるユーザー獲得
構造の確立に目処がついたため、一定以上の運営規模を必要とし外部環境におけるリスクが高い
アウトバウンド（Push）機能からは撤退することとした。

21

これに伴い、固定資産除却損等110百万円を特別損失として計上する見込み。
また、アウトバウンド（Push）機能以外は、グループ会社にて吸収を予定。

マーケティング機能

インバウンド（Pull）

アウトバウンド（Push）
撤退

FTTH獲得のアウトバウンドチャネルは、
震災やキャリアなどの外部環境に依存し不安定

DTIへ吸収
インターネットマーケティングとテレマーケティングの

融合チャネルは引き続きDTIで継続

対応
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DTI 開通ベース(開通数-解約数)の増減推移

マーケティングによる獲得施策の結果、DTIの獲得ベース、開通ベースは大幅に改善。
3月4月は差別化ある新商品の投入により大きく伸長。純増ペースに。
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2011年4月期業績予想の修正に関して
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2011年4月期連結業績予想の修正について

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり

当期純利益（円）

前回発表予想（ A ） 25,000 1,000 1,050 200 4,010

今回修正予想（ B ） 23,000 120 180 △830 △16,271

増 減 額 （ B ‐ A ） △2,000 △880 △870 △1,030 ―

増 減 率 （ ％ ） △8.0% △88.0% △82.9% ― ―

（ご参考）前期実績
（2010年４月期実績）

14,709 407 804 1,022 20,562

24

単位：百万円

通期予想との乖離率が広がり業績予想を修正
その他衣料販売事業の業績不振（売上：△1,000百万円/営業利益：△720百万円）
エグゼモード事業再編（売上：△330百万円/営業利益：△210百万円）
DTIユーザ獲得施策の改革（営業利益：△90百万円）

2011年4月期の連結業績予想は、以下の通り修正を実施
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切り離し対象の
ノンコア事業

連結営業利益予想値からの差異イメージ

9/8発表時の
営業利益

1,000 単位：百万円

11/04期
営業利益見通し

120
+140

コア事業の収益増

▲90 
DTI獲得チャネ

ル改革
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▲720
“その他衣料事業”

販売不振
による利益減

▲210
EXM プロパー
事業構造改革

四半期毎の連結営業利益推移
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＜営業利益とEBITDA＞ ＜（参考）ギルド・エグゼモードを除いた営業利益＞

連結での営業利益・EBITDAは、1Qと比較し4Qでは大幅に改善の見込み
ギルドを除いた営業利益は1Qから4Qまで年間を通じて堅調に増益傾向

（見通し）（実績） （実績） （実績） （見通し）（実績） （実績） （実績）

単位：百万円



2011年4月期に発生する特別損失について

項目 金額

ギルドグループ売却による損失 △250

エグゼモードプロパー事業撤退 △210

DTI獲得チャネルの改革費用 △110

その他 △100

計 △670
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当年度決算においては前述の通り、以下の特別損失を追加計上する
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（単位：百万円）

配当予想の修正について

当社では、株主の皆様との長期的な関係構築に力をいれており、

安定配当を行っていく方針でございますが、SiLK Renaissanceの

実行に伴いまして、誠に遺憾ながら当期の期末配当を以下に修正

させていただきます

1株当たり3,600円から1株当たり1,800円
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フリービットグループの人事に関して

ギルドグループの事業売却に伴う多額の特別損失の計上により、株主利益を毀損したことについて
の経営責任を明確にするため、以下の異動を行う。

フリービット株式会社
当社の代表取締役副社長である田中伸明は５月16日付でフリービット株式会社の代表職を辞する予定。

また、田中はフルスピードの事業改善やグループシナジーの極大化目的とし、５月16日付で
フルスピードの代表取締役社長に就任する。

株式会社フルスピード
現代表取締役社長である芳賀麻奈穂は５月16日付で辞任の予定。
なお、新代表取締役社長となる田中伸明の下、芳賀麻奈穂は取締役辞任後も、コア事業の業績回復に
全力を尽くすことが責務であるとし、引き続き顧問（CSA：Chief Strategy Adviser） として、事業面でのサポー
トに努めてまいります。
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新役職名 氏名 旧役職名

取締役副社長 田中 伸明 代表取締役副社長
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新役職名 氏名 旧役職名

代表取締役社長 田中 伸明 取締役会長

顧問（CSA） 芳賀 麻奈穂 代表取締役社長
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SiLK VISION 2012について



SiLK VISION 2012 ver.2.0（2010年9月8日発表）

売上高 14,709 25,000 26,000～28,000

営業利益 407 1,000 2,600～2,800

（実績） （予想） （目標）

（売上高:百万円） （営業利益：百万円）
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SiLK Renaissance 実行に伴い、2012年４月期においては、
新規サービスの伸長に加え、大規模震災に備えたインフラ投資や、

オペレーションの他拠点化などの安定的事業/サービス運用に
向けた取り組みを行う予定です。

その為、SiLK VISION 2012の実現を1年延期し、
SiLK VISION 2013と変更いたします。
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SiLK VISION 2013（SiLK VISION 2012を1年延長）

売上高 14,709
23,000

（ギルド抜き：19,000） 通期業績発表時
に公表予定

26,000～28,000

営業利益 407
120

（ギルド抜き：300） 2,600～2,800

（実績） （見込み） （目標イメージ） （目標）

通期決算時に
公表予定

（売上高:百万円） （営業利益：百万円）
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ギルド
4,000

アジェンダ

34

SiLK Renaissance とは

フリービットグループの
震災後の認識

具体的アクション

コア事業へのリソースの
集中投下分野の設定
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フリービットグループのビジネス

ブロードバンド
インフラ

インターネットマーケティング
インフラ

クラウドコンピューティング
インフラ

次世代インターネット/ユビキタス
インフラ

B2C SI/
その他

Smart Infra提供事業
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ブロードバンドインフラ

方針

ブロードバンドインフラの注力分野は、FTTHと高速モバイル通信市場

FTTHは、ADSLとの価格競争力のあるサービスを投入（本日NTTのフレッツライトに対応)

高速モバイル通信市場では、MVNOとして参入している3G/WiMAXに続き、今後は、
LTEを主戦場として準備を行う。(3Gにおいては、aigoのタブレット機器の投入などを検討)

加えて両分野において、IPv6対応による差別化を行う。
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高速モバイル市場のイメージ図
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高速モバイル通信市場規模
（億円）

出展：野村総合研究所「2011年版IT市場ナビゲータ」



VDCコスト構造イメージ

クラウドコンピューティングインフラ

方針
クラウドコンピューティングインフラは、VDC/仮想データセンターに注力。
独自性の高いミドルウエア SiLK VMの早期投入によりコスト競争力と、HW等の改善に
より高いコストパフォーマンスを実現。またそれらの仕組み自体を既存事業者にOEM提供。
日本ユーザーのみならず、中国国内のグループ会社との営業協力により、中国のSAPへの
インフラ提供や、中国市場への参入も目論む。
IPv4アドレス枯渇を受け、ニーズの高まりが予測されるIPV6対応を差別化要素に
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自社開発SW

NW
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HW

自社開発SW

仮想化を実現する
SWの自前化による

コスト削減

現状 目標

プロセッサーの
多コア化による、

単位当たりコストの
削減

クラウドコンピューティング市場規模
（億円）

出典：矢野経済研究所『進化するクラウドコンピューティング市場～ITビジネスへのインパクトと将来展望～』」

インターネットマーケティングインフラ

方針

インターネットマーケティングインフラ領域における注力市場は、SEO/FSC/アフェリエイト

インターネットマーケティング市場全体のうち、SEO/アフィリエイト市場はともに伸張し、
2011年には約1000億円の市場となる見通し

この領域にフリービットグループのテクノロジーを投入し技術での差別化を行う
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インターネットマーケティング市場規模

出典：シードプランニング 『2008～2009年のインターネット広告市場動向調査』

SEO効果を上げるためにリンク拡大が必要となり、こ
の部分にフリービットのテクノロジーを提供し差別化を

リンクを拡大

SEO効果を拡大

（億円）



六飛によるIPv6仮想化

次世代インターネット・ユビキタスインフラ

方針

aigoとの提携による次世代端末の開発と販売

無料モデルで展開中のServersManのプラットフォームの収益化

六飛テクノロジーによるsmart phoneを始めとするIPv6仮想化領域

China Telecom / China Unicom とのさらなる提携の実現
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ServersMan展開イメージ

ServersManとaigoの機器が連携することにより、
機器同士の通信が可能に

APIAPI

OS

NINI

アプリアプリ

IPv6仮想ドライバIPv6仮想ドライバ

SmartPhone
HTML/

JavaScript
アプリ

HTML/
JavaScript
アプリ

HTML/
JavaScript
アプリ

HTML/
JavaScript
アプリ

アプリアプリ

Web ServerWeb Server

ServersMan

ServersMan APIServersMan API

ServersMan
Gateway

ServersMan
Gateway

InternetInternet

SiLK Renaissanceの実行によって、不安定要素を一掃し、
2012年４月期より、SiLK VISION2013の実現に向けて、

全グループ一丸となって、進んでまいります。
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