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2022年５月13日 

各 位 

 

会 社 名 Ｂ Ｃ Ｃ 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 伊 藤 一 彦 

 (コード番号：7376 東証グロース) 

問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 岡 林 靖 朗 

 (TEL 06-6443-7878) 

 

上場調達資金使途変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、2021年９月14日付の「上場調達資金使途変更に関す

るお知らせ」にて開示いたしました2021年６月１日付「有価証券届出書」、2021年６月17日付

及び2021年６月25日付「有価証券届出書の訂正届出書」における2021年７月６日の新規上場に

て調達した資金の使途変更について、一部変更することを決議いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

 

記 

１．変更の理由 

①人材の育成・確保のおける人件費 

 主力事業であるIT営業アウトソーシング事業における社員の採用が順調であることを受

け、同事業の今後の中長期的な成長・拡大を目的に社員の採用を拡大するため、2022年９

月期に予定している金額を変更しております。 

②プロモーション活動 

 主力事業であるIT営業アウトソーシング事業の成長・拡大を速めることを目的に、2023

年９月期に支出予定であったテレマーケティング等の広告宣伝費を一部前倒しするため、

金額及び支出予定時期を変更しております。また、ヘルスケアビジネス事業における提供

サービスの拡大を図るために広告宣伝を行う予定でおりましたが、新型コロナ感染状況が

不透明であることから、2023年９月期に予定していた金額を変更しております。 

③基幹システム・情報機器購入 

 テレワークを前提とした業務効率化や内部統制の充実を図るためのクラウド型の導入、

ネットワークの強化を行っておりましたが、一定の目的を達成しつつあることを受けて、

人材の育成・確保における人件費に充当する見直しを行ったため、金額及び支出予定時期

を変更しております。 
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２．変更の内容 

資金使途の変更の内容は次のとおりです。変更箇所には下線を付しております。 

（変更前） 

具体的な資金使途 

支出予定時期 

金額 

大分類 小分類 
2021 年７月

６日時点 

2021 年９月

14 日時点 

人材の

育成・

確保に

おける

人件費 

IT営業アウトソーシング事業にお

ける社員給与 

2022 年９月期 99,785 千円 

2023 年９月期 97,533 千円 

小計 197,318 千円 

IT営業アウトソーシング事業にお

ける採用費 

2022 年９月期 14,784 千円 

2023 年９月期 14,784 千円 

小計 29,568 千円 

合計 226,886 千円 

プロモ

ーショ

ン活動 

ヘルスケアビジネス事業のイベン

トへの出展や媒体費等の広告宣伝 

2021 年９月期 － 500 千円 

2022 年９月期 12.792 千円 2,292 千円 

2023 年９月期 15,044 千円 5,044 千円 

小計 27,836 千円 7,836 千円 

IT営業アウトソーシング事業のテ

レマーケティング等の広告宣伝 

2021 年９月期 

－ 

5,000 千円 

2022 年９月期 2,000 千円 

2023 年９月期 7,000 千円 

小計 14,000 千円 

IR 活動 2021 年９月期 500 千円 

2022 年９月期 2,500 千円 

2023 年９月期 3,000 千円 

小計 6,000 千円 

合計 27,836 千円 

基幹シ

ス テ

ム・情

報機器

購入 

基幹システムのクラウド型の導入、ネ

ットワークの強化 ※2021 年７月６

日時点「基幹システムの構築」 

2022 年９月期 5,000 千円 

2023 年９月期 3,000 千円 

小計 8,000 千円 

パソコン等の情報機器購入 2021 年９月期 － 3,000 千円 

2022 年９月期 2,500 千円 － 

2023 年９月期 2,500 千円 2,000 千円 

小計 5,000 千円 

合計 13,000 千円 
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（変更後） 

具体的な資金使途 
支出予定時期 金額 

大分類 小分類 

人材の育成・確

保における人件

費 

IT 営業アウトソーシング事業における

社員給与 

2022 年９月期 99,785 千円 

2023 年９月期 97,533 千円 

小計 197,318 千円 

IT 営業アウトソーシング事業における

採用費 

2022 年９月期 25,828 千円 

2023 年９月期 14,784 千円 

小計 40,612 千円 

合計 237,930 千円 

プロモーション

活動 

ヘルスケアビジネス事業のイベントへの

出展や媒体費等の広告宣伝 

2021 年９月期 500 千円 

2022 年９月期 2,292 千円 

2023 年９月期 1,000 千円 

小計 3,792 千円 

IT 営業アウトソーシング事業のテレマ

ーケティング等の広告宣伝 

2021 年９月期 5,000 千円 

2022 年９月期 6,000 千円 

2023 年９月期 3,000 千円 

小計 14,000 千円 

IR 活動 2021 年９月期 500 千円 

2022 年９月期 2,500 千円 

2023 年９月期 3,000 千円 

小計 6,000 千円 

合計 23,792 千円 

基幹システム・

情報機器購入 

基幹システムのクラウド型の導入、ネッ

トワークの強化 

2022 年９月期 3,000 千円 

2023 年９月期 － 

小計 3,000 千円 

パソコン等の情報機器購入 2021 年９月期 3,000 千円 

2023 年９月期 － 

小計 3,000 千円 

合計 6,000 千円 

 

３．今後の見通し 

 本件資金使途の変更に伴い、2022年９月期の通期業績予想を修正しております。詳しくは

2022年５月13日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

以 上 


