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平成 24年 5月 25日 

各  位 

東京都文京区五丁目 1番 3号 

株式会社ビーマップ 

代表取締役社長 浅賀 英雄 

（大証 JASDAQ：4316） 

問合せ先：経営管理部長 大谷 英也 

（電話 03-5842-5033） 

 

中期経営計画について 

 

当社は、このたび JASDAQ上場規則に従い、株式会社大阪証券取引所に中期経営計画の概要を提出いたしま

した。同社より閲覧に供されましたので、当社ホームページにおいても同文書（次頁以下）を掲載いたします。 

 

 

 

以  上 
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平成 25 年 3 月期～平成 27 年 3 月期 中期経営計画（新規） 

 

平成 24 年 5 月 24 日 

 

上場会社名：株式会社ビーマップ      （コード番号：4316） 

（URL http://www.bemap.co.jp/） 

問合せ先 代表者：代表取締役社長 浅賀 英雄 

  責任者：経営管理部長  大谷 英也    TEL：03-5842-5033 

 

 

１ 今後 3 ヵ年の中期経営計画 

 

（１）当中期経営計画提出時における、前事業年度の総括（計画の達成状況、成果及び今後の課題） 

① 期首目標 

損益分岐点超えの基盤強化投資、その効果での黒字回復 

(ア) 黒字転換の目安となる 970 百万円レベル売上作りの体制構築 

(イ) そのため販売力の強化を狙った人員強化 

(ウ) 外注費抑制・内製化のための開発力と品質管理力強化 

② 通期の結果： 

従来の主要なビジネスモデルであったフィーチャーフォン向けサービスで大幅な会員減

少があったものの、スマートフォンの普及により３G 回線が圧迫されたため WiFi 網を整

備・強化することとなった通信事業者の動向を受け、特に第 3 四半期以降、クロスメディ

ア事業分野の無線 LAN 関連の受注・売上が急増した。これに対応すべく社内体制の大幅

シフトにより新しい事業環境への対応に取り組んだものの、予定していた利益率を確保で

きず、第 2 四半期までの損失を克服するには不足し、営業赤字を計上するに至った。 

(ア) 顧客の事業環境の変化により、無線 LAN 以外の受注環境は厳しい状況が継続してお

り、損益分岐点管理、その達成のための中期戦略の重要性が増している。 

(イ) 当社は、社会的に重要なインフラを提供する顧客を抱えており、これら既存顧客へ

の提案営業力の強化が要求されている。 

(ウ) 安定した受注・売上と高い利益率を獲得する観点から、既存顧客への提案と開発を

通じて得た資産とノウハウを新規顧客に展開していくことが求められている。 

(エ) 安定した利益を生み出すため、技術力・品質管理スキルの向上が必須となっている。 

③ 総括 

こうした厳しい環境の中で、①無線 LAN ポータル CMS やスマートプッシュなどの新し

い技術の開発・ビジネスモデル構築に目途が立ったこと、②連結子会社等の整理完了によ

るグループのスリム化、など最低限の成果を上げることができた。悲願の営業黒字化は達

成できなかったが、追い風を生かし、前期からの取組みを強化していきたい 
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（２）中期経営計画の概要、及び策定の背景 

平成 24 年 3 月期の決算をもって、当社は個別において 10 期連続の当期純損失となった。

この恒常的な赤字体質から脱却し、再度成長軌道に乗って収益を上げるため、3 ヵ年の中期

経営計画を策定する。当社は現在も自己資本率 87.9％（平成 24 年 3 月末時点）の無借金経

営であり、健全な財務体質を維持している。また、現在のビジネス環境における、スマート

フォンの爆発的ヒット、携帯電話データ通信の固定料金ユーザー増、無線 LAN ホットスポ

ットの拡大、そしてその基盤となる通信インフラニーズの増大は、当社にとって追い風とな

っている。この環境下で、まずは損益分岐への回復と黒字転換、さらに持続的な成長へと、

本質的な改善に取り組む。 

① 平成 25 年 3 月期の位置付け：事業シフトと損益分岐への回復 

無線 LAN を中心とするビジネス環境の好転を捉えるため、前期からの事業シフトを継

続するとともに、無線 LAN ポータル CMS、スマートプッシュなどの収益化を図り、事業

規模の拡大と収益率の向上に取り組む。ネットワーク技術者をはじめとする開発スタッフ

の拡充による固定費増で、損益分岐点売上高は 1,000 百万円を超える見込みである。 

事業規模拡大の牽引役となるのは、クロスメディア事業、その中でも無線 LAN 関連で

あり、年間売上高 20％増の成長を見込んでいる。また、モニタリング事業においても、

飲食店のほか、コンビニ・環境インフラへの展開により年間売上高約 15％増を見込んで

いる。また、ナビゲーション事業においては、前期並みを見込んでいる。 

② 平成 26 年 3 月期の位置付け：安定的な黒字化の基礎を作る。 

売上 1,290 百万円、営業利益 60 百万の営業黒字を目標とする。平成 25 年 3 月期に対

して売上高 11％の増加で、引き続き、クロスメディア事業の無線 LAN 関連の伸びが牽

引する。 

③ 平成 27 年 3 月期の位置付け：立ち位置を生かして高収益モデルへ移行する。 

売上 1,390 百万円、営業利益 90 百万の黒字計上を目標とする。平成 26 年 3 月期に対

して売上高 7％増で、引き続き、クロスメディア事業の無線 LAN 関連の伸びが牽引する

ほか、無線 LAN インフラから派生するビジネスの展開を見込んでいる。 
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（３）事業の進捗状況、及び今後の見通し、並びにその前提条件 

無線 LAN を中心とする事業環境の変化に応じて、一部事業について見直しを行う可能性

があるが、以下のとおり各事業分野に取り組む予定である。 

① クロスメディア事業 

スマートフォン、無線 LAN 内蔵ゲーム機の登場により、無線 LAN 市場が 2 年ほど前

より急激に立ち上がってきている。この無線 LAN 市場のインフラ構築に関して、当社ビ

ジネスパートナーと連携し、無線 LAN 関連サービスの拡大、売上増を目指す。さらに今

後は、大手コンビニエンスストアチェーン、外食チェーン等、来店客が店内で無線ＬＡ

Ｎを使用できる環境を提供することで、顧客を誘導しようというマーケティングが広が

ると見られている。こうした店舗などの事業者からの収入拡大を目指す。 

メタデータ関連サービスについては、４つのサービスラインナップ（ASP 型、CSV 提

供型、速報型、メタＴＶウェブサービス型）の中から、顧客のニーズにマッチしたもの

の提供を進める。 

② ナビゲーション事業 

鉄道ナビ関連サービスにおいては、今後携帯電話での課金ビジネスが、大きく変わるこ

とを視野に入れ、Ｂ２Ｃビジネス中心からＢ２Ｂビジネスへの切り替えに取り組む。 

また、当社が提供するサービスの多様化に取り組む。 

・B2C、あるいは B2B2C として、特定顧客層を定着化させるサービスの事業化。 

・無線 LAN アクセスポイントを活用したビジネスの提供。 

・非接触 IC カードを活用したビジネスの提供。 

平成 25 年 3 月期は、事業の構造変化を行いつつ、平成 24 年 3 月期並みの売上を確保す

る。そして平成 26 年 3 月期は、Ｂ２Ｂ事業の拡大により、前年比 5％増を目標とする。 

道路ナビ関連、古地図復元サービスについては、無線 LAN 事業への経営資源を集中す

るため、継続案件・アプリ有料化を除き、収束させる。 

③ モニタリング事業 

ファーストフードチェーン、コインパーキングといった既存顧客各社への安定的なビジ

ネス基盤を確保する。更に、外食チェーン、コンビニエンスストアチェーン、通信事業

会社、環境インフラ事業会社を通して、大口の新規顧客開拓に取り組む。 
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２ 今期の業績予想及び今後の業績目標 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 24 年 3 月期（実績） 1,008 百万円 ▲54 百万円 ▲67 百万円 ▲85 百万円 

平成 25 年 3 月期（予想） 1,160 百万円 20 百万円 20 百万円 10 百万円 

平成 26 年 3 月期（目標） 1,290 百万円 60 百万円 60 百万円 60 百万円 

平成 27 年 3 月期（目標） 1,390 百万円 90 百万円 90 百万円 90 百万円 

 

業績予想及び業績目標の前提条件・数値根拠等 

〔業績目標の前提条件〕 

 

(1) 売上高の構成（概算） 

※ 平成 24 年 3 月期の各事業の実績は、百万円未満を切り捨てて表記しております。 

 

(2) 原価率の見通し 

平成 25 年 3 月期：目標 65.2％。インフラ整備に関連する事業規模の拡大が続くため、前期

68.6％からの大幅な削減には至らないが、新規性の強い開発案件から、

当社がノウハウ・開発資産を積み重ねた開発モデルに徐々に移行させる

ことで、3％程度の削減に取り組む。 

平成 26 年 3 月期：目標 65.0％。継続的なプロジェクト運営の効率化により、更に原価率低

減を目指す。 

平成 27 年 3 月期：64.2％を目標とする。 

(3) 販売管理費（販管費率）の見通し 

平成 25 年 3 月期：380 百万円（32.8％）。事業規模拡大に応じた人員増に伴い、前期 371

百万円からの微増を想定する。その一方で、受注が増えることにより開

発スタッフの稼働率が全般的に上昇し、その分の労務費が販売管理費か

ら原価に振り替わる見込み。 

平成 26 年 3 月期：390 百万円（30.2％）。全社で若干名の人員増を想定しているが、販売

管理費の上昇は限定的と考えている。 

平成 27 年 3 月期：400 百万円（28.8％）。全社で若干名の人員増を想定しているが、販売

管理費の上昇は限定的と考えている。 

 
ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ 

事業 

ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ 

事業 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

事業 
合計 

平成 24 年 3 月期（実績） 565 百万円 243 百万円 199 百万円 1,008 百万円 

平成 25 年 3 月期（予想） 680 百万円 250 百万円 230 百万円 1,160 百万円 

平成 26 年 3 月期（目標） 770 百万円 260 百万円 260 百万円 1,290 百万円 

平成 27 年 3 月期（目標） 830 百万円 260 百万円 300 百万円 1,390 百万円 
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〔取引先の状況〕 

(1) 主要顧客の動向 

当社の売上合計に占める、主要顧客への売上の割合は、平成 24 年 3 月期において 66.9％

であった。これに対し平成 25 年 3 月期およびそれ以降は、これら主要顧客における売上高

の増加を期待しているが、それ以外の新規顧客の開拓に取り組むことで、依存度を軽減させ、

安定した収益を上げることができる顧客ポートフォリオを構築する。 

 主要顧客への売上高 その他顧客への売上高 

平成 24 年 3 月期（実績） 675 百万円（66.9％） 333 百万円（33.1％） 

平成 25 年 3 月期（予想） 780 百万円（67.2％） 380 百万円（32.8％） 

平成 26 年 3 月期（目標） 850 百万円（65.9％） 440 百万円（34.1％） 

平成 27 年 3 月期（目標） 880 百万円（63.3％） 510 百万円（36.7％） 

 

(2) 今後の顧客開拓戦略 

上記のとおり、主要顧客への依存の低減のため、新たな大口顧客の（積極的）獲得を目指

す。主なターゲットは、まずモニタリング事業と無線 LAN 関連サービス。 

 

〔人員計画〕 

事業規模の拡大に応じた増員を見込んでいる。 

 

〔新規事業の準備状況〕 

クロスメディア事業において、無線 LAN より取得した位置情報等を各種マーケティング

に活用するサービス「スマートプッシュ」を検討準備中。（一部は特許申請済み。） 

 

 

３ その他参考情報 

 

（１）各事業年度における計画達成のための具体的施策の内容 

（２）各事業年度における計画達成のための前提条件 

前項（２ 今期の業績予想及び今後の業績目標）の「業績予想及び業績目標の前提条件・数値

根拠等」において記載した内容と重複いたしますので記載を省略いたします。 

 

 

 

以  上 


