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5月13日5月13日

グループリストラクチャリングプラングループリストラクチャリングプラン

「SiLK Renaissance」

を発表を発表
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“SiLK Renaissance”とは

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投下する体制を整える
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SiLK Renaissanceの概要

グループ グループ全体の与信力を利用して資金調達コス
ト 低減と子会社にお も安定した状況を確

金融機関
子会社Aグル プ

ファイナンス
トの低減と子会社においても安定した状況を確
保

FB 子会社B

子会社C

Maker’s Maker

S そ

事業構造の
継続的成長のために以下に関して改革を断行
ギルドグル プのアパレル事業

ISP’s ISP

Internet Marketing

iDC’s iDC

B
2
C

SI・
そ
の
他

そ
の
他
衣
料

事業構造の
改革

・ギルドグループのアパレル事業
・EXEMODEのプロパー商品販売事業
・DTIのアウトバウンドテレマ機能

改革を行い、以下４分野への集中事業を定める
次世代インタ ネ ト/ ビキタスインフラ

次世代インターネット/ユビキタスインフラ

事業集中
・次世代インターネット/ユビキタスインフラ
・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
・ブロードバンドインフラ 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
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ブ ド ンドインフラ

SiLK Renaissanceの概要＞グループファイナンスによる財務制限条項の変化

2007年９月28日締結シンジケート･
ロ ンの主要な財務制限条項

変更後の主要な財務制限条項
ローンの主要な財務制限条項

第２四半期・本決算期末の連結・個別
財務諸表において、経常損益ならびに
当期損益をプラスにすること

第２四半期・本決算期末の連結・個別
財務諸表において、経常損益のみを
プラスにすること当期損益をプラスにすること

第２四半期・本決算期末の連結・個別
財務諸表の純資産の部において、直
前決算の75%を維持すること

プラスにすること

第２四半期・本決算期末の連結貸借
対照表の純資産の部において、直前
決算の75%を維持すること前決算の75%を維持すること 決算の75%を維持すること

現預金控除後のネット有利子負債を
60億円以下にすること

従来の財務制限条項に比較し 業績並びに会計上の条件が緩和されており従来の財務制限条項に比較し、業績並びに会計上の条件が緩和されており、
不測時の返済義務発生のリスクが軽減されています。
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SiLK Renaissanceの概要＞事業構造の改革

Internet Marketing

Maker’s Maker

SI・

そ
のギルドグループ

FS買収によりグループ入りしたギルドグ

ループはノンコア事業と位置づけ、当初よ

ISP’s ISP

Internet Marketing

iDC’s iDC
B
2
C

・
そ
の
他

の
他
衣
料

ギルドグル プ
の売却

り切り離しを計画。
5月に実質的な企業価値（EV）1,161百万円
で切り離しを実行。

次世代
インターネット/

aigoとのユビキタス家電製造・販売におけ
るパートナーシップを確立し、EXEMODE独
自のプロパ ビジネスから撤退

インタ ネッ /

ユビキタスイン
フラ

構造改革

自のプロパービジネスから撤退。

今後は、ユビキタス家電の提供を継続しつ
つ、製品製造における重複リソースの解消
をはかり、在庫リスク軽減の見通し。

アウトバ
ウンド

を り、在庫リ ク軽減 見通 。

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

WEB集客
インバウ
ンド

ウンド
DTI ユーザ獲得
施策の改革

ケティングとインバウンド（Pull）機能による
ユーザー獲得構造を確立。

外部環境リスクが高いアウトバウンド
（Push）から撤退
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SiLK Renaissanceの概要＞事業集中

次世代
インターネット
ユビキタス

aigoとの提携による次世代端末の開発と販売
ServersManのプラットフォームの収益化
SmartPhone領域への注力

インタ ネット
注力分野は、テクノロジーで差別化したSEO/アフィリエイト

国内国内No.1No.1の実績の実績

“SEO ”

インフラ 中国China Telecom / China Unicom とのさらなる提携の実現

インターネット
マーケティング
インフラ

注 分野 、 ク 別 / ィリ
グループシナジーを生かした販売方法も投入
SEOテクノロジーの外販も検討
中国における展開の開始

SEO 

国内最大級のネットワーク国内最大級のネットワーク

“アフィリエイト広告”

クラウド

コンピューティ
ング

フリービットクラウド( VDC/仮想データセンター、
ServersMan@VPS、ServersMan@Disk)とIPv6に注力
独自性の高いミドルウエア SiLK VM、HW等改善、大規模スト

レ ジシステムの開発等により高いコストパフォ マンスを実

SaaS

PaaSング
インフラ

レージシステムの開発等により高いコストパフォーマンスを実
現。
中国のグループ会社と連携し中国市場への参入も目論む。

IaaS

ブロードバンド
インフラ

注力分野は、低価格FTTHと高速モバイル通信市場＋IPv6対応
高速モバイル通信市場では3G/WiMAXに続き、今後の主戦場
となるLTEを準備
(3Gにおいては、aigoのタブレット機器の投入などを検討)
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( お 、 g タ ッ 機器 投入な を検討)



2011年4月期通期連結業績2011年4月期通期連結業績
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2011年4月期の連結決算の考え方

当社グループ連結決算イメージ

現在

本日
発表箇所

FreeBit Cloud

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期

2011年4月期 2012年4月期

2011年4月末時点の資産・負債が連結され財政状態に反映BS

第2四半期よりFSグループの業績を連結開始PL
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年 月末時点 資産 負債 連結され財政状態 反映



2011年4月期通期連結業績サマリ

売上高
第2四半期からのFSグループ連結開始により、前年同期比で
大幅に増収（前年同期比+58 3%）売上高 大幅に増収（前年同期比:+58.3%）
既存コア事業も堅調に推移（前年同期比:+27.4%）

営業利益
新事業立ち上げと構造改革時期であるが、コア事業の改革は
予定通り営業利益

経常利益
予定通り
ノンコア事業であるギルドグループの目標未達により
営業利益、経常利益共に前期比大幅マイナス

SiLK Renaissanceに基づき、ギルドグループの売却、
EXEMODEプロパー撤退、DTIアウトバンドテレマの整理により、
特別損失が発生 前期比大幅マイナス

純利益
特別損失が発生。前期比大幅マイナス
5/13 SiLK Renaissance公表時にその可能性に触れた、フル
スピード子会社JPSののれん減損損失（約△159百万円）等の
計上
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計上。

2011年4月期通期連結業績サマリ【PL】

（単位：百万円）
10年4月期
通期実績

11年4月期
通期実績

前年
同期比

11年4月期
通期予想
（5/13発表）

対通期
予実比

（5/13発表）

売上高 14,709 23,282 +58.3% 23,000 +1.2%

コア事業 14,709 18,745 +27.4% － －

ノンコア事業 － 4,536 － － －

営業利益 407 190 △53.4% 120 +58.4%

コア事業 407 361 △11.3% － －

ノンコア事業 － △171 － － －

経常利益 804 219 △72.7% 180 +22.1%

税金等調整前純利益 1,019 △734 ー ー ー

純利益 1,022 △927 ー △830 ー

一株あたり純利益（円） 20,562 △18,607 ー △16,271 ー
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※ノンコア事業には、フルスピードの連結子会社のJPSおよび5月に譲渡したギルドグループの事業が含まれております



四半期毎の連結営業利益推移

連結での営業利益・EBITDAは、1Qと比較し4Qでは大幅に改善
ギルド・エグゼモー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

単位：百万円

＜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＞
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セグメント別通期業績サマリ【P/L】

セグメント
実績(単位：百万円) ※ 前年

同期比10/04 通期 11/04 通期

売上 6 664 7 105 +6 6%
ISP’s ISP

売上 6,664 7,105 +6.6%

セグメント利益 － 1,120 －

B2C
売上 4,965 4,065 △18.1%

収益基盤

収益基盤 B2C
セグメント利益 ―  118 ― 

Internet Marketing
売上 164 4,444 +2605.7%

セグメント利益 － 219 －

収益基盤

収益基盤

iDC’s iDC
売上

全体 2,320 1,964 △15.3%

旧MEX除外 914 1,521 +66.3%

セグメント利益 ― △226 ―
成長事業

セグメント利益   △226  

Maker’s Maker
売上 1,239 1,936 +56.3%

セグメント利益 － △419 －

売上 4 186

成長事業

その他衣料販売
売上 ―  4,186 ― 

セグメント利益 ―  △ 53 ― 

SI・その他
売上 974 1,455 +49.3%

Copyright © 2011 FreeBit Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14

SI その他
セグメント利益 － 157 －

※上記業績はセグメント間取引調整前
10/04期の数値は参考値です



2011年4月期通期連結業績サマリ【BS】

（単位：百万円）
10/04期
期末実績

11/04期
期末実績

増減

流動資産 8,788 10,380 1,591
FSグループ

総資産

現金・預金 4,946 4,095 △ 850
受取手形及び売掛金 2,333 3,557 1,223
商品および製品 372 953 580

FSグル プ
連結による

FSグループ総資産
固定資産 7,233 10,560 3,326

のれん 4,098 5,939 1,841
投資有価証券 1,119 1,555 435

総資産合計 16 022 20 941 4 918

連結による

総資産合計 16,022 20,941 4,918

負債 8,187 14,270 6,082

有利子負債 4,843 9,091 4,247
負ののれん 676 346 △ 330

FSグループ
連結による

負債／
純資産

負ののれん 676 346 △ 330

純資産
（うち、少数株主持ち分）

7,834
（232）

6,670
（373）

△ 1,163
（+140）

自己資本比率 47 4% 30 1% △17 4%自己資本比率 47.4% 30.1% △17.4%

負債／純資産合計 16,022 20,941 4,918

連結開始 伴 売掛金 れ 有 負債が増加
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FS連結開始に伴い、売掛金／のれん／有利子負債が増加

2011年4月期通期連結業績サマリ【CF】

10/04期
通期実績

11/04期
通期実績

トピック

（単位：百万円）

通期実績 通期実績
トピック

営業キャッシュフロー 1,303 1,094 未払金の減少、法人税等の支払い、
のれん償却額

投資キャッシュフロー △1,067 △1,056 子会社株式の取得による支出

財務キャッシュフロー 690 △900 自己株式の取得、配当金支払いに
よる支出

現金及び現金同等物の
増減

926 △865 ―
増減額

926 △865

現金及び現金同等物の
期末残高

4,946 4,080 ―
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2011年4月期セグメント別
通期業績結果
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フリービットグループの事業

フリービットの事業
提供事業”

セグメント

次世代インターネット/ユビキタス

“SmartInfra提供事業”
セグメント

Maker’s Maker

インターネットマーケティング

インフラ

Internet Marketing

Maker s Maker

S

そ
の

インフラ

クラウドコンピューティング

Internet Marketing

iDC’s iDC

B
2
C

SI・
そ
の
他

他
衣
料
販

ブロードバンド

インフラ

ISP’s ISP

iDC s iDC

他 販
売

インフラ
ISP s ISP
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SiLK VISION 2012 ver.2.0におけるポートフォリオ

大

iDC’s iDC
(JP/CN)

12年4月期

iDC’s iDC
(JP/CN)

成長
インターネット
マーケティング

(CN)

インターネット
マーケティング

市
場
成

Maker’s Maker
(JP/CN)

Maker’s Maker
(JP/CN)

(CN) (CN)

成
長
率

ISP’s ISPB2C

投資

インターネット
マーケティング

(JP)

ISP s ISP
(JP)

B2C
（JP）

マーケットシェア小

小

大

収益基盤
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セグメント別売上推移および取組み概要 【ISP’s ISP】

ISP向けサービス提供は堅調に

前年同期比
+6.6%

（売上高） （営業利益） （単位：百万円）

業績
サマリ

ISP向けサ ビス提供は堅調に
推移（1年間でFTTHユーザーは
約40万増加)

ベッコアメ・インターネットを連結サ リ ッコアメ インタ ネットを連結
したことにより増収。顧客数も約
300ブランドに大幅増

NTT docomoの3G回線とWiMAX
で高速無線通信（MVNO）事業に
参入。DTIをはじめ全国のISPへ

取組み
サマリ

の提供を開始
全国のISP/CATV向けに固定通信

ローミングサービス、クラウド
ビ 提供 継続 施サービスの提供を継続実施

ベッコアメ・インターネットとの営
業連携を強化

Copyright © 2011 FreeBit Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20※上記業績はセグメント間取引調整前
10/04期の数値は参考値です

売上高 営業利益



セグメント別売上推移および取組み概要 【ISP’s ISP】

ISP’s ISPの四半期毎の業績推移

（売上高）

前 半期比

（営業利益）

（単位：百万円）

前四半期比
+10.3%

前四半期比前四半期比
+28.5%

FreeBitのISP向け接続数の増加及びギガプライズの賃貸マンション向け
接続サービスの寄与により前四半期比で売上10 3% 営業利益28 5%の増加
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接続サ ビスの寄与により前四半期比で売上10.3%、営業利益28.5%の増加

ISP’s ISPエンドユーザ数推移

（単位:千ユーザ）

ISP’sISPのエンドユーザ数は100万ユーザを突破後も順調に伸張し、
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引き続き利益創出に貢献



（参考）大手ISPとのブロードバンドユーザ増加数の比較

2010年4月~2011年3月までのユーザ増減数

（万人）

出所：各社IR資料/HP公表値より当社作成

Copyright © 2011 FreeBit Co.,Ltd. All Rights Reserved. 23

ISP’s ISP事業のユーザ増加数は10年4月～11年3月の1年間では全国1位

セグメント別売上推移および取組み概要 【B2C】

市場競争力の高い独自製品の
開発を継続的し 製品差別化に

（売上高） （営業利益）

前年同期比
△18.1%

（単位：百万円）

業績
サマリ

開発を継続的し、製品差別化に
よる新規顧客の獲得が増加

しかし、前年同期比ではひかり
oneTタイプからフレッツプランなoneTタイプからフレッツプランな
どへの移行施策によるARPUの
低下とユーザ退会により減収。

フルスピ ドとコストパフォ マンフルスピードとコストパフォーマン
スの高い、クロスマーケティング
（Webマーケとインバウンドテレマ）に集中する
こととし アウトバウンドによる獲

取組み
サマリ

こととし、アウトバウンドによる獲
得活動から撤退

クラウド、モバイルの新サービス
を開発・投入（ハイブリッドモバイル・を開発 投入（ハイブリッドモバイル
WiMAX・ServersMan@VPS,DiSK）

NTT フレッツ光の従量制プランに
対応

対応方針を表明（ ）
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IPv6の対応方針を表明（6/8）

※上記業績はセグメント間取引調整前
10/04期の数値は参考値です

売上高 営業利益



セグメント別売上推移および取組み概要 【B2C】

B2Cの四半期毎の業績推移

（売上高）
前四半期比
（全体）

（単位:百万円）

（営業利益）

+3.6%

期ずれ

インセン

1,051

インセン
ティブ

865

前四半期比
+128.7%

キャリアからのインセンティブを除く継続課金部分は順調に推移
4Qで売上高 営業利益ともに増加しており 利益成長基調へ
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4Qで売上高、営業利益ともに増加しており、利益成長基調へ

DTI新規会員獲得プラン割合

＜2010年4月～2011年3月の平均値＞ ＜2011年4月～5月の平均値＞

モバイル その他 その他モバイル

3.1%

その他

0.6%

その他

0.1%

FTTH
48.9%

クラウド・

ユビキタス

FTTH
32.5%

モバイル

32.7%

ADSL

34.3%

ADSL
3 9%

クラウド・

ビADSL
13.2%

3.9%
ユビキタス

30.8%

FTTH、クラウド、モバイルとバランスよく獲得できる体制に。
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成長率が高いクラウドとモバイルにシフトすることに成功。



DTI 実課金ベース(サービス開始数‐解約数)の増減推移【Q別】

ベースが
改善

※

マーケティングによる獲得施策の結果、DTIの獲得ベース、実課金ベースは大幅に改善。
11年3月以降は差別化可能なMVNOやクラウド系の新商品の投入により大きく伸長

※

※12/03期 1Qは4,5月のみ

11年3月以降は差別化可能なMVNOやクラウド系の新商品の投入により大きく伸長。
純増ペースに。
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DTI解約率推移

（解約率）

引越し
シーズン

引越し
シーズン

引越し
シーズン

季節要因により増加していた解約率の変動も収まり、
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1.0%前後の解約率で安定



セグメント別売上推移および取組み概要【Internet Marketing】

（売上高） （営業利益） （単位：百万円）

業績
サマリ

第2四半期よりFSを連結開始し、
大幅に増収

継続課金サービスであるフルス
ピードクラブは、東日本大震災の
影響による営業活動の一時自粛

前年同期比

+2609.8%

取組み
サマリ

及びターゲット企業のコスト抑制
傾向を受け一時的な解約増によ
り、約960件に留まる
FS営業の生産性管理の強化
FBとFSが連携し、ディレクトリ
サービスやISP向けフルスピード
クラブの導入を開始クラブの導入を開始

Copyright © 2011 FreeBit Co.,Ltd. All Rights Reserved. 29※上記業績はセグメント間取引調整前
10/04期の数値は参考値です

売上高 営業利益

フルスピードの取り組み

年月日 概要

2010.08.12 株式会社フルスピードに対する公開買付けによる子会社の異動

2010 08 19
【Day1】フルスピードとフリービットグループのシナジーを追求する価値創造委員
会

2010.08.19
会の設置

2010.10.19  SEO タスクフォースがお客様に直接対応する「SEO 顧問サービス」を開始

フリ ビットと共同で企業のITインフラコストを半額に削減する法人向けサ ビス
2010.11.01 

フリービットと共同で企業のIT インフラコストを半額に削減する法人向けサービス
「IT コスト半額コンサルサービス」を開始

2010.11.01 
企業向けにTwitterの特性を考慮した運用をコンサルティングする「Twitterコンサ
ルティングサービス」開始ルティングサ ビス」開始

2011.01.11 
Twitter、Facebook、Ustream などのソーシャルメディアや多数のポータルサイトを
活用したマーケティングPR支援サービス、「戦略的パブリシティWeb メディア最適
化サービス」を開始

2011.01.12 
Google、Yahoo!、bing（MSN）等の検索エンジンで順位が下落したWebサイトに対し
て順位回復施策のアドバイス等を行う「検索順位リカバリーサービス」を開始

2011.01.13
iPhone、Android 端末等のスマートフォン向けのプロモーション効果を最大限に引
き出す「スマ トフォン向けW bサイト最適化サ ビス」を開始

2011.01.13 
き出す「スマートフォン向けWeb サイト最適化サービス」を開始

2011.01.28 
フリービットと共同で、良質なWeb ディレクトリーの提供を通じてインターネットでの
サイト検索の利便性を高める、「ディレクトリーサービス」を販売開始

子会社（株式会社ギルドホールディングス・ギルドコーポレーション株式会社）の

Copyright © 2011 FreeBit Co.,Ltd. All Rights Reserved. 30

2011.05.13
子会社（株式会社ギルドホ ルディングス ギルドコ ポレ ション株式会社）の
株式譲渡契約締結完了



フルスピードの現状

コア事業の状況

コア事業は安定的に利益を創出
⇒「フルスピードクラブ」を中心とした収益基盤が確立
⇒フリービットグループ入り後、ITインフラ提供サービスを始めとする、７つの新サービスを開始
⇒東日本大震災の影響により 会員の獲得ペ スは 時的に鈍化

ア事業の状況
⇒東日本大震災の影響により、会員の獲得ペースは一時的に鈍化
⇒田中社長体制の元、フリービット流の「サービスクオリティ重視」路線に転換。
各サービスの品質強化プロジェクトに着手。業績拡大への布石

その他衣料事業(ギルドコーポレーション)の業績不振がフルスピードグループの
収益を大きく圧迫

ノンコア事業の状況
収益を大きく圧迫。
業績不振に加え、月額の32百万円ののれん負担により、連結営業利益は大幅に悪化。
⇒5月に売却完了。
⇒JPSに関しても早期売却を行う（最後の案件）

ノンコア事業におけ
る特損の計上

当3Qにおいて、アパレル事業売却に加え、残るノンコア事業であるJPS株式の
評価減による特損計上を実施

通常の返済に加え ギルドグル プを切り離したことにより 連結ベ スの有利
有利子負債の圧縮

通常の返済に加え、ギルドグループを切り離したことにより、連結ベースの有利
子負債は約9億円の減少

今後の個人消費低迷による業績変動リスクの回避を早期に実現し、事業リソースを
コア事業へ集中投下できる環境を整えることで、業績回復スピードを一気に上げる方針

31

コア事業 集中投下できる環境を整えることで、業績回復スピ ドを 気に上げる方針
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（参考）フルスピード コア事業のみの業績

コア事業のみによる営業利益は、2010年8月より、安定的な黒字体質を実現。
今後の営業利益は、ギルドグループ売却により、コア事業を主に取り組むことが可能となり、
業績回復のスピードを上げ、早期の完全な回復を目指す。

＜参考＞フルスピードグループ コア事業の売上高・営業利益の推移（累積）

（百万円） （百万円）

8,028

500

6009,000

売上高

営業利益

5,365

230

327

300

4006,000

2,664

128

230

100

2003,000

00

2011年7月期

1Q

2011年7月期

2Q

2011年7月期

3Q2010年8月～10月
2010年11月～
2011年1月

2011年2月～4月
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※上記売上・営業利益は、フルスピードグループ内での業績値



セグメント別売上推移および取組み概要 【iDC’s iDC】

VDCの顧客数増加やベッコアメ・イ前年同期比

（売上高） （営業利益） （単位：百万円）

業績
サマリ

ンターネットの連結開始による増
収効果
セグメント前年比では、旧MEX リ

△15.3%

旧MEX
アルiDC事業の事業売却により減
収。

VDCの販売が堅調に推移 日本
1,521

分 旧MEX
分

VDCの販売が堅調に推移。日本

国内だけでなく、中国企業に対し
て、子会社FBIIと連携してセールス
を開始

914 前年同期比
（旧MEX分除外）

+66 3% 取組み
サマリ

を開始
GREE社のソーシャルアプリ向けの
「Greeクラウド」の中国開発パート
ナーとして提携（6/6発表）

+66.3%

ナ として提携（6/6発表）

ベッコアメ・インターネットと共同で
のVDCセールスも継続

Copyright © 2011 FreeBit Co.,Ltd. All Rights Reserved. 33※上記業績はセグメント間取引調整前
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売上高 営業利益

セグメント別売上推移および取組み概要 【iDC’s iDC】

（売上高）

（単位:百万円）

（営業利益）

iDC’s iDCの四半期毎の業績推移

旧MEX分

前四半期比
+3.2%

旧MEX
分

422

224

第3四半期には一時売上等の要因があったため前四半期比では+3.2%の微増であ
るが 注力サービスであるVDCについては前四半期比で85%の増加
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るが、注力サ ビスであるVDCについては前四半期比で85%の増加



VDCの最近の進捗状況

エリア チャネル 進捗状況

直販

既存顧客については、利用率向上や利用サービスの拡大に
伴い、提供仮想サーバ数は第3四半期末比で約18%増加

日本
新規顧客獲得の活動も並行し、第3四半期末比で利用社数
は約31%増加

OEM
全国のISPやiDC事業者等を対象にOEM提供を実施し、数社
への導入が決定。今後もセールスを継続

中国
FBIIとの連携で、中国のSAP事業者に対してセールス活動を
開始、具体的検討が進捗しており、12年4月期前半の受注を
目指す目指す
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VDCサービスの推移

VDCサービスの推移
VDC利用企業様（一部）

（仮想サーバ数：台）

OLYMPUS

GAINAX

VDCの契約社数 稼働仮想サーバ数は堅調に伸張
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VDCの契約社数、稼働仮想サーバ数は堅調に伸張。



セグメント別売上推移および取組み概要 【Maker’s Maker】
（売上高） （営業利益） （単位：百万円）

前年同期比では エグゼモード
業績
サマリ

前年同期比では、エグゼモード
の業績が通期で寄与したことに
より増収

前年同期比

+56.3%

プロパー事業（家電の自社開
発・販売）をビジネスパートナー
であるaigoブランド商品販売へシ

取組み
サマリ

であるaigoブランド商品販売へシ
フトするための構造改革を実施
China Unicomより筋斗云携帯
（aigo Phone）が発売（aigo Phone）が発売

エグゼモード商材のベッコアメ・
インターネットのEC事業で取り扱
いを開始いを開始
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売上高 営業利益

セグメント別売上推移および取組み概要 【Maker’s Maker】

（売上高）

（単位:百万円）

（営業利益）

Maker’s Makerの四半期毎の業績推移

前四半期比
△46.9%46.9%

売上高,営業利益については、プロパー事業の撤退とaigo事業へのシフト、
及び震災影響を受けて、前四半期比で減収・減益。
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12年4月期前半に構造改革を終了予定



【4月20日発表】

日本国内での 製品に関する
独占販売権の契約を締結

日本国内での 製品に関する
独占販売権の契約を締結独占販売権の契約を締結独占販売権の契約を締結
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プロジェクター

ストレ ジ クラウド

3mm

ストレージ クラウド
プレイヤー

3mm



中国事業の進捗中国事業の進捗

Copyright © 2011 FreeBit Co.,Ltd. All Rights Reserved. 42



中国事業のビジネス

家電 政府／キャリア ソーシャルメディア

IPv6 データセンタ VPN
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中国事業の進捗＞家電

aigoPhoneへのプリンストールソフトウエア提供（4/10出荷開始）

当社とaigo社の合弁会社であるSmartCloud社よりチャイナユニコムへ
筋斗云ソフトウエアを提供し 「aigo筋斗云携帯」を中国国内で発売開始筋斗云ソフトウエアを提供し、「aigo筋斗云携帯」を中国国内で発売開始

■筋斗云ソフトウエア■aigo 筋斗云携帯

aigoPhoneの取り組みが評価され、様々な機器メーカーとの商談が活性化

大手携帯電話メ カ大手携帯電話メーカー

インドを含むアジア地域への販売予定携帯電話へのソフトプリインストールの商談

大手ペリフェラルメーカー

欧州・米国向け機器へのソフトプリインストールの商談
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中国事業の進捗＞政府・キャリア

六飛サービスの伸張

2009年6月に開始した一般コンシューマ向け無料IPｖ６接続サービスは堅調に
ユーザ数を伸ばし 累計登録ユーザが5万人を突破ユ ザ数を伸ばし、累計登録ユ ザが5万人を突破。

中国合弁会社のＦＢＩＩがチャイナ・テレコム無錫支社と「M2Mにおける戦
略的協力フレーム」構築における覚書を締結（5/30）

IPv6接続サービス「六飛(６ｆｅｉ)」をはじめとした次世代インターネットノウハウを
有するFBIIと、中国全土で最大規模のモバイル通信会社であり無錫市最大の

ブロードバンドサービス提供会社でもあるチャイナ・テレコム無錫支社の販売体
制と強力なブラ ド力を融合させ 両社の目指す 総合ビジネ リ シ制と強力なブランド力を融合させ、両社の目指すM2M総合ビジネスソリューショ
ンを提供予定

チャイナ・テレコム
「通信ネットワークの
IPv6 移行に向けた

技術の評価試験を
湖南省、江蘇省
2 都市における

「M2Mにおける戦略的
協力フレーム」構築に

購買

【本件に係るビジネスステップのイメージ】

IPv6 移行に向けた
技術」

候補技術に選定

通過
2 都市における
実証実験

協力フレ ム」構築に
おける覚書 共同ビジネス
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セグメント別売上推移および取組み概要 【その他衣料販売】
（売上高） （営業利益） （単位：百万円）

業績
サマリ

今季のアパレル不況の影響、季
節変動要因により、販売が予想
を下回 たことにより グル プその他衣料販売は サマリ を下回ったことにより、グループ
営業利益部分に影響発生

その他衣料販売は
11/04期‐2Qより
連結開始

取組み
サマリ

グループにおけるノンコア事業と
位置付け切り離しを実施
当事業を5月にサンフランシスサマリ 当事業を5月にサンフランシス
コ・エンタープライズ社へ譲渡
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売上高 営業利益



セグメント別売上推移および取組み概要 【SI・その他】
（売上高） （営業利益） （単位：百万円）

業績
FS連結により増収

テレコミュニケーション事業のラ
サマリ イセンス販売が売上伸張と収益

に大きく貢献
前年同期比

+49 3%

取組み

テレコミュニケーション事業のラ
イセンスを販売
グループ内の商材販売をECチャ

ネ 開始 ジ を発揮

+49.3%

取組み
サマリ

ネルで開始しシナジーを発揮、
（ベッコアメ・インターネットでの
ECチャネルでギルド、エグゼモー
ドの商材を取り扱い開始）ドの商材を取り扱い開始）
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売上高 営業利益

アジェンダ

1．2011年4月期通期連結業績

2 2012年4月期業績見通し及び取組み2．2012年4月期業績見通し及び取組み
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2012年4月期 経営方針

“計算 きる成長”を実現する“計算できる成長”を実現する

Smart Infra企業集団としてSmart Infra企業集団として
“飛躍を体感”する
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2012年4月期 基本方針

方針 概要

中期計画
SiLK VISION 2012は1年延長し、2013年4月期に売上 260～280億/営業利益 26

中期計画
～28億を目指す

国内事業は2011年度に実行した事業構造改革に従った方針での成長を推進
する。中国事業は連結を開始し成長を追う。

事業方針
IPv6、仮想化、クラウドコンピューティング、SmartPhone、M2M、MVNO、技術で

差別化を行い、インターネットマーケティングを重点領域と定めビジネスを拡大
し存在感を示す
ServersManの事業化を全グループで推進する為の組織を設立ServersManの事業化を全グル プで推進する為の組織を設立。
Social/SmartPhone/M2Mに特化した領域でのビジネス化を行う。

事業継続性を重視し、電力の不安定供給への対応、ディザスターリカバリー体
制の構築を行いSmart Infraをどのような状況においても継続運用することで社

技術方針

制の構築を行いSmart Infraをどのような状況においても継続運用することで社
会貢献を行う

継続的なビジネス競争力維持と利益貢献のため仮想サーバーコストを一定単
位あたり50%削減、ネットワークコストも一定単位あたりで50%削減にできる戦
略を立案する略を立案する
インターネットマーケティング、WebのP2P領域で基礎技術の開発を進める

財務方針 有利子負債の圧縮による財務体質の改善を行い、体力強化を行う
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2012年4月期連結業績目標

（単位：百万円）
2011年4月期
通期実績

2012年4月期
業績目標

前年同期比

売上高 23 282 20 500 △11.9%売上高
（撤退事業※1含まず）

23,282
（16,405）

20,500
（19,400※3）

△11.9%

（+18.2%）

コア事業 18,745 20,400 +8.8%

ノンコア事業※2 4,536 100 △97.8%

営業利益 190 900 +373.4%

コア事業 361 910 +151.6%

ノンコア事業 △171 △10 －

経常利益 219 950 +333.7%

税金等調整前純利益 △734 950 －税金等調整前純利益 734 950

純利益 △927 500 －

※1 撤退事業 旧MEX社のリアルデ タセンタ 事業 グゼモ ドの自社商品事業 ギルドグル プのアパレル事業 B2Cのアウトバウンドテレ 事業
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※1 撤退事業：旧MEX社のリアルデータセンター事業、エグゼモードの自社商品事業、ギルドグループのアパレル事業、B2Cのアウトバウンドテレマ事業
※2 ノンコア事業：フルスピードの連結子会社のJPSおよび5月に譲渡したギルドグループの事業
※3 今期業績目標である20,500百万円との差異は、11年4月期事業撤退方針を受け、12年4月期に予定される売上高

（参考）2012年4月期連結業績目標

23,282

（売上高：百万円）

20,500

19,400
撤退事業 撤退事業

16,405

前年度、撤退・売却等を含め事業転換に着手した構造改革事業を除いた
事業の成長率は約18%

（実績） （予想）
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事業の成長率は約18%

※撤退事業：旧MEX社のリアルデータセンター事業、エグゼモードの自社商品事業、ギルドグループのアパレル事業、B2Cのアウトバウンドテレマ事業



12年4月期の注力分野

ISP’s ISP

iDC’s iDC

Maker’s Makera e s a e

Internet MarketingInternet Marketing
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【ISP’sISP】 12年4月期の注力分野

高速モバイル
通信（MVNO）

NTT Docomo回線を利用したハイブリッドモバイルプラン、
WiMAXプランの推進(10万契約を目指す）
aigoとの提携により、タブレット機器などを利用した差別化

IP 6

IPv4アドレス枯渇を景気に高まりつつあるIPv6化市場へ注力
・フレッツネクストIPv6対応＋IPv6非対応回線へのFeel6導入

g との提携により、タブレット機器などを利用した差別化

NTT東西のフレッツの2段階定額プランに対応した安価な接続

IPv6
非 線 導

・クラウドサービスの完全IPv6対応
・IPv6に関するサポート業務委託

低価格FTTH

NTT東西のフレッツの2段階定額プランに対応した安価な接続
プランの導入
・ADSLからFTTHのシフト
・MVNO共用型ルータによるモバイル・安価な固定接続バンド
ルプランの推進

3段階定額最低利用料0円～

ADSLより低価格

ISP向け
フルスピードク

ブ

フルスピードのグループ化により全国のISPに対して、WEB
マーケティングサービスを提供
・ISP向けフルスピードクラブ

ルプランの推進

国内国内No.1No.1の実績の実績

“SEO ”

ラブ
ISP向けフルスピ ドクラブ
・上記にISPならではの回線取り次ぎサービスを追加
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ベッコアメ・インターネットとの連携で、約300 ISPに対して進めていく



セグメント別売上推移 【ISP’s ISP】

前年同期比

売上高 営業利益
（売上高） （営業利益）

（単位：百万円）

前年同期比
+9.8%

前年同期比前年同期比
△13.4%

11年4月期獲得のFTTHアカウント分が通年寄与。今年度はFTTHに加えて
高速モバイル通信ユーザ獲得を強化。

（実績） （予想）
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高速モバイル通信ユ ザ獲得を強化。
MVNOの立ち上げと、コールセンターサービスの減収により減益予想

※上記業績はセグメント間取引
調整前の数値です

12年4月期の注力分野

ISP’s ISP

iDC’s iDC

Maker’s Maker

Internet MarketingInternet Marketing
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【iDC’s iDC】 12年4月期の注力分野

VDC
仮想データ

VDC・VPSは既にIPv6に対応済み。
独自ミドルウエア(SiLK VM)の投入よる価格競争力強化
VDCの機能強化
・ デザスタリカバリ対応として 西日本地域に

センタ
・ デザスタリカバリ対応として、西日本地域に
IaaSサービス拠点をオープン
・ロードバランシングなどのVDC本来の機能強化も継続

が解決

ENTERPRISE-FARM Pro 

VPN
仮想NW

MyVPN USBノードを用いて、VDCのシンクライアント利用や在
宅勤務・災害・節電対策用途としてのリモートアクセスサービ
ス用途で営業推進
・ BCP(事業継続計画)ソリューションに利用

が解決

中国SAP事業者様向けにインフラを拡充し BIIとの合弁

・テレワーク・リモートアクセス用途に訴求

China Package

中国での
取り組み

中国SAP事業者様向けにインフラを拡充し、BIIとの合弁
会社であるFBIIと協力し販売力を強化
GREEを始めとして、今後も戦略的アライアンスを強化
【6月6日発表】
フリービットクラウド VDC China Package

人民元決済

中国語コンソール

ポ

サービス専用日中回線

法人 個人 日本 中国で ルに展開

フリ ビットクラウド VDC China Package 中国語サポート
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IPv6 x 法人・個人 x 日本・中国でフルに展開

セグメント別売上推移および取組み概要 【iDC’s iDC】

売上高 営業利益
（売上高） （営業利益）

（単位：百万円）

前年同期比
△8.4%

1,521

旧MEX分

前年同期比
（旧MEX分除外）

+18.9%

（実績） （予想）

IaaSを始めとしたクラウドサービスを日中顧客へ提供し、売上を拡大。
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収益面では当期黒字化を目指す

※上記業績はセグメント間取引
調整前の数値です



12年4月期の注力分野

ISP’s ISP

iDC’s iDC

Maker’s Maker

Internet MarketingInternet Marketing
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【Maker’s Maker】
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【Maker’s Maker】 12年4月期の注力分野

ServersMan

『iCloud』環境を、あらゆる機器で実現できるプラットフォームを
提供→クラウドストレージブリッジ型、P2P型双方をもつ
機器の価値追加の為のプラットフォームを提供
→IPv6 SmartPhoneなどで短期間でのアプリ開発が可能にServersMan

今後の方向性
→IPv6、SmartPhoneなどで短期間でのアプリ開発が可能に
socialへの密結合
SDカードへの組み込みよる「あらゆる機器」への対応
aigoとの連携で搭載機器の拡張 /aigoの開発パートナーとの
連携で更に広げる

aigoブランドの

当社ビジネスパートナーであるaigo社の代理店ビジネスを開
始し、aigoブランドの日本での認知を確立
子会社であるS tCl dのテクノロジ を搭載した i SiLK

連携で更に広げる

【プロパービジネス】

g
立上

子会社であるSmartCloudのテクノロジーを搭載したaigo SiLK
シリーズとフリービットの高速モバイルインターネット接続サー
ビスをパッケージして各種チャネルで拡販

【aigoビジネス】

プロパービジネ
スの終息

12年4月期上期までに、プロパービジネスの早期終息を推進。
但し、市場への震災影響は色濃く、3Qまで持ち越される可能
性も。

ServersManの収益化・ユーザ増と
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aigoブランド認知とビジネス立ち上げに注力

セグメント別売上推移【Maker’s Maker】

売上高 営業利益（売上高） （営業利益）
（単位：百万円）

前年同期比前年同期比

△22.5%

（実績） （予想）

ServersManプラットフォームを利用したユビキタス家電の開発、収益化と
EXEMODEのプロパービジネスからaigo代理店ビジネスへの構造転換を
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ジ g 代 店 ジ 構造転換を
当期中に終了させ、aigoブランドの認知を進め売上拡大に挑む

※上記業績はセグメント間取引
調整前の数値です



12年4月期の注力分野

ISP’s ISP

iDC’s iDC

Maker’s Maker

Internet MarketingInternet Marketing
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【Internet Marketing】
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【Internet Marketing】 12年4月期の注力分野

法人支援
フルスピードクラブの充実と拡販の継続
企業ニーズを反映した「フルスピードクラブ」のパッケージ拡充
を図るなど会員獲得に注力した営業活動を展開

WebWeb戦略支援戦略支援
プラットフォームプラットフォーム
フルスピードクラブフルスピードクラブ

日本屈指のノウハウを持つSEOの拡大
現在は リ グ単独 新規販売は行わず

を図るなど会員獲得に注力した営業活動を展開

国内国内No.1No.1の実績の実績

フルスピ ドクラブフルスピ ドクラブ

SEO・リスティン
グ広告

現在は、SEOリスティング単独の新規販売は行わず、フルス
ピードクラブを通じたサービス提供に従事。今後は、インフラリ
ソースの拡充を行い品質とコンサルティング営業力を向上
し単独展開も視野に。

“SEO ”

国内トップレベルの運用国内トップレベルの運用

“リスティング広告 ”

アフィリエイト
事業

幅広い顧客業界を開拓し取り扱いプロモーション数を増加
提携サイトは１１万サイトまで拡大し、多様な顧客業界に対応

国内最大級のネットワーク国内最大級のネットワーク

“アフィリエイト広告”

事業
提携サイトは１１万サイトまで拡大し、多様な顧客業界に対応
可能
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上記３分野の強化に加え、フルスピードでは企業理念・経営体制を
刷新し 経営効率の向上を目指す

65

セグメント別売上推移【Internet Marketing】

前年同期比

売上高 営業利益
（売上高） （営業利益）

（単位：百万円）

前年同期比

+44.0%

前年同期比

+23.1%

（実績） （予想）

フルスピードの通期連結が寄与。主力サービスであるフルスピードクラブ
の拡販に加え日本屈指のノウハウを持つSEOの品質・営業体制を強化し
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の拡販に加え日本屈指のノウハウを持つSEOの品質 営業体制を強化し
増収増益を計画

※上記業績はセグメント間取引
調整前の数値です



【B2C】
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【B2C】 12年4月期の注力分野

高速モバイル
通信（MVNO）

グループリソースを活用した高速モバイル通信プランとして、
NTT Docomo回線を利用したハイブリッドプラン、WiMAXプラン
を推進 業界最速

Docomo回線
業界最安値

クラウド
サービス

クラウドサービスServersManシリーズのを拡販
S M @Di k S M @VPS Cl dM il

を推進 業界最速
UQ wimax

(ServersManシ
リーズ課金)

・ServersMan@Disk、ServersMan@VPS、CloudMail
今後もサービスアップデート及び新規サービスを追加予定

低価格FTTH
NTT東西のフレッツの2段階定額プランに対応した利用料０円
からの安価な接続プランの導入し、従来FTTHを望まない
ADSLユーザに対しサービスを訴求

さらなるサポー
トの強化

フリービットグループが得意とするIPv6に対応し、品質強化
コールセンタでの業務範囲を拡大しバックヤードのワンストッ
プサ ビスを実現し顧客満足度の向上と同時に業務効率化をトの強化 プサービスを実現し顧客満足度の向上と同時に業務効率化を
行い事業原価も圧縮
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IPv6化、高速モバイル、クラウドサービスに加えサポートを充実



セグメント別売上推移【B2C】

売上高 営業利益
（売上高） （営業利益）

前年同期比

（単位：百万円）

△1.6%

前年同期比
323 7%+323.7%

（実績） （ 想）

インターネット接続は、昨年度内に競争力の低い接続プランからの乗せかえ施策
を終了し、今年度はFTTH・高速モバイル通信を中心に新規ユーザを獲得。

（実績） （予想）
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加えて、ServersManVPS・Diskなどのクラウドサービスも強化し、増益を計画

※上記業績はセグメント間取引
調整前の数値です

セグメント別売上推移および取組み概要 【SI・その他】

売上高 営業利益（売上高） （営業利益）

（単位：百万円）

前年同期比

△45.0%

（実績） （予想）

今期はソフトウエアライセンス販売を見込まず、減収・減益の予想の計画
主にシステムインテグレーション事業において、顧客ポートフォリオの見直しと主にシステムインテグレ ション事業において、顧客ポ トフォリオの見直しと

オフショア化による原価削減施策を推進

※上記業績はセグメント間取引
調整前の数値です
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中国事業中国事業
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【中国事業】 12年4月期の注力分野

中国電信向け
事業

中国電信無錫とM2Mによる基本合意に基づき、IPv6移行(固
定、モバイル)、アプリケーション分野でのサービスの実導入を
実現。

ServersManラ
aigoとの連携を拡大。より多くの機器を導入。aigo以外の企業
への導入を行う M2Mとしてだけでなく IPv6の開発プラット

実現。

中国国内にV C環境を本格構築

イセンス事業
への導入を行う。M2Mとしてだけでなく、IPv6の開発プラット
フォームとしても利用

China Package

VDC事業
中国国内にVDC環境を本格構築
国内iDCライセンス取得までは、GREEと提携した、VDC China 
Packの販売を中国SAPに対して積極的に展開。

人民元決済

中国語コンソール

中国語サポート

サービス専用日中回線

B2C事業 六飛 public、人人網音楽会、個人向けクラウド環境(ライセンス
取得時)等をベースにしたビジネスを構築

ビジネ 化 “体感” 年 プ 成長を追う
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ビジネス化の“体感”の年。トップラインの成長を追う。



セグメント別業績目標

セグメント 科目 11/04 通期実績 12/04 通期目標 前年同期比

売上 7,105 7,800 +9.8%
ISP’s ISP

売上 7,105 7,800 9.8%

セグメント利益 1,120 970 △13.4%

B2C
売上 4,065 4,000 △1.6%

収益基盤

収益基盤 B2C
セグメント利益 118 500 +322.6%

Internet 
Marketing

売上 4,444 6,400 +44.0%

セグメント利益 219 270 +23.1%

収益基盤

収益基盤
グ ント利益 219 270 23.1%

iDC’s iDC
売上 1,964 1,800 △8.4%

セグメント利益 △226 50 黒字化
成長事業

Maker’s Maker
売上 1,936 1,500 △22.5%

セグメント利益 △419 △220 －

売上 1,455 800 △45.3%

成長事業

SI・その他
売 1,455 800 △45.3%

セグメント利益 157 △60 －
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※上記業績はセグメント間取引調整前の数値です
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