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平成 18～20 年度中期経営計画（企業再生計画）の策定について 

 

平成 18 年 12 月 6 日開催の当社取締役会において、「平成 18 年度～20 年度中期経営計画（企

業再生計画）」が承認されましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．策定方針 

当社は、ここ数年、カー用品のアフターマーケット縮小の影響を受け、売上高が減少するなど

厳しい経営環境にさらされております。このような中で、株式会社タカラ（現株式会社タカラト

ミー）より雑貨事業の移管を受けて売上の拡大をはかっておりますが、収益改善にまでは至って

おりません。また、平成 18 年 2 月に子会社 3 社を取得し、当期よりグループ経営となりました

が、足元は各社とも厳しい状況が続いております。この状況を打開するために、グループ全体で

事業領域とポジショニングの明確化をはかるとともに人員削減も含めたコスト削減等の構造改

革を進め、スリムな体制で収益を出せる企業体を目指してまいります。その位置づけとして「平

成 18～20 年度中期経営計画（企業再生計画）」を策定いたしました。 

 

 

２．計画の概要 

経営理念 

心に響き、感動体験を残すことができるモノづくりに向けて常に改革を目指します。 

思いやりを育む絆づくりに向けて常に改革を目指します。 

ステークホルダーとの共存に向けて常に改革を目指します。 

 

事業領域 

当社を中心とするライフエンターテインメントグループとして、カー用品事業、雑貨・玩具事業

にフォーカスするとともに、プラマイゼロの生活家電事業と DideoNET-JAPAN／ＳＥＥＢＯＸ



事業を成長事業として位置づけております。 

 

 

基本方針 

① カーアクセサリー分野でマーケット・リーダーを目指す 

② 雑貨・玩具事業をグループで統合し、ベースとなる寿命の長いキャラクターの育成とトレン

ドを先取りした雑貨・玩具の開発に資源を集中する 

③ キッチン・リビングといった生活に密着した家電にデザインという付加価値を提供し、デザ

イン家電でトップブランドを育成する 

④ 安定した収益構造の事業体を目指す 

 

重点戦略 

① 連結経常利益率 5％の確保を目指す 

② 景気変動に対応できる強固な収益・コスト構造を確立する 

③ 財務体質の強化を目指す 

④ 徹底した原価率の逓減を進める 

⑤ グループの再編、資本政策の見直しをはかる 

⑥ 資産（特に棚卸資産）の圧縮を進める 

 

再生計画の骨子 

① 抜本的な事業・組織のリストラクチャリング 

希望退職募集による人員削減を進め、スリムな経営・管理部門組織を構築するとともに現場

機能の補強を推し進めます。 

② 事業領域とポジショニングの明確化 

既存事業のカー用品事業を収益基盤として位置付け、ＳＫＵの絞込みをはかり実用性・確実

性に基づくアクセサリー事業の運営を進めます。雑貨・玩具事業を育成基盤として位置付け、

キャラクター定番の育成とトレンディ雑貨・玩具の開発を推進いたします。 

また、成長事業として、デザイン家電、動画配信を位置付けます。 

 

３．連結事業計画数値 

（単位：百万円） 

 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

売上高 6,300 7,100 9,000 

営業利益 △160 100 320 

経常利益 △200 220 450 

税引後当期純利益 △50 170 330 

 



 

なお、本資料記載の当社及び当社グループに関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、

予定、事実の認識・評価等といった将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づい

て記載されたものであります。実際の業績等は、業況の変化等により異なる場合があります。 

 

 
      以  上 

 



平成18～20年度中期経営計画
（企業再生計画）

e-Revolution Group

再生計画
2003年3月期以降の営業Ｃ／Ｆマイナス、さらに06年9月中間期に赤字脱却が
かなわず。
企業存続をかけて不退転の決意で、事業再生に取り組みます。

2006.12.6
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１－１．現状の課題と対策（イー・レヴォリューション）
課題 対策

脆弱な
財務体質

B/S

Ø営業キャッシュフローが4期連続マイナ
ス
Ø子会社への投資から手元流動性低下

Ø棚卸資産増加による現預金の減少
Ø有利子負債の増加（子会社株式の増

加）

üＥＱＵＩＴＹ ＦＩＮＡＮＣＥによる資本拡充

ü子会社独自の資金調達

ü資産売却と在庫圧縮

ü子会社資本政策の推進

P/L

Øカー用品アフターマーケットの頭打ちと
季節に左右され、売上不安定
Ø雑貨事業は、新規商品のヒットに依存し、

経費を賄う売上規模に達していない
Ø売上減少による営業利益段階での赤字
Ø人員増等による販管費の増加

ü一旦、縮小均衡した売上に見合うコス
ト構造の構築
ü組織スリム化による人件費圧縮（現場

に特化する組織）
üグループ統合による物流、管理コスト

等の経費圧縮

組織・体制

Ø規模対比、多層構造
Ø現場人材の社外流出リスク
Øグループ会社間の事業シナジーを実現

していく推進力不足

ü社長をトップとしたシンプルな組織体
制の確立
ü管理部門組織の軽量化
üモチベーション向上の施策

・個性を伸ばせる風土作り
・やりがいと成果に見合った報酬体系
üグループ会社統括機能の強化
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１－２．現状の課題と対策（グループ会社）
課題 対策

プラマイゼロ

エー・ジー

Ø商品ラインナップの不足
Øデザイナー「深澤直人」ネームブランドの

みへの過度の依存
Ø生産委託管理の不足からくるスケジュー

ル遅れ

Ø事業領域の分散による非効率性
Ø東京と大阪の2事業所体制による管理コ

スト負担増
Ø事業規模が小さく、管理部門コスト負担

が大きい

ü資金調達による、新製品の開発・投入
の安定化
ü「±0」ブランドを訴求する商品ライン

ナップづくり
ü設計の内製化
ü営業体制の強化
ü在庫管理の強化

üトイホビーに集中強化
ü大阪閉鎖による東京への集約と物流

のグループ統合による経費圧縮
üイー・レヴォリュ-ションへの管理部門

統合によるコスト削減

タカラ
インデックス
eRラボ

Ø事業規模 ＜ 人員数
Ø出資先の創業赤字負担リスク
Ø不安定な受託業務基盤

－開発委託・ＳＥＥＢＯＸ事業・ＤＢＭ事業
Ｄ－touch事業

Ø出資先との事業シナジー不透明

ü事業規模に比例する戦力配置（固定
費の削減）
üＳＥＥＢＯＸの外部資本導入によるＳＥ

ＥＢＯＸ事業の加速と持分比率の低減
üＤＢＭ事業・Ｄ－ｔｏｕｃｈ事業の乗軌化

収益化めどによる早期判断
üDideoNET-Jのシステム販売収益の追

求（出資先とのシナジー）
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２．再生計画骨子

n 抜本的な事業・組織のリストラクチャリング
●単体 ⇒縮小した売上でも利益が出る構造

固定費・経費の削減150百万円
・人員削減 70名体制へ（現在85名体制）

スリムな経営・管理部門組織へ
現場機能の補強
期限 07年3月末

⇒ 人件費削減 70百万円
・在庫圧縮 費用削減 25百万円
・固定的販売管理費の削減 55百万円

●連結
エー・ジー大阪拠点を東京へ集約し、イー・レヴォ

リューションとの管理部門統合を図る
営業ルートの効率性を追及する

プラマイゼロの資本拡充により、事業の離陸を実現
する

タカラインデックスeRラボの事業基盤を確立する

n 事業領域とポジショニングの明確化
●既存事業

・カーライフ事業＝収益基盤としての位置付け
アイテム数の絞込みと実用性・確実性に基づく
アクセサリー事業運営

・雑貨・玩具事業＝育成基盤としての位置付け
キャラクター定番の育成とトレンディ雑貨玩具の
開発
先行開発プロジェクトの設置

●成長事業
・デザイン家電事業

商品ラインナップ化と販売口座獲得により事業
化の基盤が整った

・動画配信事業
推進インフラが整い、メディア技術の認知と浸透
により、 多面的に事業化を推進する
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３．中期再生計画の要旨

n 経営理念
心に響き、感動体験を残すことができるモノづくりに向けて常に改革を目指します
思いやりを育む絆づくりに向けて常に改革を目指します
ステークホルダー（社員・ユーザー・株主・お取引先）との共存に向けて常に改革を目指します

n 事業領域
イー・レヴォリューションを中核とするライフエンターテインメントグループとして、カー用品事業、

雑貨・玩具事業にフォーカスするとともに、プラマイゼロのデザイン生活家電事業と
ＤＤＮＪ／ＳＥＥＢＯＸ事業を成長事業として位置づける

n 基本方針
①カーアクセサリー分野のマーケット・リーダーとなる（取扱アイテムの絞込みと販売チャネルの拡大）
②雑貨・玩具事業をグループで統合し、寿命の長いキャラクターの育成と、トレンドを

先取りした雑貨・玩具の開発に集中する
③キッチン、リビングといった生活に密着した家電にデザインによる付加価値を提供し、デザイン家
電でトップブランドを育成する（日本発のグローバルブランド指向）
④安定した収益構造の事業体を目指す

n 重点戦略
①連結経常利益率5%の確保を目指す
②景気変動に対応できる強固な収益・コスト構造を確立する（大胆なコストカット）
③財務体質の強化を目指す
④徹底した原価率の逓減を進める
⑤グループの再編、資本政策の見直しをはかる
⑥資産（特に棚卸資産）の圧縮を進める
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４－１．イー・レヴォリューション本体のコスト削減について

人件費削減 ターゲット70百万円
n 経営体制のスリム化による人員削減

現場強化と管理組織のフラット化

n シンプルな組織による人員削減
生販在デジタル情報の精度アップと活用の
ために組織の壁を撤廃するとともに、
取扱アイテムの削減による人員効率化を
はかる

n グループ会社再編による管理部門の統合
グループの管理部門を統合することで、グルー
プ人員の削減を進める。管理部門コストはグ
ループで負担

n 事業部内の組織見直し
若手抜擢による「チャレンジ＆コントロール」
への意識改革を進める

その他経費の削減 ターゲット80百万円
n 顧問料・支払手数料の見直し △30百万円

顧問契約の見直しによる削減効果

n 物流費用の見直し △15百万円
大幅な在庫とSKUの削減
グループの物流統合を進める

n 広告宣伝費の効果的な使用 △10百万円
展示会の出展見直しと効果的な広告費の使用
による削減

n 棚卸資産の評価減、商品廃棄費用の削減
在庫回転率を上げ毎期発生する棚卸資産評価
減・廃棄損を削減する △25百万円

2008年3月期は、販管費13億円体制に

※ 現状の売上高、粗利益額でも黒字化は可能
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４－２．カーアクセサリーの事業戦略

n カーアクセサリーでマーケットリーダーを目指す
・SKUの絞込みと販売チャネルの拡大

・返品慣習の低減のために、雑貨取扱比重を
高めるとともに販路を拡大していく

n 製品戦略
・SKUの絞込み

1500アイテム ⇒ 1000アイテム
・フィルム・カーテンで業界トップシェアを維持
・ファミリー層向け新製品「ファンビー」投入によ
る新しい顧客層の開拓
・ポケモン等のキャラクターを使用した実用アク
セサリーの投入
・データに基づく、顧客目線での商品開発を徹底
する（安全性、 オンリーワン、実用性）

n 販売戦略
・カー用品トップ企業の戦略に沿った販売提案、
店頭販売実績分析による売場提案
・上位ホームセンターへの販売網の確立
・ＧＭＳ、カーディーラー等の新規ルートの開拓

n 生産・品質管理体制
・製品企画・試作については、独自に行うが、生産
体制についてはファブレスに徹し、中国・台湾に
おいて信頼できる外部生産委託先を開拓し、品
質管理体制を強化する
・生販在デジタルデータに基く受発注精度の向上

n アフターマーケット規模頭打ちの中で、25億円の売
上高で利益の出る体制を構築する
・コスト競争力を強化し、市場変化に耐えるコスト構
造を構築する

n 原価率の逓減
・生産委託先のコスト見直しと歩留まりの向上に努
め、原価率の逓減をはかる
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４－３．玩具・雑貨の事業戦略

n イー・レヴォリューションとエー・ジーの雑貨・玩
具事業の統合を進め、各セグメントにあわせた
新組織体制の構築を行う（コスト構造の見直し）
段階として、2007年2月にエー・ジーを東京に集
約、2007年5月に物流部門の統合、その後、完
全統合の検討、統合によるコストメリットを出す

n キャラクターアイテムで年間5億円の売上基盤を
構築する
①プチブライス
②あおくび大根
③リトルタップス等のメカ雑貨
④新たな定番キャラクターの育成

n トレンディ雑貨の開発により、短期で年間5億円
の売上規模を実現する
・先行開発プロジェクトの組成
・投資の集中

n アウトドア用品で年間10億円の売上基盤を構築
する
①ヒーリーズ
②バランスボード
③キックボード
④ゲイラカイト

n 生活雑貨売上3億円の維持
①エポクリン
②プリザーブドフラワー
③ヒッポー
④ペアルーペ
⑤他

n 新製品比率を毎年30%以上とする

n エー・ジー国際部門の廃止の検討
・グループの海外調達部門に統合の検討を進め
る
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４－４．家電の事業戦略

n ターゲットとする事業領域
テクノロジーが完成された、生活の中に溶け込
んでいる生活家電（主にリビングや台所で使用
されるもの→いわゆるローテクの白物家電）に
集中する

n デザイン戦略
深澤直人監修によるデザインチームを確立する

n 製品戦略
・1年を通じて売上が確保できる品揃えを図る
・キッチン家電、リビング家電をターゲット
・製品価格の中心は、@10,000～@30,000

n ターゲット層
・20代から30代の団塊世代ジュニア
・団塊世代

n 生産・品質管理体制
生産については、ファブレスを前提とし、生産委
託先の開拓並びに外注管理、納期管理、品質管
理を強化する

n 第2ブランドとしての2.5Ｒ（デザイン雑貨群）の立
ち上げ
「±０」ブランドへの入り口として位置づけ、「±０」
ブランドへ誘導する

n 資本導入により財務基盤を固め、新製品投資を
進め、事業展開に併せて必要な戦力補充を
行なっていく

n 次のステージに向けたマネジメント体制を強化す
る

n さらに、製造原価の見直しを進める
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４－５．その他事業について

n タカラインデックスeRラボ
雑貨・玩具の企画開発と受託業務の拡大で

収益の安定化を図る
DideoNET-JAPANとSEEBOXへの出資関係

を通じて、ＳＥＥＭＥＤＩＡソリューションの販売と
動画配信機能を活用したビジネスの展開を図
る

・コスト削減
タカラインデックスeRラボは、営業収支黒字化
を実現できる人員構成へ見直しを進める

・ＤＢＭ事業の早期立ち上げ
早期にタカラインデックスeRラボの事業として
の確立を志向し、2008年3月期中の収益化を
前提とする

n DideoNET-JAPAN
タカラインデックスeRラボの49%出資会社
韓国のストリーミング技術を日本で販売する韓
国との合弁会社

n SEEBOX
DideoNETの技術を使ってポータルサイトを運
営するタカラインデックスeRラボの出資会社

資本調達に応じて段階的に出資比率が
低減していく見込み

n これらSEEBOXとDideoNETとの事業シナジー
を追求する
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5．資産の圧縮

n 棚卸資産の圧縮
イー・レヴォリューションの9月末棚卸資産768百
万円を07/03期末に700百万円、09/03期末には
500百万円まで圧縮する

プラマイゼロは、約40百万円あるＡＶ機器の販売
促進をはかり、07/03期末にはほぼ売り切る

機動的な売価見直しの手法を導入し、段階的な
売価下げにより在庫の滞留を抑制する
滞留在庫については、早期に売却し、現金化す
る

カーアクセサリーの営業情報・開発生産・納期・
品質管理工程を「見える化」する

n 保有資産の売却
07/03期末をめどに、固定資産の売却を進め
る

上場有価証券の売却を検討

長期営業債権の譲渡を検討
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６－１．再生計画数値の概要
2007年3月期からの3年計画

204.5%450－220－△200－経常利益

－

－

－

前年比

△50

△160

6,300

07/03計画

－

－

112.7%

前年比

170

100

7,100

08/03計画

194.1%330－当期純利益

320.0%320－営業利益

126.8%9,000－売上高

前年比09/03計画06/03実績

（単位：百万円）

400.0%40－10－△130△182経常利益

－

90.4%

前年比

△50

△120

3,630

07/03計画

－

104.7%

前年比

0

30

3,800

08/03計画

30△552当期純利益

200.0%60△161営業利益

105.3%4,0004,014売上高

前年比09/03計画06/03実績

（単位：百万円）

連結

単体
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６－２．セグメント別販売計画（単純合算）

（単位：百万円）

n カー用品は、イー・レヴォリューションのカーライフ事業部
n 雑貨・玩具は、イー・レヴォリューションのe-Life事業部、エー・ジー、プラマイゼロの雑貨

n 家電は、プラマイゼロの家電
n その他は、タカラインデックスeRラボ

n 06/03期は、連結損益計算書を作成していないためセグメント別の販売実績は参考値です

n セグメント別には、カー用品の成長は見込みにくいものの、プラマイゼロのデザイン家電の成長に期待できる

n 雑貨・玩具についてもプラマイゼロの伸張が成長の原動力になる

6,251

17

588

2,435

3,211

06/03実績

（単純合算）

9,000

450

2,700

3,050

2,800

09/03 計画

112.8%

105.0%

153.6%

113.8%

99.5%

前年比

125.5%7,1706,357合計

107.1%420400その他

194.2%1,390905家電

114.7%2,6602,338雑貨・玩具

103.7%2,7002,714カー用品

前年比08/03 計画07/03見通し
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６－３．再生計画数値の概要 （グループ会社）
2007年3月期からの3年計画

311.0％255820.0％82ー10△177経常利益

ー

169.8％

前年比

10

12

1,000

07/03計画

800.0%

725.0％

150.0％

前年比

80

87

1,500

08/03計画

315.0%252△205当期純利益

311.5％271△165営業利益

200.0％3,000589売上高

前年比09/03計画06/03実績

（単位：百万円）

ー10ー0200.0%42経常利益

ー

63.6%

81.2％

前年比

△19

7

1,327

07/03計画

ー

142.8％

109.2％

前年比

△9

10

1,450

08/03計画

ー8△558当期純利益

200.0％2011営業利益

106.9％1,5501,634売上高

前年比09/03計画06/03実績

400.0％8ー2ー△33△188経常利益

ー

2352％

前年比

130

△29

400

07/03計画

0.8%

ー

105.0％

前年比

1

5

420

08/03計画

700.0%7△195当期純利益

200.0％10△188営業利益

107.1％45017売上高

前年比09/03計画06/03実績

（単位：百万円）

（単位：百万円）

プラマイゼロ

エー・ジー

タカラインデックスeRラボ
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６－４．タイムスケジュール
2007/03 2008/03 2009/03

イー・レヴォリューション
人員削減を含めた新組織
体制の構築

イー・レヴォリューション
新体制でのスタート

エー・ジー 大阪閉鎖
東京へ集約

エー・ジーとの物流統合

エー・ジーとの管理部門統合

イー・レヴォと
エー・ジー統合の検討

エー・ジーとの統合
新体制でのスタート

プラマイゼロ
資本増強

プラマイゼロ
成長に向けての社内整備

Next Stageへ

プラマイゼロ
海外戦略の構築

カー用品事業と雑貨事業
の2本柱での新生イー・レヴォ

新株予約権

タカラインデックスeRラボ
スリムなコスト構造の構築

タカラインデックスeRラボ
ＤＢＭ事業の黒字化

黒字化のめどが 立たない場合は撤退も検討


