
0

FaithNetwork Co.,Ltd.

2020年 3月期
第２四半期決算説明資料

2019年11月20日

株式会社フェイスネットワーク

(東証マザーズ証券コード：3489)



1

01.  2020年3月期 第2四半期決算概要 P.02

02.  セグメント別実績 P.06

03.  事業概要 P.09

04. 下期以降の成長戦略 P.16

05.  株主還元 P.20

                                             

CONTENTS



2

01. 2020年3月期 第2四半期決算概要
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2020年3月期 第2四半期決算業績

19.3期
2Q

20.3期
2Q

増減率

売上高 2,735 5,873 114.7%

売上原価 2,216 5,065 128.5%

売上総利益 518 808 55.9%

┗売上総利益率 19.0% 13.8% －

販売費及び一般管理費 684 756 10.5%

┗ 販管費率 25.0% 12.9% －

営業利益 △165 51 －

┗ 営業利益率 △6.1% 0.9% －

経常利益 △262 △76 －

┗経常利益率 △9.6% △1.3% －

四半期純利益 △140 △55 －

┗四半期純利益率 △5.1% △0.9% －

EPS(円) △28.12円 △11.17円 －

(百万円)
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△165

51

不動産
投資支援
粗利益

253

不動産
マネジメント
粗利益

35 その他
販管費
△19

仲介
手数料
△56 広告

宣伝費
17

支払
報酬
△14

19.3期
2Q実績

20.3期
2Q実績

◆ 営業利益増減分析（前年同期比）

●不動産投資支援粗利増加額 253百万円

●不動産マネジメント粗利増加額 35百万円

●販管費変動増加額 71百万円

計 営業利益変化増加額 216百万円

◆ 販管費増減（前年同期比）

●仲介手数料増加額 56百万円

●広告宣伝費減少額 17百万円

●支払報酬増加額 14百万円

●その他販管費増加額 19百万円

2020年3月期 第2四半期決算営業利益増減要因

(百万円)



19.3期

期末

20.3期
2Q

差額

流動資産 11,845 11,379 △465

固定資産 2,088 2,219 131

流動負債 5,083 6,235 1,151

固定負債 5,023 3,741 △1,281

負債合計 10,106 9,976 △130

純資産額 3,826 3,622 △203

┗自己資本額 3,826 3,622 △203

┗自己資本比率 27.5% 26.6% △0.9%

負債純資産合計 13,933 13,599 △334
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【資産の変動】
現金及び預金 △1,525百万円
完成工事未収入金 △285百万円
仕掛販売用不動産 +564百万円
販売用不動産 +505百万円

【負債の変動】
１年内返済予定の
長期借入金 +1,130百万円
短期借入金 +621百万円
長期借入金 △1,350百万円
工事未払金 △340百万円

【純資産の変動】
四半期純損失 △55百万円
配当金の計上 △149百万円

(百万円)

2020年3月期 第2四半期決算 BS
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02. セグメント別実績



●不動産投資支援事業は、不動産商品と建築商品で構成

●不動産マネジメント事業は自社開発物件の管理等を実施

                                             

2020年3月期 第2四半期決算 セグメント別業績

19.3期
2Q

20.3期
2Q

売上高 2,735 5,873

不動産投資支援事業 2,484 5,584

不動産マネジメント事業 250 288

営業利益 △165 51

不動産投資支援事業 △217 △16

不動産マネジメント事業 51 68

営業利益率(％) △6.1% 0.9%

不動産投資支援事業 △8.8% △0.3%

不動産マネジメント事業 20.6% 23.7%

売上高構成比

95%

5%

75%

20%
2020.3期2Q
売上高

58億円

不動産投資支援事業不動産マネジメント事業

不動産

建築

(百万円)
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通期予想・下期販売予定物件

不動産商品は3Qに5件、4Qに13件予定

建築商品は3Qに2件、4Qに11件 予定

                                             

●売上高 160億円 (前期比13.0%増） ●営業利益 13億円 (前期比28.3%増)
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03. 事業概要



1. 新築一棟

RCマンション
2. 城南3区

3. ワンストップ

サービス

GranDuoシリーズ 世田谷区・目黒区・渋谷区 一気通貫の事業サポート

顧客の利益を重視した
サービスを提供

長期安定的な
収益性の確保を実現

投資用新築一棟マンショ
ンに適したプランニング

                                             

投資用不動産を企画販売する、不動産投資支援事業を展開

事業紹介
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1. 仕入力 2. 企画力

4. プル型営業

                                             11

他社との違い

3. 開発力

土地を最大限に有効活

用できる設計ノウハウ

企画したプランを忠実

に実現

ワンストップサービス

ゆえに可能な、少人数

での顧客対応

投資効率が良い土地の

仕入れから収支計画まで

スピーディに判断

● フェイスネットワークの 4つの強み
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一番投資効率が良い土地を
素早く判断、買付け

約400件/月 約40件/月 約2～4件/月
エリアに特化しているからこそ

情報が集まる
ボリューム入れ、建築単価算出

事業収支計画作成を最短3日で仕上げ

非公開の土地情報 プラン入れ 土地の買付け

ワンストップサービスだからこそ

スピーディーに対応が可能！

他社との違い ①仕入力



他社との違い ②企画力

                                             

● 商品化ノウハウ

● 事例
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狭小地

71.87㎡(21.74 坪)

変形地 狭小地 高低差

GranDuo駒沢９

高低差

273.26㎡(82.66 坪)

GranDuo三軒茶屋６

地上4階建
近隣商業地域

建ぺい率80％/容積率240％
前面道路・南側約3.8ｍ

敷地内の地盤の高低差4.3ｍ
地下1・地上3階建

第一種低層住居専用地域
前面道路・北側約3.6ｍ



他社との違い ③開発力
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ワンストップサービスだからこそ、

スピーディに密接なコミュニケーションを取ることが可能に。

よって、商品開発力を高められる。

1消費者ニーズを
素早く反映可能

中間マージンを削減
適正利回りの
確保が可能2 3企画したプランを

忠実に実現可能



他社との違い ④少数精鋭のプル型営業

                                             

良質な物件ができる

既存顧客との信頼関係と
効率的な新規顧客獲得が当社営業の強み

セミナーを核としたプル型営業

●確かな実績からもたらす高い顧客満足度

●講師：代表取締役社長・蜂谷二郎

●営業１０名：セミナー後、顧客フォロー
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(※社員数150人：2019年9月末時点)

城南3区に特化した
ワンストップサービス

だからこそ

仕入力

企画力

開発力

情報が入ってくる仕組み

投資効率UPに繋がる設計ノウハウ
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04. 下期以降の成長戦略



士業の方向けの不動産を活用した相続・贈与シミュレーター共同開発のため
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成長戦略 業務提携

今よりも幅広い顧客ニーズへの販路拡大

株式会社ビービーシー × 当社

相続税の圧縮率が高い良質な投資用不動産を活用した相続税対策プランを提供するため

税理士法人チェスター 及び 株式会社チェスター × 当社

不動産投資支援事業における新たな販売チャネルの開拓のため

ＳＢＩマネープラザ株式会社 × 当社

2019年5月

業務提携

2019年8月

業務提携

2019年9月

業務提携

                                             



成長戦略 業務提携 ～チェスター事例～
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税理士法人チェスター / 株式会社チェスターとの業務提携

書籍・ムック本の出版 セミナー/イベント開催 簡易シミュレーター

相続対策に関する最適な「資産継承」の提案



成長戦略 「ザ・スタイルワークス」を子会社化
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代表取締役岩切剣一郎

施工の現場から設計の世界に
入り、独学で「一級建築士」に。
株式会社枻出版社に入社後、ゼ
ロから建築事業部を立ち上げ、
メディアと連携しながら「ライ
フスタイル提案型」の住宅をプ
ロデュース。住宅の設計実績は
全国に500 棟以上。

不動産投資支援事業の「フェイスネットワーク」
岩切剣一郎率いる「ザ・スタイルワークス」を子会社化

～カリフォルニア工務店で培った唯一無二のデザイン力を味方に～

●業務提携の背景・目的

デザイン性の高い設計や企画ノウハウをもつ岩切氏率いるザ・スタイル
ワークスと、高い物件の開発力を誇るフェイスネットワークが共に取り
組むことにより、デザイン性をより高め、開発力の強化とブランド力の
向上を図って参ります。

●今後の展開

建築デザイン事業に加え、リノベーション事業やライフスタイル提案型
の都市開発事業等を共に展開予定。
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05. 株主還元
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配当を安定的、継続的に行うことを目標としている

2020年3月期予想 株主還元

一株配当
16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期予

ー 25.0円 30.0円 30.0円 30.0円

17.5円
25.0円

30.0円 30.0円

7.5円

5.0円

30.0円

16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期予想

記念配当

普通配当

記念配当

記念配当
25.0円
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“生き方”を理解してこそ、最良のプランが提案できる

我々は一人一人の夢の実現をサポートする
ワンストップパートナーであり続けます
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