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当社におけるWiMAX事業参入から現在に至るまでの状況について 

当社は、平成17年12月25日より、日本初のWiMAX方式による高速無線通信サービスを開始し、

WiMAX事業を当社の主たる事業に据え、流通市場を通じて多額の資金調達を行ってまいりまし

た。しかしながら、先般開示いたしました「平成20年3月期中間決算短信」及び「特別損失の

発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、WiMAX事業に係る

資産は今回の減損処理によってほとんど資産価値を有しない状況に至っております。 

当社はこの度、係る状況に至った経緯に関しまして、WiMAX事業参入からこれまでに行って

きた資金調達状況の整理を行い、現状のWiMAX事業について下記の通りご説明申し上げます。 

 

 

記 

 

 

1. 通信事業参入の目的 

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
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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、ＰＨＳ

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。 

 そのようななか、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ＰＨ

Ｓ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。 

http://www.soumu.go.jp/menu_02/ict/u-japan/index.html
http://www.soumu.go.jp/menu_02/ict/u-japan/index.html
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※ 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。 

2. 通信インフラのＩＰ化に向けた準備と問題点 

1） アライアンスパートナーとの提携による WiMAX 事業参入の準備 

（平成 17 年 2月～平成 18 年 6月） 

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。 

尚、平成 17 年 4 月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」70 億円の

資金充当状況は以下のとおりであり、主に当初計画におけるシステム設計・導入費、アライア

ンスパートナーへの出資、平成 17 年 5 月より開始した WiMAX 実験サービス関連投資・費用、

及びＰＨＳサービス撤退費用（終了時までの運用費含む）へ充当しております。 

 

支出項目 充当金額 資金充当期間 

ベルネット社出資代金 250 百万円 

㈱沖縄ﾃﾚﾒｯｾｰｼﾞ出資代金 240 百万円 

平成 17 年 4 月～

平成 17 年 11 月 

SIP ｼｽﾃﾑ構築代金（ﾍﾞﾙﾈｯﾄ社） 212 百万円 
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支出項目 充当金額 資金充当期間 

実験サービス用 WiMAX 基地局購入代(エアスパン社） 

⇒実験終了後は本サービスへ転用 

830 百万円 

WiMAX 実験ｻｰﾋﾞｽ運用委託費（旧㈱IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 355 百万円 

WiMAX 実験ｻｰﾋﾞｽに係る諸費用 56 百万円 

 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ設計委託費（旧㈱IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 140 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ構築委託費（旧㈱IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 309 百万円 

平成 17 年 4 月～

平成 17 年 11 月 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ用 L2TP ﾄﾝﾈﾙ BOX 購入代（旧㈱IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 150 百万円 

人件費（月 700 千円/人） 236 百万円 

 

本社経費（全体 1,095 百万円×WiMAX 負担比率 35％） 381 百万円 

WiMAX 事業合計 3,161 百万円 

 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ中央局・首都圏更改工事 264 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ運用費 373 百万円 

 

PHS 撤退費用（一時費用 1,036 百万運用費 2,400 百万） 3,436 百万円 

資金調達前手持ち資金の充当 ▲235 百万円 

 

合     計 7,000 百万円  

 

※ SIP：Session Initiation Protocol の略。ＩＰ電話やメッセンジャーなどで通信の開始/終了を制御するアプリ

ケーション層の通信プロトコル。 

※ Ｃ-ＡＳＰ：ベルネットが提供する IETF 標準に基づいた SIP ベースマルチメディアコミュニケーションサービス

で、IP 環境上で IP ビデオ電話機等が利用可能。 

※ ネットワーク：有線または無線による電気通信網。 

※ SIP ｼｽﾃﾑ構築：ＳＩＰによりシステムを構築すること。 

 

2) 通信方式の選定と機材の調達（平成 17 年 7 月～平成 18 年 3 月） 

当社は固定 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。 

※ 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。 

http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031010_4.html
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 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）、通信事業者 V 社をそれぞれ

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。これにより、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 億円の資金計画を

いたしました。 

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、Ｋ

ＤＤＩ）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。 

 

＜ご参考：エアスパン社への支払総額＞ 

 H18.10 以前 H18.11 以降 

実験サービス用 WiMAX 基地局購入代(1,200 千円/ｾｯﾄ) 830 百万円 

WiMAX 基地局購入代(1,200 千円/ｾｯﾄ) 1,070 百万円 511 百万円

ｸｫｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ開発代金 634 百万円 351 百万円
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 H18.10 以前 H18.11 以降 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ最適化作業委託費 82 百万円 80 百万円

品質管理サポート代 - 299 百万円

合計 2,616 百万円 1,241 百万円

※ 基地局は便宜上、親局 1 台と子局 10 台を１ｾｯﾄと計算し、計 2,000 ｾｯﾄ取得しております。 

 

 

3) 基地局建設の遅延（平成 18 年 3月～平成 18 年 10 月） 

 ＰＨＳ基地局から WiMAX 基地局への置き換えが計画から大幅に遅れた大きな要因としては、

WiMAX 基地局の大きさや重さ（WiMAX 基地局：約 500kg）がＰＨＳ基地局（ＰＨＳ基地局：約

10kg）に比べて大きく、ビルへの負担を増大させたこと及びこれに伴う賃料の引き上げ等、オー

ナー様との交渉が思うように進まなかったことであります。また基地局も床置き型のみを想定

して設計しており、設置する場所も限定されてしまったこともあり、新規物件の交渉に対する

優位性を十分に発揮することができておりません。 

 また、オーナー様との交渉を自社で完結できるほどの人材やノウハウが乏しく、外部業者の

協力に頼らざるをえなかったため、交渉などにかかる業務委託費の負担も想定した以上のもの

となり、工事費は当初計画のおよそ 10 倍かかる結果となりました。根本的に通信事業におけ

る費用算定そのものが甘かったものと考えられます。 

尚、以上の理由で基地局設置が大幅に遅れましたが、WiMAX 事業を早期に展開する必要があ

り、また基地局設置が遅れたゆえに、逆に設備投資資金に一時的余裕ができたこともあり、自

前の設備建設と並行して他の方法によるサービス早期立上・拡大を模索したしました。検討の

結果、事業シナジーが見込め且つ安定的な通信事業会社の買収も視野にいれた株式投資を約

34 億円実施いたしました。 

 

＜ご参考：工事費の支払総額＞ 

 H18.10 以前 H18.11 以降 

工事請負代金 128 百万円 61 百万円

工事支援業務委託代金 61 百万円 81 百万円

合計 189 百万円 142 百万円

※親局 200 台、子局 200 台の設置工事に要した費用です。 

尚、これらの WiMAX 基地局・工事費の支払い等を含めた、平成 17 年 8 月②「第二回転換社

債型新株予約権付社債 ライブドア証券 60 億円」②‘「第三回転換社債型新株予約権付社債 

ライブドアファイナンス 60 億円」）の計 120 億円の資金充当状況は以下のとおりです。 

 

支出項目 充当金額 資金充当期間 

WiMAX 基地局購入代(エアスパン社 1,200 千円/ｾｯﾄ) 1,070 百万円 

WiMAX 基地局設置工事代金（1,200 千円/台） 128 百万円 

平成17年12月～

平成 18 年 10 月 

ｸｫｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ開発代金（エアスパン社） 634 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ最適化作業委託費（エアスパン社） 82 百万円 

 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ構築委託費（旧㈱IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 1,439 百万円  
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支出項目 充当金額 資金充当期間 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ用 L2TP・収容 BOX 購入代（旧㈱IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 153 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｾｽ回線使用料(ﾊﾟﾜｰﾄﾞｺﾑ他) 93 百万円 

WiMAX 基地局・ｻｰﾊﾞｰ等設置ﾎﾟｲﾝﾄ賃借料(NTT・@東京他) 144 百万円 

 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ保守・監視費用(ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｾｷｭﾘﾃｨ) 69 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ構築作業委託費(日本ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ他) 61 百万円 

 

販売促進・広告宣伝費（Web、看板等） 149 百万円 

㈱沖縄ﾃﾚﾒｯｾｰｼﾞ追加出資 100 百万円 

平成17年12月～

平成 18 年 10 月 

Nuvoiz,Inc・㈱WiMAX ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ・ｱｲｴﾝｺﾑ㈱出資 525 百万円 

Web3D 国内独占営業権取得(ARC ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ) 250 百万円 

 

人件費（月 700 千円/人） 405 百万円 

本社経費（全体 1,399 百万円×WiMAX 負担比率 58％） 808 百万円 

 

WiMAX 事業合計 6,112 百万円 

㈱アッカネットワークス株式取得代金 2,654 百万円 

 

㈱ジャレコホールディング株式取得代金 277 百万円 

㈱ＩＲＩユビテック株式取得代金 502 百万円 

 

WiMAX 関連上場株式投資合計 3,434 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ中央局・首都圏更改、大阪新設工事 767 百万円 

 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ(地域情報配信ｼｽﾃﾑ)ｲﾝﾌﾗ増設 62 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ運用費 348 百万円 

 

PHS 撤退費用（一時費用 390 百万運用費 1,206 百万） 1,596 百万円 

資金調達前手持ち資金の充当 ▲320 百万円 

 

合     計 12,000 百万円  

 

3.ライブドアより調達した資金（計 120 億円）のリファイナンス 

1）ライブドア社債のリファイナンス（60 億円）（平成 18 年 2 月～3月） 

前記と同時に、平成 18 年 1 月の事件により、当社としても今後の事業展開のため同社と

の協業は解消すべきとの判断により、当時同社が保有していた社債の残高 57 億円を買入消

却することになりました。但し、当初調達の資金は WiMAX 事業展開継続のために確保してお

かなければならないため、本買入消却資金のリファイナンスを検討した結果、平成 18 年 3

月に「第四回無担保転換社債型新株予約権付社債」（引受人：ベアスターンズ証券）を発行、

60 億円の資金調達を実施し、ライブドアより社債残高 57 億円を買入消却いたしました。 

尚、残額の 3 億円は、WiMAX ネットワーク構築委託費（旧㈱IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ）192 百万円と、

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ首都圏基地局更改工事 108 百万円に充当いたしました。 

2）WiMAX 事業の再構築の検討及びベアスターンズ社債のリファイナンス（50 億円） 

（平成 18 年 4 月～7月） 

以上、協業先との頓挫による理由（詳細は 5頁に記載）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。 
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しかしながら、事業進捗の遅れが懸念されてか、当社株価は下落基調が続き、社債権者の

ベアスターンズ証券より繰上償還請求があり、当社としても社債要項上の義務があったため

引受けざるを得ず、結果、残高 48 億円を買入消却することとしました。 

WiMAX 計画の再構築が固まらない段階で、買入消却資金について手持資金を使用する訳に

はいかないため、再度リファイナンスをすることとし、平成 19 年 7 月に④「2009 年 7 月満

期円建転換社債型新株予約権付社債」（引受人：MarinaPartners/DKR-Oasis）を発行し 50 億

円を調達、ベアスターンズ証券より 48 億円を買入消却いたしました。 

尚、残額の 2億円は、マルチキャスト（センサーネットワーク開発代金）へ充当しました。 

4. WiMAX 事業の計画再策定とその後の資金調達 

1）WiMAX 事業の計画再策定及び第三者割当増資による資金調達（16 億円） 

（平成 18 年 7 月～平成 18 年 11 月） 

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。 

しかしながら、当初計画の設備投資資金は余裕が出来たものの、売上獲得の後ろ倒しによ

る営業キャッシュフローの増加及び前出の協業目的の株式投資約 34 億円等の影響があり、

結果的に当初の 190 億円の調達に対して、平成 18 年度中において約 30 億円の資金不足見込

が発生しました。 

そのため、平成 18 年 10 月に⑤第三者割当増資（引受先：AMU 投資事業組合）30 億円を割

当て、資金の確保を図りました。しかし、結果的には一部失権し 16 億円の引受となったた

め、残りの最低 14 億円については同年度内に再度調達を要することとなりました。 

尚、⑤第三者割当増資（引受先：AMU 投資事業組合）16 億円の資金充当状況は以下のとお

りです。 

支出項目 充当金額 資金充当期間 

WiMAX 基地局購入代(エアスパン社 1,200 千円/ｾｯﾄ) 198 百万円  

WiMAX 基地局設置工事代金（1,200 千円/台） 52 百万円  

ｸｫｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ開発代金（エアスパン社） 117 百万円  

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ最適化作業委託費（エアスパン社） 40 百万円  

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ構築委託費（IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 53 百万円  

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ用 L2TP・収容 BOX 購入代（IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 76 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｾｽ回線使用料(ﾊﾟﾜｰﾄﾞｺﾑ他) 19 百万円 

平成18年11月～

平成 18 年 12 月 

WiMAX 基地局・ｻｰﾊﾞｰ等設置ﾎﾟｲﾝﾄ賃借料(NTT・@東京他) 37 百万円  

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ保守・監視費用(ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｾｷｭﾘﾃｨ) 27 百万円  

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ構築作業委託費(日本ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ他) 22 百万円  

エアスパン社品質管理ｻﾎﾟｰﾄ 91 百万円  

人件費（月 700 千円/人） 67 百万円  
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支出項目 充当金額 資金充当期間 

本社経費（全体 269 百万円×WiMAX 負担比率 63％） 170 百万円  

WiMAX 事業合計 973 百万円  

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ中央局・首都圏更改工事 125 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ DFAX・ｾﾝｻｰﾈｯﾄﾜｰｸ開発費 176 百万円 

平成18年11月～

平成 18 年 12 月 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ運用費 100 百万円  

PHS 撤退費用（一時費用 75 百万運用費 150 百万） 225 百万円  

合     計 1,600 百万円  

 

2）DKR-Oasis からの CB 及びワラントによる第三者割当増資による資金調達（計 40 億円） 

（平成 18 年 12 月～平成 19 年 2 月） 

前期、資金調達の失権分（14 億円）の填補及び計画中であったものの平成 19 年度の名阪

地域へのエリア拡大等による資金需要の先行調達を見越して、計 40 億円の資金調達を計画

し、⑥「2009 年 12 月満期円建転換社債型新株予約権付社債」20 億円⑥「2010 年 12 月 28

日期限新株予約権」20 億円の計 40 億円を DKR-Oasis へ割り当てました。 

しかし、DKR-Oasis より株価下落等の要因により、同年 7月発行の社債の償還を要求され、

結果、社債による調達資金 20 億円より 10 億円を買入消却に用い、また 20 億円分発行の新

株予約権についても同年度内に 3 億円しか行使（払込）されなかったため、実質 13 億円の

調達額となり、結果、当年度必要資金より 1億円の不足の状況となりました。 

尚、⑥「2009 年 12 月満期円建転換社債型新株予約権付社債」20 億円⑥「2010 年 12 月 28

日期限新株予約権」20 億円の計 40 億円のうち、実質入金額 13 億円の資金充当状況は以下

のとおりです。 

支出項目 充当金額 資金充当期間 

WiMAX 基地局購入代(エアスパン社 1,200 千円/ｾｯﾄ) 13 百万円 

WiMAX 基地局設置工事代金（1,200 千円/台） 52 百万円 

ｸｫｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ（※）開発代金（エアスパン社） 117 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ最適化作業委託費（エアスパン社） 41 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ構築委託費（IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 37 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ用 L2TP・収容 BOX 購入代（IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 76 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｾｽ回線使用料(ﾊﾟﾜｰﾄﾞｺﾑ他) 28 百万円 

WiMAX 基地局・ｻｰﾊﾞｰ等設置ﾎﾟｲﾝﾄ賃借料(NTT・@東京他) 56 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ保守・監視費用(ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｾｷｭﾘﾃｨ) 41 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ構築作業委託費(日本ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ他) 37 百万円 

エアスパン社品質管理ｻﾎﾟｰﾄ 136 百万円 

人件費（月 700 千円/人） 101 百万円 

本社経費（全体 391 百万円×WiMAX 負担比率 65％） 255 百万円 

WiMAX 事業合計 995 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ中央局・首都圏更改工事 122 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ顧客ｼｽﾃﾑ・新端末・ｾﾝｻｰﾈｯﾄﾜｰｸ開発費 308 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ運用費 150 百万円 

平成 19 年 1 月～

平成 19 年 3 月 
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支出項目 充当金額 資金充当期間 

PHS 撤退費用（一時費用 75 百万運用費 150 百万） 225 百万円 

借入による調達資金の充当 ▲500 百万円 

合     計 1,300 百万円  

※ｸｵｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟは 4 つの周波数帯域に対応する IC ﾁｯﾌﾟのこと。 

3）平成 19 年度計画策定及びリードフィナンシャルからの資金調達（5億円） 

（平成 19 年 3月～平成 19 年 6月） 

平成 19 年度の計画策定にあたっても、足元キャッシュフロー優先の計画に変更はなく、事

業骨格は WiMAX 事業(国際標準無線 LAN)、280 メガヘルツ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、280 メガヘルツ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

す。（平成 19 年 5 月 28 日付「決算短信」業績予想等にて公表） 

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。 

同時に、平成 19 年 3 月には英国ロンドンにて WiSOA の役員に就任し、WiMAX の国際相互接

続の推進を行う役割を担う等、WiMAX 導入活動が海外を中心に高い評価を受けるに至り、それ

に伴い資本政策の検討範囲が拡大し、第三者割当増資、融資等を中心とした約 40 億円程度の

資金調達の協議を米国の機関投資家と立案して行ける状態にありました 

但し、当該調達は平成 19 年 6 月～7 月頃を目処に協議していたため、それまでのつなぎ的

な調達が必要であったため、⑦平成 19 年 3 月に第五回転換社債型新株予約権付社債 15 億円を

Newvison ファンド（株式会社ﾘｰﾄﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ&ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ･ｻｰﾋﾞｽ）に割当てましたが、最終的に

は 5億円の引受となりました。 

尚、⑦「第五回転換社債型新株予約権付社債」5 億円の資金充当状況は以下のとおりです。 

 

支出項目 充当金額 資金充当期間 

エアスパン社品質管理ｻﾎﾟｰﾄ 37 百万円 

WiMAX 工事費（六本木区域） 16 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｾｽ回線使用料(ﾊﾟﾜｰﾄﾞｺﾑ他) 19 百万円 

WiMAX 基地局・ｻｰﾊﾞｰ等設置ﾎﾟｲﾝﾄ賃借料(NTT・@東京他) 37 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ保守・監視費用(ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｾｷｭﾘﾃｨ) 27 百万円 

ｻｲﾊﾞｰﾘﾝｸﾄﾗﾝｽﾃﾞｼﾞﾀﾙ㈱株式取得 90 百万円 

人件費（月 700 千円/人） 45 百万円 

本社経費 77 百万円 

WiMAX 事業合計 348 百万円 

PHS 撤退費用（基地局撤去費） 152 百万円 

平成 19 年 4 月～

平成 19 年 6 月 

合     計 500 百万円  

 

4）平成 19 年度計画に基づく資金調達（37 億円）（平成 19 年 7月～平成 19 年 9月） 
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平成 19 年度必要資金の 50 億円のうち、5 億円は平成 19 年 3 月に調達（前記）したため、

残額 45 億円の調達が必要な資金計画となりました。 

幾つかの投資家と協議した結果、条件面及び当社事業への協力・理解を得られたとの判断か

ら、平成 19 年 7 月に、⑧「第 6回転換社債型新株予約権付社債」45 億円を発行し、㈱髙取育

英会 10 億円及びバリュークリエーション（1 号・2 号）投資事業組合 35 億円の引受を得まし

た。 

ところが、バリュークリエーションの引受が 35 億円から 27 億円に変更になったため、合計

の払込額が 37 億円となり、同時に既存の社債権者である DKR-Oasis 及びリードフィナンシャ

ル社より計 22 億円の社債の償還請求があったため当調達資金にて買入消却を実施しました。 

その結果、当初予定の 45 億円が実質 15 億円の調達となりました。 

尚、⑧「第 6 回転換社債型新株予約権付社債」の実質調達額 15 億円の資金充当状況は以下

のとおりです。 

 

支出項目 充当金額 資金充当期間 

WiMAX 基地局購入代(エアスパン社 1,200 千円/ｾｯﾄ) 300 百万円 

エアスパン社品質管理ｻﾎﾟｰﾄ 66 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｾｽ回線使用料(ﾊﾟﾜｰﾄﾞｺﾑ他) 19 百万円 

WiMAX 基地局・ｻｰﾊﾞｰ等設置ﾎﾟｲﾝﾄ賃借料(NTT・@東京他) 37 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ保守・監視費用(ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｾｷｭﾘﾃｨ) 27 百万円 

人件費（月 700 千円/人） 67 百万円 

本社経費（全体 269 百万円×WiMAX 負担比率 63％） 170 百万円 

WiMAX 事業合計 686 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ AirbitKey ｻｰﾊﾞｰ・IBIS 開発費 100 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ運用費 454 百万円 

PHS 撤退費用（一時費用 75 百万運用費 150 百万） 260 百万円 

平成 19 年 7 月～

平成 19 年 9 月 

合     計 1,500 百万円  

 

尚、調達不足額 30 億円については、平成 19 年度下期に資本市場での調達を検討しておりま

したが、当社の時価総額等を鑑みると、資本市場での調達は困難と判断し、主要投資者からの

借入による調達を順次実施している状況であります。 

 

5.資金充当実績について 

（1）以上、WiMAX 事業のために調達した、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」（平成 17 年 4 月）以降の現在までの調達資金の充当状況は、以下になります。 

支出項目 充当金額 充当期間 

WiMAX 基地局購入代(エアスパン社 1,200 千円/ｾｯﾄ) 2,415 百万円 

WiMAX 基地局設置工事代金（1,200 千円/台） 233 百万円 

ｸｫｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ開発代金（エアスパン社） 868 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ最適化作業委託費（エアスパン社） 163 百万円 

 

 平成17年 4月

～平成19年 9月
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支出項目 充当金額 充当期間 

WiMAX 工事費（六本木区域） 16 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ構築委託費（IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 2,032 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ用 L2TP・収容 BOX 購入代（IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 456 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ設計委託費（㈱IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 140 百万円 

SIP ｼｽﾃﾑ構築代金（ﾍﾞﾙﾈｯﾄ社） 212 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｾｽ回線使用料(ﾊﾟﾜｰﾄﾞｺﾑ他) 178 百万円 

WiMAX 基地局・ｻｰﾊﾞｰ等設置ﾎﾟｲﾝﾄ賃借料(NTT・@東京他) 311 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ保守・監視費用(ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｾｷｭﾘﾃｨ) 191 百万円 

WiMAX ﾈｯﾄﾜｰｸ構築作業委託費(日本ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

他) 
120 百万円 

WiMAX 実験ｻｰﾋﾞｽ運用委託費（旧㈱IRI ﾕﾋﾞﾃｯｸ） 355 百万円 

WiMAX 実験ｻｰﾋﾞｽに係る諸費用 56 百万円 

エアスパン社品質管理ｻﾎﾟｰﾄ 330 百万円 

販売促進・広告宣伝費（Web、看板等） 149 百万円 

㈱沖縄ﾃﾚﾒｯｾｰｼﾞ追加出資 100 百万円 

Nuvoiz,inc・㈱WiMAX ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ・ｱｲｴﾝｺﾑ㈱出資 525 百万円 

Web3D 国内独占営業権取得(ARC ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ) 250 百万円 

ベルネット社出資代金 250 百万円 

㈱沖縄ﾃﾚﾒｯｾｰｼﾞ出資代金 240 百万円 

ｻｲﾊﾞｰﾘﾝｸﾄﾗﾝｽﾃﾞｼﾞﾀﾙ㈱株式取得 90 百万円 

人件費（月 700 千円/人） 921 百万円 

本社経費 1,861 百万円 

WiMAX 事業合計 12,467 百万円 

㈱アッカネットワークス株式取得代金 2,654 百万円 

㈱ジャレコホールディング株式取得代金 277 百万円 

㈱ＩＲＩユビテック株式取得代金 502 百万円 

WiMAX 関連上場株式投資合計 3,434 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ中央局・首都圏更改、大阪新設工事 1,386 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ(地域情報配信ｼｽﾃﾑ)ｲﾝﾌﾗ増設 62 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ DFAX・ｾﾝｻｰﾈｯﾄﾜｰｸ開発費 684 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ AirbitKey ｻｰﾊﾞｰ・IBIS 開発費 100 百万円 

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ運用費 1,425 百万円 

PHS 撤退費用 5,894 百万円 

資金調達前手持ち資金の充当 ▲1,055 百万円 

合     計 
24,400 百万円 

  

  

  

  

  

 平成17年 4月

～平成19年 9月
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（2）また、上記を集計すると以下になります。 

支出項目 充当金額 
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

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。 

 

6. WiMAX 事業の現状と今後の方向性 

 平成 20 年 3 月期 中間決算短信にて既に発表しておりますとおり、当社の WiMAX 事業につ

きましては WiMAX が市場にて未だ初期普及段階（平成 21 年 2 月よりＫＤＤＩがサービス開始

予定）であること、及び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、事業拡大及び収益を確保するには至っておりません。 

 今後の方向性につきましては、本日、別途開示しております「当社の業績低迷に至る経緯と

今後の再生方針について」にて記述しておりますとおり、引き続き新たな収益機会を追求して

まいります。 

以上 


