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「当社の業績低迷に至る経緯と今後の再生方針について」 
 
 

当社は平成20年2月13日開催の取締役会において、当社の事業再生計画について下記のとお

り決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
「株式会社 YOZAN 事業再生計画」の骨子 
 
1.事業計画 
1. 来期収支黒字化の達成 

当社の事業セグメントを以下のとおり整理し、地域情報配信システムを始めとする無線

呼出し事業に当社の経営資源を集中させるとともに、経営の効率化を実現し、事業の再建

を推進します。 
① 事業の集中と選択によりビジネスドメインを再構築いたします。 

無線呼出し事業へ経営資源を集中させます。具体的には、地域情報配信システムの全

国自治体への拡販を当社収益の最大の柱とします。併せて280ＭＨz帯免許保有者として、

ページャサービス、D-FAX サービスを継続展開いたします。 

同時に、早期での収益の目途がたたない WiMAX 事業は一時凍結とし、その他不採算事

業であるコンテンツ事業・カード販売事業・児童見守りサービスは完全撤退いたします。 

これにより、事業をスリム化させ、黒字化へ向けて注力出来る体制を築きます。 
② 徹底的なコスト削減の実現へ向けて尽力いたします。 

ページャ事業は現在 669 百万円の赤字で、地域情報配信システムの短期間での早急な

売上増加は見込めないため、原価及び固定費の削減を組織・人員体制の整理と合わせて

実施いたします。 
また、株式併合・減資を実施する等可能な限りの手段を用いてコスト削減を徹底しま

す。 
 

2. 組織再編 
 

無線呼出し事業への集中と最大限の組織効率化を図り、以下の人員体制とします。 
（現状） 総務部・IR 11 名 経理部 5 名 営業/技術 65 名 計 81 名 
（再編後）総務部・IR  7 名 経理部 5 名 営業/技術 18 名 計 30 名 
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2.財務戦略 
 
1. 資金繰りの改善 

当社の来期黒字化を条件として、当社の主要債権者である DKR-Oasis よりリストラ等必

要資金の援助を受けてまいります。また、資産の流動化・簿外資産の売却・債務の圧縮を

実施し、来期営業キャッシュ・フロー黒字化等により資金繰りの改善を図ってまいります。 
 

2. 企業価値･株主資本の回復 
1.の黒字化施策と並行して、簿外資産の売却・債務の圧縮による株主資本への戻し入れ及

び必要な範囲内での増資・CB の行使の促進により、平成 21 年 3 月末までの債務超過解消

を目指します。また、経営・財務内容の改善により株価向上を図り、企業価値の回復を目

指します。併せて、減資による欠損金の補填を併用して欠損金の解消を図り 2 年後（平成

22 年 3 月末）までに配当可能利益の確保を目指します。 
 
別紙「YOZAN 事業再生計画」にて、当社のこれまでの事業活動の経緯、当社の置かれた現

状、企業継続及び再生計画検討の経緯、及び再生計画の詳細を説明させて頂きます。 
 

度重なる事業の頓挫及び安易な計画による継続的なファイナンスによって、株式の希薄化

を招いたことや債務超過に陥いる等、株主利益が著しく毀損したことにつきまして深くお詫

び申し上げます。これは、当社の経営戦略の誤りと見通しの甘さ、及び株主様を始めとする

ステークホルダーへ対する当社の経営責任の甘さが招いたものと厳重に受け止めております。 

また、本再生計画により、一部関係者の方々の利益回復機会を損失させることもあると考

えております。 

これらの施策は当社が現状選択しうる範囲で可能な限りの株主様を初めとするステークホ

ルダーの利益を回復させるための手段として、充分に検討を重ねた結果、決定したものであ

り、ご理解賜りますよう申し上げる次第です。 

当社は、このような現況を招いたことの反省を糧として、本再生計画の実行を確実にし、

一日でも早く株主様等の利益を回復させることに、不退転の決意をもって全社一丸として取

り組んでまいります。 

何卒、ご理解を頂戴し、今後ともご支援・ご鞭撻の程を宜しくお願い申し上げます。 

 

以上 

 

添付資料 

（別紙）「株式会社 YOZAN 事業再生計画」
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（別紙） 
 

「株式会社 YOZAN 事業再生計画」 
 

 

1. 当社の株式公開から現在に至るまでの概略 

（1）事業展開の経緯 

（2）資金調達の経緯 

（3）業績の推移 

 

2. 当社の現状 

（1）株価下落～時価総額の低下 

（2）資金繰り、貸借対照表の悪化 

（3）債務超過 

（4）繰越欠損金 

（5）売上高の減少、コスト増加、経営体力の減少 

（6）未払債務・訴訟リスク 

（7）グループ会社の課題 

（8）継続性の疑義 

 

3. 事業継続可否の検討 

（1）継続あるいは撤退による利害関係者への影響 

（2）資金面の見込み 

（3）継続企業として体をなしているか 

（4）法的再建・自主再建の検討 

（5）企業継続を判断した理由 

 

4．DKR-Oasis への支援要請 

 

5. 株式会社 YOZAN 事業再生プランの詳細 

【事業計画】 

(1) 選択と集中による事業再編 

①無線呼出し事業 

②WiMAX 事業 

③コンテンツ/携帯カード事業 

(2) 徹底的なコスト削減施策 

①売上原価の削減 

②固定費の削減（人件費・減資含む） 

③上場維持費用の削減（株式併合含む） 

(3) 組織体制について 

(4) 新規売上の獲得 

(5) 黒字化へ向けてのシミュレーション 

  (6) 連結子会社の方針 
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【財務戦略】 

(1) 債務超過解消施策 

①営業債務の返済方針 

②転換社債型新株予約権付社債の返済方針 

③借入れの返済方針 

  （2）リファイナンスについて 

（3）債務超過解消施策 

（4）欠損金補填 

①減資の併用による繰越欠損金の早期解消施策 

②コスト削減施策としての減資の活用 

（5）株式併合について 

 

【経営責任】 
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1. 当社の株式公開から現在に至るまでの概略 

（1）事業展開の経緯 

当社は、ユビキタス時代におけるワイヤレスブロードバンドサービス、すなわち国際標準

規格による無線インターネットの導入を目的とし、特に設備投資用の資金調達の流動性の確

保を図るため平成 12 年 9 月日本証券業協会に株式を店頭登録いたしました。 

当社が通信事業への参入を検討していた平成 13 年当時は、ＡＤＳＬが普及期を迎え、翌年

には光ファイバーが登場するなど、通信費の定額制導入によりインターネットが身近なもの

となったため、有線接続によるブロードバンドインターネットが急拡大いたしました。 

 一方で携帯電話を中心とした無線通信によるインターネット接続は従量課金が中心であり、

「パケ死」といった言葉に象徴されるように莫大な通信料負担を覚悟しなければならない状

況でありました。 

そのような環境の中、当社は、無線インターネットの導入のための実現方法として、電波

特性から見たポートフォリオに着目し、平成 14 年に、280 メガヘルツ帯の免許波を使用する

ページャインフラ(ポケベル)と無線インターネットの中継基地局への改装に最適なファシリ

ティを有するＰＨＳ事業の取得を検討開始いたしました。 

これは電波の浸透性が極めて強いページャインフラ(ポケベル)の無線特性と、無線インタ

ーネットを中継するために必要な基地局の設置ポイントを確保するためでした。 

 併せて、当社は、既存のＰＨＳインフラをオールＩＰ化することによる定額でのＰＨＳサ

ービスの実現が可能と考え、平成 13 年 12 月に当時の東京ウェブリンク株式会社(旧 東京テ

レメッセージ株式会社）を買収。平成 14 年 3 月には現 ＫＤＤＩ株式会社 (旧 東京通信ネッ

トワーク株式会社）の PHS 事業を譲り受けることに合意し、同年 5 月に PHS 事業の譲渡契約

を締結。同年 10 月に第一種電気通信事業者として 1都 8県をサービスエリアとする新生通信

オペレータへ業態転換いたしました。 

 当社が事業譲渡を受けたＰＨＳ事業はＮＴＴ依存網であり、採算性が非常に悪いため、一

刻も早く基地局のオールＩＰ化を進める必要がありましたが、旧 東京通信ネットワーク株式

会社より事業承継後 2 年間は既存ＰＨＳ事業の継続を求められていたため、基地局のオール

ＩＰ化を実現できるのは平成 16 年以降のことでした。 

 それまでの間、電力系通信事業者や通信事業への参入を目指す企業との協力により、ＰＨ

Ｓのバックボーン回線をＩＳＤＮから光ファイバーに置換える計画を進めてまいりました。 

 この計画では、全国の電力系ＰＨＳ事業者のうち事業の継続を希望する企業を参集し、光

ファイバーによりオールＩＰ化されたＰＨＳにより全国で使用できる定額のＰＨＳ端末を提

供する予定でしたが、協力会社の 1 社が独自に同様のサービスを携帯電話事業で展開するこ

ととなり、中止を余儀なくされております。 

 その当時は有線接続によるブロードバンドインターネットの普及により家庭内無線 LAN や

公衆無線 LAN が増え始めておりましたが、公衆無線 LAN のエリアは半径数十メートルに限定

されていたため、いつでもどこでもインターネットに接続できるようなものではありません

でした。 

 そのような中、次世代の無線インターネット技術の国際標準規格といわれる無線 LAN 技術

である WiMAX（IEEE802.16-2004）が 2004 年（平成 16 年）に国際的に標準化され、併せて総

務省が 5 ギガヘルツ帯域を無線 LAN のために開放する方針を打ち出したことで国内の事業制

度的環境が整ってきました。これは、WiMAX が公衆無線 LAN の弱点であったエリアの問題を解

決できる次世代高速無線通信として世界中の期待を集め始めることを意味しており、当社も

ＰＨＳ基地局を WiMAX 用に転用することが最適であると判断いたしました。 

 その最大のメリットは、既存のＰＨＳ基地局を置き換えることで、ビルのオーナー様との

交渉が新規の扱いではなく、交換で可能なことです。新規物件での交渉は数ヶ月に及ぶこと

が一般的ですが、当社はＰＨＳ基地局として既に契約していたためその期間を大幅に短縮す

ることができ、基地局展開において他社に対する優位性を持っているものと考えました。 

 WiMAX の規格には固定 WiMAX（IEEE802.16d）とモバイル WiMAX（IEEE802.16e）があります

が、平成 17 年には IEEE 委員会においてモバイル WiMAX の規格策定が完了していなかったた
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め、まずは固定 WiMAX によるサービス展開の後、モバイル WiMAX への対応を順次行う予定と

しておりました。 

※ ユビキタス：語源はラテン語で、いたるところに存在する（遍在）状態をさす。携帯電話をはじめとする情報

端末の小型化やインターネットの普及により、現実味を帯びてきた理念として用いられる用語（参考 u-Japan

政策）。 

※ 国際標準規格：IEEE 委員会等によって策定される、世界中で通信することを想定した通信規格のこと。 

※ ページャ事業：280MHz 帯の周波数を利用した無線呼出事業。一斉同報機能により、複数の端末に輻輳を発生さ

せずに一斉に情報を送ることが可能。主なサービスとしては、地方自治体向けに地域情報配信システムを提供。

地域防災の重要な連絡ツールとしてご活用いただいている。 

※ オールＩＰ化：固定電話や携帯電話、インターネット等のそれぞれ異なる通信網をＩＰネットワークに統合す

ることです。 

※ バックボーン回線：通信事業者間を結ぶ大容量の基幹通信回線。 

※ WiMAX（IEEE802.16）：Worldwide Interoperability for Microwave Access の略。IEEE 委員会が策定した、ワ

イヤレス MAN（Wireless Metropolitan Area Network）とも呼ばれる、ブロードバンド無線アクセス。これは、

無線 LAN（Wi-Fi）よりもカバーエリアを広く使用でき、しかも高速化もできるということを狙っており、有線

ブロードバンドアクセスである ADSL 等に代わるものとして期待されている。 

当社は、平成 17 年 2 月に WiMAX サービスへの参入を公表（平成 17 年 2 月「WiMAX 方式によ

る定額通信サービス参入のお知らせ」開示）し、年約 40 億円程度の赤字を続けるＰＨＳサー

ビスについては、事業から完全撤退（平成 17 年 4 月「PHS ｻｰﾋﾞｽ新規受付停止のお知らせ」開

示）し、保有しているＰＨＳ資産については WiMAX 基地局の設置ポイントに転用することで、

赤字の減少・資産の有効活用及び WiMAX 事業の早期立ち上げを図ることを方針といたしまし

た。 

当初は、SIP 技術を活用した次世代Ｃ-ＡＳＰ（Communications-ASP）を推進しているネッ

トワークシステム開発・運営会社であるベルネット株式会社（以下、ベルネット社）との提

携により、同社の SIP 音声技術と、当社の無線技術を融合した FWA（固定無線通信）方式 IP

通信による市場投入・拡大を計画いたしました。そのための必要資金として、初期投資約 40

億円及びＰＨＳ撤退に係るコスト約 30 億円を算出し、計 70 億円の資金について平成 17 年 4

月に①「2008 年 4 月満期円建無担保転換社債型新株予約権付社債」を発行し、当社計画に理

解を頂いた Sandringham Fund SPC Ltd の引受により調達いたしました。 

しかしながら、ベルネット社との業務提携後、話をすすめる過程において、同社の経営能

力・技術力に懐疑を抱かざるを得ないようになり、今後の事業展開と併せて業務提携の継続

を見直す必要が生じました。併せて、WiMAX 事業インフラ構築の検討を進める中で、機器等の

購入予定先である Airspan Networks（以下、エアスパン社）と協議し、実際に必要な設備・

コストが明らかになりつつあったことから（次記「2）通信方式の選定と機材の調達」参照）、

本資金調達後すぐに再度 WiMAX 事業計画の策定を始め、ベルネット社が事実上の倒産に至っ

たことから、新たな WiMAX 事業資金調達計画をもって再度資金調達･業務提携先の選定を開始

しました。 

固定 WiMAX、モバイル WiMAX のどちらにも対応可能な機材を調達する必要があり、ベンダー

各社と交渉した結果、エアスパン社から機材の調達が可能となり、契約を締結いたしました。 

当時 WiMAX の規格策定をしていた IEEE 委員会の他に、Intel Corporation を中心とした

WiMAX フォーラムという推進団体があり、その中では 2.5GHz、3.5GHz、5.8GHz を推奨周波数

帯として掲げております。その周波数帯で WiMAX を日本に普及させるには 2 年遅れてしまう

（※）ため、4.9GHz～5GHz を高速無線通信向けに開放するという総務省の計画に沿い、その

周波数帯域で WiMAX を展開することといたしました。 

※平成 15 年 10 月 10 日、総務省発表の報道資料「周波数の再編方針の公表」によると、2.5GHz、3.5GHz、

5.8GHzの各周波数帯は、この時期には未だ具体的な開放スケジュールが示されておらず、WiMAX用の周波数と

して使用することができませんでした。当時最も早く高速無線通信用途で開放される可能性があったのは

5GHz帯（4.9GHz～5GHz）であり、当社はその周波数帯でWiMAX事業を開始し、2.5GHz帯の周波数開放の動向に

も注意しながら両方の周波数に対応可能な機材調達をいたしました。 
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※ 周波数：1秒間に繰り返される波の数のことで，ヘルツ（Hz）という単位で表される。通信においては電波のこ

と。電波が使用する周波数の幅を表す言葉が「帯域幅」で、この帯域幅が多いほど，高速通信に適している。 

 

 以上を基本方針とし、WiMAX 事業の再計画に注力した結果、旧株式会社ライブドア（以下、

ライブドア）、旧 株式会社パワードコム（以下、パワードコム）、携帯通信事業者をそれぞれ

協業社、仕入先、販売先とする体制に再編し、無線インターネットである WiMAX の導入に注

力することとなりました。当時のライブドアとの協議で｢現在手許キャッシュフロー（70 億円）

を確保しながら事業推進｣するか、｢一気呵成にインフラを整備しスピード重視でユーザを獲

得｣するかの議論の中で、早急に市場でのイニシアチブをとるべく、後者の一気呵成にインフ

ラを整備しユーザを獲得する方針を選択しました。以上を踏まえて、平成 17 年度～平成 18

年度の 2 年間で首都圏に WiMAX 基地局 2,000 局を設置し、コンシューマ向けサービス及び通

信事業者（ライブドア）等向け卸サービスを展開する計画を策定し、必要資金約 160 億円の

資金計画としました。 

併せて資金リスク回避のため 30 億円の余裕資金の確保を考慮すると、計 190 億円の資金が

必要になると判断し、一回目調達の 70 億円に追加して 120 億円を平成 17 年 8 月にライブド

アグループより資金調達いたしました。（②「第二回転換社債型新株予約権付社債 ライブド

ア証券株式会社 60 億円」②「第三回転換社債型新株予約権付社債 株式会社ライブドアフ

ァイナンス 60 億円」） 

以降、実験サービスを経て、平成 17 年 12 月 25 日に日本初の WiMAX サービスを開始いたし

ました。しかしながら、サービス開始当初、エアスパン社の製品は IEEE802.16ｄの性能を発

揮するためのソフトウェアが未完成であったため、機器の交換作業やソフトウェアの更新等、

様々な調整を行う必要があり、基地局の展開に相当の遅れが生じました。 

 このような事態は予見できましたが、市場でのイニシアチブをとるべく基地局の設置を一

気呵成に進めていく段階で十分に調整可能な範囲であるとの経営判断のもと、平成 18 年 2 月

より順次基地局建設を加速させ平成 18年 6月までに東名阪エリアに 3,000 基地局の設置を目

指すこととし、エアスパン社に大量に発注いたしました。 

 また、エアスパン社の製品は電波の不要輻射（※）規制をクリアできるものでしたが、そ

の認定作業が遅れていたため、基地局を設置できる地域が当初は限定されておりました。 

一方、ライブドアは当社と協力し、平成 18 年 1月時点で屋外無線 LAN を都内 2,200 箇所建

設、その後、4,000 箇所を追加し、都内最大の無線 LAN 網の整備を進めておりました。 

当社は、エアスパン社の基地局の自前建設による WiMAX エリア拡大と並行して、ライブド

アへの無線 LAN 網提供による収入を意図しておりました。ところが、平成 18 年 1 月にライブ

ドアが不祥事を起こし、次にパワードコムが東京電力株式会社からＫＤＤＩ株式会社（以下、

ＫＤＤＩ）に売却され、平成 18 年 3月には携帯通信事業者が同業他社に買収された等の理由

があり、進行中の計画を一部断念・変更せざるを得なくなりました。 

※不要輻射とは電子機器などから発生して、空間等に放射される「不要な電波」のことで、不要輻射電波が強いと他の無

線通信に妨害を与えるので、電波法で許容値が決められている。 

 

以上、協業先との頓挫による理由と併せて、基地局敷設が当初の予定通り進捗できず、事

業の早期立上げによる収益確保の展望が困難になりつつあったため、平成 18 年 4 月より、

基地局設置展開及び新たな協業先の検討を含めた計画の再構築を開始しました。 

WiMAX 事業について再構築の検討を重ねた結果、当初計画である短期間での 100 億円規模

の先行投資を伴う基地局自前建設による事業展開は、採算的に不利であるとの判断の下、

平成 18 年 8 月に事業計画（三ヵ年含む）を発表いたしました。 

具体的には、短期間でのインフラ先行投資を控え、足元キャッシュフロー優先の計画とし、

WiMAX 事業展開については、サービスは法人需要に応じて置局展開を行い、コンシューマ向

けには、基地局建設に代えて、他事業者とのローミング等を活用してアクセスポイント数

を拡充させるものです。 

以上をふまえて、平成19年度の計画策定にて、事業骨格はWiMAX事業(国際標準無線LAN)、
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280MHｚマルチキャスト事業(防災ネットワーク)、Web3D 事業(コンテンツ)の三部門とし、

WiMAX 事業は各地 CATV 事業者とソフトバンクグループを中心に、280MHｚマルチキャスト事

業ではＪＳＡＴ株式会社と、Web3D 事業においては株式交換等によるコンテンツ事業会社の

子会社化により展開する計画としておりました。 

しかし、平成 19 年度においても収益の急激な回復は見込めず、営業赤字で 32 億円、設備

投資・ＰＨＳ基地局撤去等を含めたキャッシュベースで、50 億円程度の資金確保が必要な

計画でありました。しかし、平成 19 年 7 月に実質 13 億円の調達しか出来ませんでした。 

2007 年度は、デジタル・デバイド解消施策としての地方自治体への WiMAX 技術の活用、

表参道エリアを営業モデルとした WiMAX 及び WiFi サービスの展開を図り、また本年秋に

総務省より 2.5ＧＨz 帯域における広域無線アクセスシステムに関する免許が最大 2 社に割

当てられることを契機に、当社は、インフラ保有者・テクノロジサプライヤの両面から

WiMAX 基地局のインフラ構築及びメンテナンス収入等による収益・キャッシュフローの確

保を目指してまいりましたが、当社が設備投資資金を充分に確保出来なかった等の理由に

より基地局整備が十分に行えなかった等が理由で、事業拡大及び収益を確保するには至っ

ておりません。 

以上の理由により、当社 WiMAX 事業については現在一時凍結中であり、今後アライアンス

パートナーとのインフラ・技術の活用による事業展開等を協議中であり、引き続き新たな

収益機会を模索している現状であります。 

 

（2）資金調達の経緯 

当社は、上記経緯の中で、以下のファイナンスを実施してまいりました。併せて当社株価

及び時価総額の推移を下記いたします。 

 

発行総額

(百万円)

発行株式数又は

潜在株数(株) 

発行済株式総数

（株） 

株価（円/

一株） 

時価総額（円） 
平成 20 年 2月 12 日

現在 
47,328 3,849,312 5,430,655.31 115 624,525,361

 

銘柄 

発行年月日 発行総額

(百万円)

発行株式数又は

潜在株数(株) 

発行済株式総数

（株） 

株価（円

/一株） 

時価総額（円） 

平成 19 年 7月 30 日 株式会社 YOZAN 第６回無担保転換社債型新株予約権社債 

 3,700 3,948,772 3,723,084.31 1,108 4,125,177,415

平成 19 年 3月 29 日 株式会社 YOZAN 第 5 回無担保転換社債型新株予約権付社債 

 500 408,496 3,025,565.31 1,381 4,178,305,693

平成 18年 12月 28日 株式会社 YOZAN2010 年 12 月 28 日期限新株予約権 

 2,000 1,573,564 2,194,127.31 1,865 4,092,047,433

平成 18年 12月 28日 株式会社 YOZAN2009 年 12 月満期円建無担保転換社債型新株予約権付社債  

 2,000 1,573,564 2,194,127.31 1,865 4,092,047,433

平成 18年 11月 10日 第三者割当増資 

 1,628 374,000 2,194,127.31 4,550 9,983,279,261

平成 18 年 7月 21 日 株式会社 YOZAN2009 年 7月満期円建無担保転換社債型新株予約権付社債  

 5,000 1,176,470 1,429,481.31 7,340 10,492,392,815

平成 18 年 3月 13 日 株式会社 YOZAN 第 4 回無担保転換社債型新株予約権付社債 

 6,000 545,801 1,325,620.21 21,990 29,150,388,418

平成 17 年 8月 24 日 株式会社 YOZAN 第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債 

 6,000 223,214 1,045,115.98 26,530 27,726,926,949

平成 17 年 8月 24 日 株式会社 YOZAN 第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債 
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 6,000 223,214 1,045,115.98 26,530 27,726,926,949

平成 17 年 4月 19 日 株式会社鷹山 2008 年 4 月満期円建転換社債型新株予約権付社債 

 7,000 153,711 754,881.69 40,300 30,421,732,107

平成 17 年 1月 31 日 第三者割当増資 

 1,000 20,000 753,862.69 29,000 21,862,018,010

平成 15 年 8月 29 日 株式会社鷹山第 1回無担保転換社債型新株予約権付社債 

 6,500 286,608 421,164.00 26,900 11,329,311,600

 

 

 

（3）業績の推移 

 

以上の結果、業績の向上には至らず、業績は以下のように推移しております。 

 

年度 売上高 経常利益 当期利益 剰余金 営業 CF 投資 CF 

H19年9月中

間期
416 ▲1,592 ▲11,668 ▲46,576 ▲1,714 ▲919

H19年3月期 754 ▲6,600 ▲15,410 ▲34,927 ▲5,311 ▲3,491

H18年3月期 2,349 ▲5,730 ▲7,355 ▲19,714 ▲7,160 ▲7,493

H17年3月期 5,609 ▲5,062 ▲6,663 ▲12,062 ▲6,047 3,793

H16年3月期 8,511 ▲4,787 ▲5,280 ▲5,494 ▲4,365 ▲505

H15年3月期 5,545 ▲2,394 1,323 ▲267 4,059 ▲1,654

H14年3月期 5,005 ▲833 ▲1,604 ▲1,571 ▲1,648 ▲770

H13年3月期 3,829 259 131 51 ▲560 ▲1,030

 

また、WiMAX 事業参入表明（平成 18 年 3月期）以降の資金の支出額の事業別内訳は、

以下のとおりです。 

支出項目 支出金額 
H19.9.30 現在   

帳簿価額 

WiMAX 事業 7,993 百万円 0 円

WiMAX 関連上場株式 3,433 百万円 0 円

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ事業 2,232 百万円 0 円
投資 

計 13,660 百万円 0 円

WiMAX 事業 4,474 百万円 ―

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ事業 1,426 百万円 ―

PHS 撤退費用 5,894 百万円 ―

調達前資金の充当 ▲1,055 百万円 ―

運用

費 

計 10,740 百万円 ―

合計 24,400 百万円 0 円

 

以上、調達資金の充当額 24,400 百万円のうち、13,660 百万円については、取得時に資
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産計上しておりました。しかしながら、WiMAX 事業及びﾏﾙﾁｷｬｽﾄ事業用の資産は、固定資

産の減損会計の適用により、近い将来での回収可能性が認められないとの判断により全額

減損損失計上しております。また、株式につきましては、時価評価による簿価減少及び売

却により帳簿価額はゼロとなっております。 

 

2. 当社の現状 

当社の置かれた現状は、以下となっております。 

 

（1）株価下落～時価総額の低下 

過去の継続的なファイナンスによる株式の大量発行から生じた希薄化と併せて、当社の

WiMAX 事業が予定どおりに立ち行かなかったことによる業績の悪化等が要因で、当社の株価は

下落しており、また、調達資金の流出・将来収益獲得能力のある資産の保持が出来ていない

等の要因も併せて、会社時価総額も著しく縮小しております。この結果株主からの受託財産

分配力が無いことによる責任問題、また、ジャスダック証券取引所上場廃止基準（時価総額

基準 5 億円）への抵触の可能性などの問題を抱えております。 

 

（2）資金繰り、貸借対照表の悪化 

営業キャッシュフローのマイナスが続き、時価総額が縮小し資本市場での資金調達が困難と

なっております。その結果資金繰りが悪化し、それの伴い社債・借入債務・未払債務（14 億

円）が増加。返済期限とのからみで、このまま追加資金が確保できない場合、期限の利益喪

失等による係争、未払いにより事業継続のために必要な契約の停止等により経営活動への大

きな影響を及ぼすなど、将来的な会社の継続が困難な状況であります。 

 

（3）債務超過 

以上の継続的な赤字が主要因で、その結果、平成 20年 3 月期中間期時点で約 9,289 百万円の債

務超過の状態であります。当社の重要経営施策の一つとして、平成 21 年 3 月期中に債務超過

の解消を確実に行う必要があります。現状では平成 20 年 3 月末の債務超過の解消も困難だと

見込んでおり、平成 21 年 3月期中に債務超過が解消されない場合には、二期連続での債務超

過となることから、株式会社ジャスダック証券取引所が定める株券上場廃止基準に該当しま

す。当社としては、株式会社ジャスダック証券取引所に上場を維持することにより、既存株

主の利益の保護に繋がること、かつ証券市場での資金調達の可能性を維持することで今後の

企業再建及び企業価値向上に繋がるものと捉えているため、継続して上場を維持することは

必須であると考えております。 

 

（4）繰越欠損金 

上記と同じく、継続的な赤字が主要因で、その結果、平成 20 年 3 月期中間期時点で約 46,593

百万円の欠損金があります。現状では、株主配当の実現の見込みが立たない状況であり、前

述のとおり時価総額の縮小による分配能力も減少している状況にある中、株主への受託資本

の還元策の一つとしての将来の株主配当をなるべく早期に実現する必要があります。そのた

めにも、純利益充当による欠損金の減少施策のみならず、あらゆる手段を駆使してでも欠損

金の早期圧縮が不可欠であると判断しております。 

 

（5）売上高の減少、コスト増加、経営体力の減少 

当社の今後の主力事業と見込んでいた、WiMAX 事業及び地域情報配信システム及びコンテン

ツ事業の受注獲得がみえて来ない状況で、既存サービス（ページャ等）は市場縮小傾向にあ

ることから、売上高が減少を続けております。また、株式数の増加と株価の下落により証券

代行手数料が膨らみ、未払いによる損害賠償金の発生可能性、基地局撤去引当金等のコスト

増加の可能性が大きい現状です。また、規模縮小により、人件費・管理業務委託費等の固定

費をカットせざるを得ず、その結果、人材の流出・管理業務関連の外部委託等の有料サービ
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スを失い、会社全体の業務遂行能力の低下に繋がっております。 

 

（6）未払債務・訴訟リスク 

当社は、未払債務 14 億円がある他、転換社債型新株予約権付社債残高 37.5 億円のうち、11.5

億円は契約上の期限の利益を喪失しております。また、借入金の 9 億円も返済期限を過ぎて

いる状況でした。 

 

（7）グループ会社の課題 

多角化戦略と収益力向上のために買収した子会社については、㈱新総企を除き、当初想定

どおりの収益力向上は無く、また財務状況的に追加の資金及び将来債務がある状態で、当社

の財務状況にも影響を与える可能性があり、また連結決算作業等のコスト増加に繋がってお

ります。また、㈱新総企については、当社連結業績には寄与していたものの、当社 WiMAX 事

業の頓挫により当初期待していた WiMAX の北陸展開の拠点として事業シナジーは実現してい

ない状況であり、また、当社の子会社であることにより同社の信用不安等経営上のリスク等

により同社の成長性を阻害する逆効果の可能性があるため、売却いたしました。 

 

（8）継続性の疑義 

  当社経営陣は、継続性の疑義について認識し、平成 20 年 3月期中間期決算にて、売上高の

継続的な減少、7期連続営業損失計上の見込み、5期連続の当期損失計上見込み、当中間会計

期間末における 9,296 百万円の債務超過、また、平成 19 年 10 月から 12 月まで償還予定の転

換社債型新株予約権付社債 9 億円についても債務の履行を行っておらず、営業債務約 14 億

円・借入金約 10 億円の返済、及び社債約 35.5 百万円の償還等の債務履行の困難性の懸念も

存在していること等を理由に、継続性に疑義があることを注記しております。また、本稿に

て後述する事業再生計画の合理性及び確実な実行を前提とし、継続性の疑義を反映しない財

務諸表を作成し、監査証明を受領しておりますが、現時点では、存在する継続性の疑義その

ものについては払拭できないと考えております。 
 

以上、状況により何らかの抜本的な施策なしでは事業継続は困難な状況にあると認識して

おります。 

 

3. 事業継続可否の検討 

 

以上の状況を踏まえて、当社は今後も事業を継続していくか否かを慎重に議論を重ね検討い

たしました。 

判断するに当たってのポイントは以下のとおりです。 

 

（1）継続あるいは撤退による利害関係者への影響 

（2）資金面の見込み 

（3）継続企業としての体をなしているか 

（4）法的再建・自主再建の検討 

（5）企業継続を判断した理由 

 

（1）継続あるいは撤退による利害関係者への影響 

既存株主については、株価の下落により、株式価値を著しく毀損している状況です。ここ

で清算するよりも再生・株式価値の回復可能性が少しでもあるのであれば、継続し再生に向

かって最大限の努力をすべきと考えられます。但し、当然これ以上の株式価値毀損は避ける

ことが大前提となります。 

企業継続・株式価値回復を前提とする場合、必ずしも上場維持する必要はないとの選択も

ありえます。しかしながら、上場維持できる可能性があるのであれば、既存株主の投下資本
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回収可能性、及び一般投資者の上場市場を通じた経済的利益の確保手段を提供すべきと考え

ます。 

債権者に対しては少しでも多くの債務履行が義務となりますが、仮に清算した場合、分配

金の優先弁済者となりますが、現状の当社資産価値は債務額に対して著しく少ないため、返

済原資としての現存する会社財産を最低限維持しつつ、会社継続によりそれ以上の返済原資

確保が可能であれば、継続すべきであると考えます。 

従業員に対しては、待遇面・人員削減は致し方ないとしても、可能な限りの雇用機会を確

保すべきであり、またこれまで会社に対する貢献に少しでも報いるべきであります。 

監査法人に対しては、これまでも継続性に疑義がありながらも、継続企業を前提とした財

務諸表の監査を受けておりました、ここでの清算事業としての財務諸表を作成することは、

監査法人の信用問題・責任問題に繋がると考えられます。 

ジャスダック証券取引所に対しても、上場の前提の一つは当社が成長型ベンチャー企業と

して発展していくことであり、上場以降業績が下降続きで、株式の大量発行とあわせて株価

が下落の一途であり、ここで全く当初の目的を達成しないのでは信用・責任問題に繋がると

考えられます。しかしながら、これまでの経緯・情報開示体制を含め、今後も上場会社とし

ての経営体制に値しないのであれば、速やかに上場廃止申請することも検討が必要と考えま

す。 

子会社に対しては、当社の子会社であるがゆえの成長性を阻害する可能性が残っておりま

す。従って親会社として継続・再生して成長の可能性を確保する必要があります。仮の当社

が清算を選択した場合、債権者への分配の可能性があり、それにより企業価値を著しく毀損

する可能性があります。当社の現状からも子会社は他社への譲渡等で切り離す方針ですが、

速やかに譲渡が成立するとは限らないため、継続すべきであると考えます。 

 

（2）資金面の見込み 

今後会社を継続するにあたって、最も考慮しなければならないのは、当面運営していくだ

けの資金を確保する手段はあるのか、また継続して資金が続くかにあります。現在手元資金

残高は殆どゼロの状態で、現在の債務の返済、今後の運営費等で追加資金の確保は必須の状

況です。現状、発行株式数の増加及び時価総額の減少により、資本市場での調達は実質不可

能と考えております。また、MBO 等被買収の手段もありますが、当社の財務内容上、候補先を

探すのは極めて困難であり、また既存株主に納得頂ける価格での被買収は実質的に不可能な

現状と考えます。この状況下、資金面の問題をクリアするには、①現在の債務の免除あるい

は繰延②資本市場での調達以外の資金調達が必要であります。しかし、債務の免除あるいは

繰延については容易に債権者の同意を得るものではなく、また折衝に時間を要すため、その

間に経営機能不全に陥る可能性があります、また、資本市場以外の調達についても、金融機

関からの与信は実質ゼロの状況であり、他企業からの支援も実質不可能であります。よって、

現在の債権者に対して将来的な債務の返済の可能性を確保することを条件に追加の資金援助

を得る方法が唯一の資金確保の手段だと考えました。 

 

（3）継続企業として体をなしているか 

一時的に資金を確保し、継続しても、結果的に更に企業価値を減少させるのであればより利

害関係者の利益を毀損することになります。具体的には中核となる（あるいはなりうる）ビ

ジネスの存在、コスト削減の可能性、収支黒字化の可能性、現存するリスク（未払債務、将

来発生債務等）解消の可能性、またその実行可能性を担保する経営資源の維持等を検証いた

しました。 

 

（4）法的再建・自主再建の検討 

上記課題から自力再建は容易ではない現状です。民事再生等法的再建の場合、例えば分配

する資産の価値が殆どなく、（不動産と子会社株式ですが、子会社株式は清算による分配では

価値が無くなる可能性が大）、また、多額の債務免除で債権者の利益を毀損し、かつ上場廃止
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となり既存株主の利益も大きく毀損することになります。これでは意味が無いので継続する

のであれば、自主再建の道を選択せるしかないとの判断になりました。 

 

（5）企業継続を判断した理由 

前記あらゆる方面から検討しましたが、当社にとって一番の重要課題は、株主資本の毀損

が大きい事にあり、可能な限り少しでも受託資本を還元すべきとの判断になりました。従い

まして、企業継続・再生の可能性があれば、継続すべきとの結論になりました。 

かつ、継続にあたっての条件は以下としました。 

①最低限当面の資金を確保し、再生実行の間も資金が継続出来る計画 

②株式価値の早期の回復・還元を第一の目標とする。そのためには、上場を維持しながら

の再生が必要となる。 

 

 

4. DKR-Oasis への支援要請 

 

企業継続にあたって直面する最大の課題である資金の確保につきましては、前述の理由か

ら、主要債権者へ要請する方法しかないとの結論になり、当社の最大の債権者でありかつ投

資事業を営んでもいることから DKR-Oasis へ要請いたしました。 

同社は、転換社債型新株予約権付社債を実質 27.5 億円保有しており、うち 11.5 億円は買

入契約により期限の利益が喪失してましたが、当社の資金状況から回収のメドが立たない状

態でした。そのため、当社がこのまま継続しかつ企業価値を向上させ少しでも返済原資を確

保することを望んでおりました。ゆえに両社の利害が一致したことになり、前向きに協議を

開始しました。 

DKR-Oasis と交渉を進めるにあたっての前提は以下でありました。 

 

①現状以上に企業再生の可能性がないのであれば、債権を全額断念してでも当社から撤退

せざるを得ない。 

②また、継続しても投資事業の立場上短期での回収が必要である。転換社債型新株予約権

付社債は、株式に転換可能であり、市場での回収が可能である。よって、企業継続の前

提としてジャスダック証券取引所への上場維持が必須である。 

③上記同様、株式価値の向上も必須であり、そのためには早期の企業価値の向上用件であ

る来期黒字化が必達。 

 

以上を踏まえて協議した結果、支援を受けるにあたっての条件詳細は以下となりました。 

 

1） 来期黒字化を必達とする。 

2） 現在保有の転換社債型新株予約権付社債のリファイナンスを行う。（回収手段確保のた

め） 

3） 当面の運営資金は融資で対応する。ただし、追加融資のリスクを保全するために融資額

相当の担保提供が必須。かつ、来期黒字化が前提条件であるため、融資は平成 20 年 3

月期までに必要最低限な資金を限度とする。 

4） 来期黒字化施策及び平成 20 年 3 月までの資金を前記に納めるべく、早急にコスト削減

施策に取り組む。可能な限り最大限の方法にてコスト削減を実施。 

5） 担保価値としての資産は、極力価値を向上させるよう努力する（子会社株式等） 

6） 成長企業への転換の要件となる地域情報配信システムの大口受注を今年度中に獲得す

る。 

7） 黒字化必達のためのページャ事業への経営資源集中、その他の事業は速やかに撤退する。

よって、その他の事業関係費用については YOZAN にて負担する。 

8） 同じく、PHS 将来撤去費約 41 億円については、額が大きすぎるため支援不可能。最大
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限の努力をし、圧縮すること。 

 

以上の条件を踏まえて、当面の融資を実施し、来期以降についても各条件を確実に実行して

ゆくことを前提に支援を得ることとなりました。概要は以下のとおりです。 

 

1）平成 20 年 3 月までの必要資金および既存借入金の肩代わり返済として、合計約 21.3 億

円の融資を契約 

2）期限は平成 20 年 3 月までとするが、来期黒字化への基盤つくりを主とした各条件の実

行状況によっては見直す。 

3）なお、各条件を実行できない状況あると判断した場合には、上記融資契約額内において

も融資を拒否できる。 

4）DKR-Oasisのリスク軽減のため、既存社債27.5億円のリファイナンスは早急に実施する。 

 

当社は、以上を承諾し、DKR-Oasis 支援の下、事業再生を図ることと致しました。 

 

 

5. 株式会社 YOZAN 事業再生プランの詳細 

 

【事業計画】 

（目標）・・・2008 年度黒字化を必達とします。 

（基本方針） 

 

（1）選択と集中による事業再編 

当社の事業セグメントを以下のとおり整理し、地域情報配信システムを始めとする

無線呼出し事業に当社の経営資源を集中させるとともに、経営の効率化を実現し、事

業の再建を推進します。 

 

① 無線呼出し事業 

地域情報配信システムの全国自治体への拡販を当社収益の最大の柱とします。併

せて 280ＭＨz帯免許保有者として、ページャサービス、D-FAX サービスを継続展開

いたします。 

② WiMAX 事業 

収益の早期回復を最優先とするため、今後も引き続き投資等費用を要する同事業

については一時的に凍結とします。今後アライアンスパートナーとのインフラ・技

術の活用による事業展開等を協議中であり、引き続き新たな収益機会を追求してま

いります。 

③ コンテンツ/携帯カード事業 

サービス開始から約 1年が経過しましたが、採算・将来の事業展望の見通しがた

たないことにより、事業から撤退いたします。 

 

（2）徹底的なコスト削減施策 

経営効率化によるコスト削減を図ります。 

 

① 売上原価の削減 

無線呼出し事業用の不用基地局・回線を整理し、現在約 9 億円/年の事業原価を

約 6億円/年削減いたします。 

② 固定費の削減（人件費・減資含む） 

事業セグメント整理と併せて、現在 87 名の人員を 30 人体制とします。これによ      

り、現在約 7億円/年の人件費を、約 5億円/年削減いたします。また事業所の統合
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により、現在約 4億円/年の固定費（事業所経費等）を約 3.5 億円/年削減いたしま

す。 

③ 上場維持費用の削減（株式併合含む） 

現在約 11 億円/年の変動費（本社共通経費等）を約 10 億円/年削減いたします。 

 

（3）組織体制について 

ページャ事業への集中と最大限の組織効率化を図り、以下の人員体制とします。 
（現状） 総務部・IR 11 名 経理部 5 名 営業/技術 65 名 計 81 名 
（再編後）総務部・IR  7 名 経理部 5 名 営業/技術 18 名 計 30 名 

 

（4）新規売上の獲得  

上記事業再編及びコスト削減を実施しても、最低 78 百万円の新規売上を確保しなけ

ればならないと予想しております。来期の必達事項となりますと、既存のサービスで現

実的に新規受注増が可能である、D-FAX サービスの拡販による達成を目指します。 

 

（地域情報配信システムについて） 

現在は、経営体力の早期回復のための来期黒字化を必達としているため、施策につ

いては既存サービスの維持・拡販及びコスト削減を最優先しております。 

但し、この事業再生の達成を前提とした場合、以降成長型企業として発展していかな

ければなりません。 

この命題を達成するため、当社は自治体向け「地域情報配信システム」を、将来のビ

ジネスの柱として位置づけ、再生計画と並行して拡販活動に取り組んでまいります。 
この「地域情報配信システム」の最大の特長は、周波数 280MHz、出力 250W の電波

浸透力と電波到達力を活かしたシステムであり、地震・水害等の災害が生じた際に寸断

のおそれのある地上回線だけでなく、衛星回線も使用する冗長構成とすることで災害時

の情報通信をいっそう確実に行うことが可能という点です。用途としては、災害協力

隊・学校・公民館などの公共施設、避難所・消防団などへ災害緊急情報や区からのお知

らせ等を受信端末へ配信して、文字と音声で確実な情報伝達が実現でき大変好評をいた

だいております。 
現在は、東京都品川区における防災システム、埼玉県和光市における福祉情報配信シ

ステム、東京都江東区にて衛星とページャ電波を活用した防災システムを運用いただい

ており、さらに東京都豊島区、神奈川県茅ヶ崎市から受注をいただき、当年度中に運用

開始予定となっております。 
以上の実績により、全国の自治体から多数の引き合いがきている現状で、今期もあと

数自治体と契約へ向けて前向きな協議が出来ておりました。しかしながらサービスその

ものには評価は頂いているももの、当社の経営・財務状況からなる与信・継続的なサー

ビス品質等の不安という要因があり、契約を断念せざるを得ない自治体等もあると思わ

れ、今期中の追加受注は、厳しい状況にあります。 
当社は、引き続き継続して拡販活動に取り組んでまいりますが、上記の理由により、

短期の契約増加は難しいと考え、来期の収支計画には見込んでおりません。 
まずは、再生計画による経営体力を回復させ、将来的なビジネスの柱とすべく事業展

開を図ってまいります。 
 

以上の施策を行うことにより、2008 年度の業績目標を、営業利益ベースで黒字化（2007

年度予想 ▲1,868 百万円）と設定します。現時点においては達成可能と言える事業基

盤には至っておりませんが、目標達成へ向けて最大限努力し、将来的には黒字化を継

続・拡大し、経営体力の回復を目指してまいります。 
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（5）黒字化へ向けてのシミュレーション 

 

1.損益の現状 

当社の現状損益状況（平成 20 年 3 月中間期決算）をベースに、改善施策を行わ

なかった場合、平成 20 年 3 月期の損益は以下と予測されます。 

（単位：百万円） 

（平成 20 年 3 月期中間期）           

勘定科目 ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 他事業 間接部門 合計 

売 上 高 320 93 3 416 

売上原価 398 464 1 863 

売上総利益 ▲ 78 ▲ 371 2 ▲ 447 

人件費 115 89 157 361 

固定費 76 4 91 171 

変動費 56 88 495 639 

営
業
費 

計 247 181 743 1,171 

営業利益 ▲ 325 ▲ 552 ▲ 741 ▲ 1,618 

 

 

 

 

（平成 20 年 3 月期通期見込み･･･中間期以降、改善施策を実施しない場合） 

勘定科目 ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 他事業 間接部門 合計 

売 上 高 660 186 6 832 

売上原価 863 928 2 1,793 

売上総利益 ▲ 203 ▲ 742 4 ▲ 941 

人件費 230 178 314 722 

固定費 152 8 236 396 

変動費 84 176 623 883 

営
業
費 

計 466 362 1,173 1,961 

営業利益 ▲ 669 ▲ 1,104 ▲ 1,169 ▲ 2,942 

 

 

2. 事業再編による収支構造の転換 

 

上記のとおり、マルチキャスト事業の売上総利益が▲223 百万円に対して、その他の事

業（WiMAX 事業、コンテンツ事業、カード販売事業他）の売上総利益は▲742 百万円とな

り、損益面で当社収支に大きく影響を及ぼしております。 

また売上高は 186 百万円で総売上高の 22％弱でしかなく、今後も成長が期待できない

こともあり、一旦すべての事業から撤退し、収支構造を改善させるとともに、経営資源

をマルチキャスト事業に集中することで、経営効率の改善を図ります。 

 

マルチキャスト以外の事業を撤退を考慮した損益状況は、以下になります。 

 

 

 

 

（単位：百万円） 
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勘定科目 ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 間接部門 合計 

売 上 高 660   660

売上原価 863   863

売上利益 ▲ 203 ▲203

人件費 230 492 722

固定費 152 244 396

変動費 84 799 883

営
業
費 

計 466 1,535 1,001

営業利益 ▲ 669 ▲ 1,535 ▲ 2,204

 

なお、営業費については、事業撤退に伴い全額圧縮されないもの（人件費等）もあり

ますので、一旦間接部門に含め、営業費圧縮施策にて改善を図ります。 

各事業の撤退状況は、以下のとおりです。 

 

（WiMAX 事業） 

平成 19 年 12 月 31 日にて、BitStand サービス、WiMAX サービスを終了いたしました。 

売上原価（回線使用料、設備賃借料等）も順次解約中であり、平成 20 年 3 月末までに

すべて解約し、関連コストは無くなる予定です。 

（カード販売） 

既に、仲介手数料だけを受領するビジネスモデルに変更済で原価は一切発生しません。 

（コンテンツ事業） 

既にサービス終了済です。受注生産型のため、サービス終了以降の原価は発生しませ

ん。また、拡販戦略として、営業活動のアウトソーシング代（2.5 百万円/月）が発生し

ておりましたが、平成 19 年 12 月末にて契約終了済です。 

（パーソナルセキュリティ事業） 

平成 20 年 3 月末迄に完全譲渡することで、他通信事業者および現サービス対象自治体

である品川区様と協議を進行中です。譲渡成立後は、原価は一切発生しません。 

 

3.コスト削減施策 

 

売上原価及び営業費（人件費・固定費・変動費）の削減施策は以下のとおりです。 

                           （単位：千円） 

  現   状 施策後（年間） 

  費  目 費 用 費用 削減額 

水道光熱費 79,116 36,000 ▲ 43,116 

通信設備使用料 136,656 97,788 ▲ 38,868 

通信設備賃借料 284,568 110,688 ▲ 173,880 

通信設備保守料 88,296 14,532 ▲ 73,764 

その他原価 274,052 66,704 ▲ 207,348 

要追加削減施策 ▲ 125,712 ▲ 125,712 

原 

価 

小計 862,688 200,000 ▲ 662,688 

人件費 722,000 178,000 ▲ 544,000 

固定費 396,000 90,300 ▲ 305,700 

変動費 883,191 189,200 ▲ 693,991 

営
業
費 

小計 1,001,191 457,500 ▲ 1,543,691 

  合計 2,863,879 657,500 ▲ 2,206,379 
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売上原価 

  水道光熱費   電気代（池袋・江東区他 17 局・神田・千代田を廃止） 

通信設備使用料 回線使用料（1.5&2.0Mb/s １８回線を廃止） 

通信設備賃借料 土地・建物・鉄塔（運用は場所を縮小、非運用は完全撤去） 

通信設備保守料 保守体制の見直し 

その他原価   減価償却費負担（205,000 千円）をゼロ（減損処理後）、その他

は 30％削減を目標 

その他追加施策 上記以外に更に見直し 125,712 千円の削減を目標とし、年間売

上原価 2億円以下を目指します。 

営業費 

人件費 

現在の社員数（役員含む）81 名を 30 名体制へ移行します。 

650,000 円/人月×30 名×12＝234,000 千円 

更に給与カットにより年間人件費予算を 178,000 千円とします。 

495,000 円/人月×30 名×12＝178,000 千円 

固定費      

現在 20,000 千円/月の神田本社事務所から北沢の自社ビルへ本社を移転いた

します。池袋ページャセンター局は、7F から 9F へ移転しスペースを縮小し、家

賃は計 4,300 千円/月まで圧縮します。その他固定費（什器備品リース料、保守

料、保険料等）は契約を見直し、3,000 千円/月で運用いたします。 

変動費      

マルチキャスト事業以外の事業撤退により、販売活動費・広告宣伝費等

176,000 千円を削減します。経営・資金調達等にかかるコンサルティング料等

108,000 千円を削減します。（当面は DKR-Oasis 助言の下で進めるため費用は発

生しない予定です。）その他 IR 関係のコンサルティング料・広告宣伝費等を

90,000 千円削減します。 

さらに、今期約 270,000 千円（変動費の約 40％）見込んでいる証券代行手数

料について、240,000 千円削減いたします。削減方法については、充分に検討し

た結果、株式併合による発行済株式数の減少により実施いたします。株式併合

についての詳細は後述いたします。 

また、今期外形標準課税が約 80,000 千円発生しますが、これは減資を活用し

て資本金等を減少させることにより来期は全額削減します。減資についての詳

細も後述いたします。 

 

4.改善施策の進捗状況と更なる収支改善施策 

 

本再生計画の決定に先立ちまして、コスト削減施策に取り組んでおりますが、達成状

況はいまだ厳しい状況であり、更に今後の項目別に以下要領で取り組み、収支黒字化を

必達のものとしてまいります。 

 

売上高 

マルチキャスト事業のうち、現在の収入の柱であるマジックメール（ポケベル）は、

加入者数の減少傾向が続いております。現在の市場動向からみても、短期での新規獲得

による加入者増は難しい状況にあります。従いまして、既存のサービスで現実的に新規

受注増が可能である、D-FAX サービスの拡販による達成を目指します。 

 

売上原価 

未使用のページャ基地局 25 局に係る費用（基地局設置賃借料、道路占有料等）につ

いて、基地局撤去により、削減し、使用中の基地局 21 局に係る費用についても回線使
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用料の見直し（必要最低限の回線で運用）、保守費についても必要最低限の契約のみ継

続すること等で、計 330 百万円の削減までは、現時点で達成可能と想定してます。また、

平成 20 年 3 月期中間決算にて固定資産を全額減損処理してますので、207 百万円の削減

も確実です。しかし、目標まであと 125 百万円の削減が必達となります。 

現在、特に回線使用料・設備賃借料について詳細な見直しを行っており、更なる削減

を必達とすべく進めてまいります。 

 

人件費 

30 名体制を目標としておりますが、現在 45 名までの減少は達成可能見込みです。 

引き続き、最も効率的な組織体制・人員配置を検討し、人員計画を達成すべく推進して

まいります。 

640,000 円/人月×▲16 名×12＝▲122,800 千円/年 

給与カットについても現在従業員と調整中であり、平成 20 年 3 月末までに実行予定

です。 

▲145,000 円/人月×30 名×12＝▲52,200 千円/年 

（参考：平成 19 年 12 月現在ベースの人件費） 

640,000 円/人月×61 名×12＝468,480 千円 

 

固定費 

オフィスの合理化・効率化を図り、リース料・光熱水道費の削減で達成を目指します。 

 

5.潜在するリスクについて 

 

前述のとおり、PHS 基地局撤去費用約 41 億円については、当社にて整理する必要があり

ます。このまま基地局が撤去出来ない場合には、コスト削減としての賃借契約解除ができ

なくなります。賃借料にかかる会計上の引当金は（電柱局 4万件 ビル・鉄道 8 千件）計

4億円/年であり、追加費用・資金負担の可能性があります。 

当社は、賃貸オーナーとの折衝・工事業者との折衝により、工事費用を削減し、賃借契

約の解除を目指しております。また、あわせて、同業他社へ設置ポイントを譲渡すること

を検討中であります。 

ページャ基地局についても同様で、撤去費用 4 億円が必要です。解約できない場合（25

局）計約 1.7 億円/年の追加費用・資金負担が発生します。これについては、DKR-Oasis の

援助の枠内で対応できるよう努力しております。 

 

（訴訟リスク） 

本社ビルの賃料未払いにより、本社ビル管理会社より提訴され、敷金との相殺で和解し

ました。以降も現14億円の債務履行遅延により同様のケースが発生する可能性があります。 

当期あるいは、来期初めの財務施策により返済し解決するよう進めております。 

 

（6）連結子会社の方針 

 

㈱新総企以外は債務超過の状況であり、当社への財務リスクがあることから、ページャ事

業の沖縄地域の拠点である沖縄テレメッセージ以外は、第三者への譲渡を基本方針といたし

ます。また、資金援助及び債務保証等の財務リスクは一切負わないこととします。 
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【財務戦略】 

 

（1）債務超過解消施策 

 

①営業債務の返済方針 

新株予約権の行使（払込）は平成 20 年 5 月 1日以降となりますが、全額行使された場合の

22 億円の調達額が実施されます。現在、当社は営業債務等約 14 億円の未払があり、早日に支

払出来るよう尽力しているところではありますが、その支払が確実とは言えない状況であり、

平成 20 年 3 月末までに残高（約 14 億円の見込み）がある場合は、新株予約権の行使による

調達資金から充当する予定です。 

 

②転換社債型新株予約権付社債の返済方針 

DKR-Oasis は実質 27.5 億円の転換社債型新株予約権付社債を保有しております。今回、こ

れらを全額買入、DKR-Oasis 宛に新たに第三者割当による新株式発行及び新株予約権付社債及

び新株予約権を計 27.5 億円発行いたします。 

 

③借入の返済方針 

借入については、DKR-Oasis の総借入（契約ベース）残高が 2,134 百万円あります。 

既に新総企売却で 993 百万円を返済済でありますが、残り 1,141 百万円は、自社ビル（北

沢本社）の時価評価額 280 百万円、キティライツ＆エンターテインメント、飛鳥新社、サイ

バーリンク計 1,000 百万円（貸付 310 百万円、株式 690 百万円）のうち、600 百万円（貸付

200 百万円回収・キティ 300 百万円・飛鳥/サイバー計 100 百万円）、敷金保証金（ランドマ

ーク他）261 百万円等でほぼ返済原資を確保しております。 

 

（2）リファイナンスについて 

 

前述（転換社債型新株予約権付社債の返済方針）のとおり、既存の当社発行の新株予約権

付社債のリファイナンスを実施します。 

具体的には第三者割当による新株式発行及び新株予約権付社債及び新株予約権計27.5億円

を Marinapartners(実質的運用者：DKR-Oasis)発行し、既存の社債を同額買い入れます。 

DKR-oasis の支援の条件でありますが、同時に平成 20 年 3 月期中間期時点で約 9,289 百万

円の債務超過解消施策の一環にもなります。 

当社は、本再生計画に基づき、財務体質の改善、並びに事業構造の転換により収益力の回

復を図る再建計画を構築中に取り組んでおりますが、喫緊かつ最大の課題は、遅くとも平成

21 年 3月期中までに債務超過を解消することにあります。 

次項にて「債務超過解消施策」の詳細を記しますが、債務超過解消施策としての、損失処

理の戻入れによる資本への組入れは、平成 21 年 3 月期末までという期間を考慮すると、当施

策のみで約 100 億円程度の株主資本への戻し入れは、確実に実行可能とは言えない状況だと

考えております。 
従いまして、当施策と並行して極力早い段階で、新株式の発行あるいは新株予約権付社債

の行使により、資本の額を増加させる必要があると判断しました。 
現在、当社発行の新株予約権の未行使残高が 49.5 億円（新株予約権付社債 32.5 億円、新株

予約権 17 億円）あります。発行当時は、当社債の行使による株式への転換にて資本の額の増

加を期待しておりましたが、現在の株価が行使価額を大きく下回っているため、社債権者の

立場から見るとキャピタルロスが大きく発生するため、今後の行使は難しいと考えておりま

す。 
このような状況もあり、リファイナンスを実施するものであります。 

当社としては、今回のリファイナンスにより更なる株式の希薄化懸念はありますが、今回

発行する新株予約権付社債及び新株予約権は、行使価額下方修正条項が無いため、いわゆる
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MSCB と比べて株価の下落要因が少ないことがあること、そして何より極力早期の株主資本の

回復を最優先とする方針であることから、実施すべきと判断しました。 

当社としては、これまでに実施してきた大量の株式発行を伴うファイナンス及び今回のフ

ァイナンスを行うことに生じる希薄化の問題については、今後既存株主に著しい不利益とな

らないようにするため、資本の増強と併せて現在構築中である来期黒字化目標を主とする経

営再構築計画を全力で推進し、企業価値を向上させることに努めてまいります。 

また、「2010 年 12 月 28 日期限新株予約権」（残高 17 百万円 行使可能額残高 17 億円）

の実質的なリファイナンスの形として、新株予約権（行使可能額 22 億円）を発行いたします。 

具体的には「2010 年 12 月 28 日期限新株予約権」（新株予約権者 MarinaPartners）の行

使も現在の株価では困難な状況との事であるため 17 百万円で全額買入し、新たに行使可能額

22 億円相当分を発行するものです。なお、本件買入につきましても概ね合意しておりますが、

契約までには至っておりませんので、近日中に契約締結次第速やかに詳細をお知らせいたし

ます。 

新株予約権付社債の一部および新株予約権につきましては、行使した場合、現在の発行可

能株式数 14,170,000 株を超える可能性がありますので、行使開始日を平成 20 年 5 月 1 日と

しております。これは、平成 20 年 3 月 24 日開催予定の臨時株主総会に付議予定の「株式併

合の件」が承認された場合、発行済株式総数が約 100 分の 1 に減少されることで発行可能な

株式数の枠が広がることを前提としたものであります。 

 

（3）債務超過解消施策 

 

一方の重要経営施策として、平成 21 年 3 月期中に債務超過の解消を確実に行う必要があり

ます。現状では平成 20 年 3 月末の債務超過の解消も困難だと見込んでおり、平成 21 年 3 月

期中に債務超過が解消されない場合には、二期連続での債務超過となることから、株式会社

ジャスダック証券取引所が定める株券上場廃止基準に該当します。当社としては、株式会社

ジャスダック証券取引所に上場を維持することにより、既存株主の利益の保護に繋がること、

かつ証券市場での資金調達の可能性を維持することで今後の企業再建及び企業価値向上に繋

がるものと捉えているため、継続して上場を維持することは必須であると考えております。 

その施策については、損失処理の戻入れ、具体的には、減損等評価減されたものについては極

力取得原価に近い価額で回収し、将来債務の見積り・引当金計上等したものについてはその発生・

支出を圧縮し、株主資本へ戻し入れることを優先的に取り組み、債務超過の圧縮を図ることを目

標としております。しかしながら、平成 21 年 3 月期末までという期間を考慮すると、当施策のみ

で約 100 億円程度の株主資本への戻し入れは実行不可能だと考えております。（WiMAX 資産の他

事業者への提供あるいは譲渡で約 35 億円・PHS 基地局撤去引当金として計上した工事代金の圧

縮で約 33 億円・貸倒引当処理済の貸付金の回収で約 8 億円・減損処理済子会社の売却で約 4 億円、

等主要施策として計約 80 億円の株主資本への戻し入れを目標としておりますが、現段階で実行可

能と想定している額は、PHS 基地局工事代金の圧縮約 15 億円・貸付金の回収約 3 億円・子会社

株式売却約 2 億円の計約 20 億円程度です。） 
従いまして上記施策と並行して、新株式の発行あるいは新株予約権付社債の行使により、資本

の額を増加させる必要があると判断し、現在当社の主要社債権者であり、かつ多額の借入による

資金援助及び経営再建のアドバイスという形を通じて当社の再建に支援を頂いている DKR-Oasis

と協議し、既存新株予約権付社債および新株予約権のリファイナンス（既存新株予約権を買い入

れて、新たに新株式及び新株予約権付社債及び新株予約権を発行）を実施し、新株式発行及び新

株予約権の行使を通じて資本の増強を図ることを双方前向きに検討中であります。 
なお、前述のとおり、これらの DKR-Oasis の資本引受による資本増強は、収支黒字化の見通し

があって初めて実現するものであり、経費削減策の実行はそれらの前提となっているところであ

ります。 
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（4）欠損金填補 

 

 ①減資の併用による繰越欠損金の早期解消施策 

現在、約 469 億円の欠損金を抱えている状況にあり、株主利益の還元策の重要な一つで

ある、株主配当の見通しが全くたっていない状況です。 

よって、早期の株主配当の実現のための施策を図りたく、臨時株主総会の承認を前提とし

て減資を実行いたします。 

まず、平成 20 年 3 月 24 日開催予定の臨時株主総会での承認を前提に現在資本金等約 376

億円（資本金 178 億円、資本準備金 197 億円）を、資本金等 1 億円（資本金 1 億円 資本

準備金 0 円）にまで減少させます。 

減少する資本金等の額約 375 億円（資本金 177 億円資本準備金 197 億円）第一の目的は、

繰越欠損金の圧縮にありますので、全額欠損填補に充当します。 

  これにより、約 469 億円の欠損金を 96 億円まで圧縮いたします。 

前記の2008年度債務超過解消施策にて増加した資本金を再度減資することにより欠損金を

全額解消いたします。 

2008 年度末には欠損金が解消され若干ながら剰余金が確保できることになります。 

但し、追加の減資につきましては、本再生計画（2008 年度収支黒字化、債務超過解消施策）

が計画どおり達成することを前提とします。 

 

②コスト削減施策としての減資の活用 

上記のとおり、現在、外形標準課税の課税標準となる資本金等の額が 376 億円あり、外

形標準課税の資本割負担額（課税標準×0.25％）が約 80 百万円あります。資本金等を可能

な限り減少させることにより、当負担額を削減いたします。資本金等の額が 1 億円以下の

場合資本割負担は免除となります。 

但し、前述のとおり、減資実施以降も債務超過解消施策等により 2008 年度までに資本等

の額が増加いたします。よって追加の減資により再度1億円まで圧縮する必要があります。

前述の追加の減資は、2008 年度繰越欠損金解消施策と併せて課税負担を削減させる効果が

あります。 

 

（5）株式併合について 

 

株式併合については、コスト削減施策としての証券代行手数料削減が第一目的であり、債

務超過・繰越欠損金解消施策と直接関係はありませんが、発行済株式数の大幅な減少及び株

価への影響が想定されますので、財務戦略の一環として捉えております。 

当社は、平成 12 年 9 月の株式公開以降、当社株式の流動性向上を重要な経営課題の一つと

して、平成 12 年 9 月 26 日に 1 対３、平成 14 年 1 月 25 日に 1 対 10 の株式分割を行うなど、

積極的な流動性向上策を講じてまいりました。これらの施策により、株主数の増大及び流動

性向上という当初の目的に対する一定の効果はあったと考えております。 

しかし一方では、新たな事業の柱として期待しておりました WiMAX 事業への投資を進めた

結果、大量の当社株式発行により相当の資金調達を行ってまいりましたが、それに見合った

収益力の増強が図れなかったために株価は大幅に下落し、大量発行と相俟って株式取引量の

みが増え、その結果、証券代行手数料の負担が当社の経営を圧迫するほど大きなものとなっ

てきております。 

当社は現在、来期黒字化に向けて、不採算事業の凍結・撤退、ページャ事業への経営資源

集中、事務所移転等の本社経費及び人件費圧縮といったリストラクチャリングを実施中であ

り、来期の単年度黒字化へ向けての経営基盤の礎を築くべく、全社一丸となって取り組んで

いる最中でありますが、今後のファイナンスにおける証券代行手数料等を考慮すると、その

削減も並行して行わなくてはならないと考えております。 
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当社は、前記リストラクチャリング施策に取りかかっておりますが、そのうちコスト削減

施策について解決しなければならない事項として、株主名簿管理人への証券代行手数料の支

出があります。これは当社の本社経費（平成 20 年 3 月期見込みで約 1,088 百万円）の中で大

きな比重を占める費用の一つであり、これまでの増資・新株予約権付社債の行使に伴い株式

数単位で発生するものであり、当社の過去のファイナンスの都度、株価下落に伴い行使株式

数が増加してきたため、比例して増加してきました。証券代行手数料は平成 20 年 3 月期見込

みで約 277 百万円（本社経費の 25.5％）、そのうち新株予約権の行使による手数料の額は約

174 百万円（本社経費の 16.0%）と見込んでおります。 

当社は今後も事業を継続及び再生していくためには、追加の資金需要が必要であると考え

ておりますが、現在も株価は下落傾向が続き、現在の株価で換算いたしますと、今後増資あ

るいは新株予約権付社債の行使を実施した場合、増資額あるいは新株予約権の行使価額の約 3

分の 2 の手数料が発生することになります。例えば、10 億円の新株予約権の行使を実施した

場合には、約 7 億円弱の手数料が発生することになり、今後当社の主要事業となるページャ

事業の売上を上回る可能性があります。これでは、収支黒字化が永続的に達成できない状況

となるため、ファイナンスによって生じる証券代行手数料を圧縮する施策が必要となってお

りました。 

株式併合を実施することにより、30 百万円まで削減されます。仮に 20 億円行使しても（20

億円×2/3×1/100）13 百万円の追加コストで済みます。 

 実施方法としては、当社発行済の普通株式について 100 株を 1 株に併合いたします。ただ

し、併合の結果 1 株に満たない端数を生じた場合には、一括して売却処分し、その処分代金

を端数の生じた株主に対して、その端数に応じて分配いたします。 

尚、平成 18 年 5 月 1 日に施行された会社法において「端株」制度が廃止されましたので、

平成 20 年 5 月 1日の株式併合効力発生日以降、保有株式が 100 株未満となる株主様は、今回

の株式併合により保有機会を失うことになります。

現在の発行済株式総数は5,430,655.31株が併合後は54,306株になります。 

 

保有株式数 株主数（割合） 所有株式数（割合） 

100 株未満 25,245 名（80.72％）  386,605.62 株（ 7.56％）

100 株以上 6,028 名（19.28％） 4,723,879.69 株（92.44％）

 

これまで当社をご支援いただいた株主様に対しては、このような事態となりましたこと

を当社経営陣一同、伏してお詫び申し上げる次第です。当社としては今後も上場を維持し、

継続企業として再建に全力で取り組み、早期の企業価値の回復・向上を図っていくことが

既存株主の利益の喪失を防ぐ唯一の施策であると考えた故の決定でございますので、何卒

ご容赦の程お願いしたく存じます。 

 

 

【経営責任】 

 

以上の再生計画を不退転の決意の下確実に実行してまいります。 

今後の経営責任としては、まず不採算事業の整理とページャ事業への経営資源集中及び

事務所移転等の本社経費及び人件費圧縮等のリストラクチャリングを実施し、来期の収支

黒字化を達成し、同時に債務超過の解消を図ることで企業価値を回復させることを第一の

目標とし、その実現状況を見ながらではありますが、並行して減資等を活用して繰越欠損

金の早期圧縮を図り、平成 22 年 3 月期には分配可能利益を確保して、既存株主への還元

の実施を目標としております。これらの目標については現時点で達成可能と言える状況で

はございませんが、全社一丸となって邁進する所存であります。 

また、上場企業としての経営レベルの維持向上を図り、コンプライアンス・忠実義務・

善管注意義務を遵守、適時開示、経営情報のタイムリーな報告を実施いたします。 
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なお、過去の度重なるファイナンスによって株主利益の希薄化が発生したことや債務超

過に陥ったこと、また、本再生計画により一部ステークホルダーの利益を毀損させること

になりました。これは、当社のこれまでの経営戦略の誤りと見通しの甘さが招いたものと

厳重に受け止めております。この事態を招いたことに対する経営責任につきましては、現

在経営陣にて利益毀損を与えた第三者にご納得頂ける責任を取るべく、慎重に議論を重ね

ている最中であります。近日中に決定次第別途お知らせいたします。 

 

 
以上 
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