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経営方針の見直し及び当社事業内容について 

 

Ⅰ 当社経営方針の骨子 

当社においては、新経営体制のもと、当社の現状を見据え経営方針画の見直しを行い

ました。この新経営方針は、平成 19 年６月の経営陣刷新にともない、新経営陣により作

成された、新生トランスデジタル株式会社の再生と発展拡大を図るものです。急激な事

業拡大や本業とは異なる、有価証券や不動産への投資事業等を行ったことにより財務体

質を悪化させた反省から、当期より経営陣・経営方針を刷新し、不採算事業からの撤退

や整理・統合を進め、本業である「システム開発事業」へ回帰し、当該事業に経営資源

を集中し、事業の強化及び拡大を図っております。なお、経営判断における権限偏重を

避けるために、代表取締役を２名体制とすることにより、権限の分散及びガバナンス機

能を強化致しました。また、新経営体制においてはガバナンス機能を強化することによ

り、不採算事業の撤退の早期見極め、新規事業への参入の際のリスク管理等を徹底して

行います。また、会計基準等コンプライアンスを遵守することをもちろん、経営状況に

関する当社の情報を、正確かつ明瞭に、株主様及び投資家の皆様に提供致します。今後、

当社におきましては社会に対して『透明性の高い企業』を目指してまいります。 
 

２．過去の当社経営状況の悪化の原因分析を十分にふまえ、以下の５点を当社経営方針の

重要施策とし、企業価値の向上と同時に株主様及び投資家皆様方の期待に応えていきた

いと考えております。今後は、この新経営方針を常に念頭におき、経営に邁進してまい

ります。 

 

（１）本業回帰、「システム開発事業」への特化 

創業精神に立ち返り「システム開発事業」に経営資源を集中し、事業の強化・拡大 

を図ります。 

当社の主力事業部門でありますシステム開発事業部における事業は、開発請負業務 

と SES 業務に分かれます。 

開発請負業務とは、顧客よりシステム開発全体を請負うもので、システムエンジニ 

ア（以下、SE）の支援業務と比較し、工程管理等プロジェクトマネージャー（以下、

PM）段階における高度なマネジメント能力が必要です。その分、高い利益率を確保で

き、また納品以降の保守管理等における収益も期待できます。また、成果物の二次活

用も見込めるため競合の厳しい分野ですが、まさに当社が創業以来築き上げてきたコ 
アコンピタンス(*1)であり、40 年の社業の中で蓄えられたテクノロジーに関する無形の 

財産は当社の持続的な競争優位性の源泉であり、今後も事業を大きく発展・拡大させ 

ていきたい領域であります。 

当社では、２年前より本格的に開発請負業務体制を整備し着手してきましたが、よ 

うやく事業整備が確立し、現在は当社の収益の柱となりつつあります。今後、当社の 

事業活動において、収益の核となる業務として経営資源の投入を積極的に図っていく 
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予定でございます。具体的には、①これまで SES 業務で培ってきた顧客ネットワーク 

の活用による開発案件の捕捉②それに伴う受注単価の積み上げ、及び③開発案件の蓄 

積により再利用可能な部品群を整備し、既存資源再利用率を高め、収益性を上げるこ 

と等が挙げられます。また、これらの施策を行うにあたり、必要な経営資源としては 

①SE・PM・営業スタッフの確保と強化②協力会社（エンジニアの供給元）の確保③コ 

スト立替の運転資金の確保④自社カスタム開発パッケージ群の保有（再利用可能なプ 

ログラム部品、ドキュメント部品、開発ツール群の整備）などが挙げられ、人材確保 

の体制づくりと、基盤整備のための運転資金の確保が必須でございます。なお、この 

具体的施策を実施するために既に人材開発室を新設し、人材補強、協力会社開拓を進 

めております。 

SES 業務とは、他企業様への SE 支援業務です。従来より当社が主力事業としてきた 

業務で、顧客基盤も確立しております。収益的にも安定しており、稼動人員の拡大が、 

収益の拡大に直結する業務です。従って、当業務に対する当社の方針と致しましては、 

従来どおり、比較的事業環境の良い状況のもと、早急に稼動人材確保に努めてまいり 

ます。米国では主流となっている「Account Managements」 手法を採用し、顧客の経 

営目標を数値で捉え、この目標を達成するための戦略・戦術スケジュールを把握する 

ことで、「顧客の目標達成を阻害する弊害要因」を洗い出し、これを IT で解決する提 

案を現場 SE と営業が一体となって行ってまいります。具体的には①人材紹介会社との 

関係構築、②従来の顧客基盤の掘り下げに加え、新たなネットワーク作りによる新規 

開拓営業、③人材確保のため、前述の人材開発室の積極的機能等が挙げられます。今 
後は、稼働人員を増大させ、顧客基盤の掘り下げや新規の顧客獲得を図ってまいりま 
す。 
 システム開発業界の直近の傾向は、中国やインドなどのオフショア技術者の台頭に 

より、大幅な単価上昇を安易に期待できる状況ではございません。当社におきまして 

もお客様への単価改善の交渉をしており改善傾向にありますが、それと同時に、供給 

過少を補うために顧客ニーズに対応するように PM・SE の雇用に積極的に取組んでまい 

ります。一方、システム開発は一般的には景気動向にやや遅行する傾向があると言わ 

れております。取引先様の業種の景気に大きく左右される構成となっている同業他社 

様もございますが、当社の取引先様は、やや金融関連の顧客比率が高いものの、業種 

分散がなされており、平均的なシステム開発会社の景気との連関と大きく変わらない 

と考えております。また、当社のリスクとして過去に顕在化したリスクは、特定の取 

引先様への依存度が高く、何らかの理由により取引が打切られた場合のリカバリーに 

時間を要した経緯があります。今後もそのリスクを 小限にとどめるよう、取引先様 

の多角化やパートナー比率を高めることなどにより、不慮の事態でも収益への影響を 

小にするよう努力しております。 
＊1:企業の持続的な競争優位性の源泉を表すもので、長期間にわたる継続的な改善や強化を経て構築される企業の 

独自性のこと。 

 

（２）周辺業務の整理・統合（機器販売事業、ＥＣ事業等） 

これまで手掛けてきた子会社等周辺業務を再度見直し、整理・統合を行うことによ 

って経営の効率化を図ります。また、不採算事業からの撤退と社外経営資源の活用に 

よりグループ事業再編を図ります。 

現在、当社における子会社等周辺業務は、機器販売事業、EC・マーケティング事業 

及びその他事業に分かれます。 

機器販売事業では、トナーカートリッジの販売及びお客様の経費削減に繋がるご提 
案やサポートを行っております。機器販売事業については、東京と大阪に分かれてい 
た拠点を昨年９月より、取扱高の多い大阪のみを事業拠点と致しました。現在は事業 
拠点の集約化により業務の効率化が図られております。事業の現況と致しましては割 

安商材の効率的な仕入を実現しており、販売面では顧客との関係を強化するとともに 

クレーム率の圧縮に努め、間接コストの削減を図っております。また、機器販売事業 
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は業界におけるプライスリーダー的なポジショニングで取組んでおりますので景気に 
大きく左右されることはありません。しかし、当事業におきましては利益率が低く、 

資金効率が悪化しており、加えて今後、競争激化、低採算が見込まれるため、事業の 

継続を抜本的に見直していく考えでございます。なお、前期まで行っていた、大和工 

業（株）関連の部材販売については、同社の破綻により当期から中止しております。 

ＥＣ・マーケティング事業では、子会社において事業展開を行っております。 

(1)㈱フォリアルにおきましては、従来、健康・美容関連商品の販売を QVC で行ってお 

りましたが、それら通販番組への依存度を下げ、全国ドラッグストア 6,000 店とのネ 

ットワークを持つ企業との提携を強化し、現在、拡販を図っております。QVC に事業集 

中していたことによるノウハウの蓄積・経験や他社商品企画開発の実績及び業界認知 

のある㈱フォリアルと、健康食品業界での圧倒的認知度と迅速な商品開発力、通販を 

主体とする OEM 供給実績のある提携企業との融合により、HBC（Health Beauty Care） 

マーケットにおいて店舗や通販のチャネルを知り尽くしたエキスパート集団となり、 

各チャネルの特性に応じて何をどうやって売るかを追求することにより、高品質かつ 

話題性のある商品を供給する新生フォリアルを目指します。具体的には①販売チャネ 

ルの多様化②商品の多様化③各担当者のエキスパート化を行います。また、後述致し 

ます２つのポータルサイトとの連携により、売上拡大を図ります。 

(2)ウーマン・ジャパン㈱におきましては、５万人の女性会員を抱えるサイトを運営し 

ておりましたが、平成 20 年１月 31 日付適時開示させて頂きました通り、グループ事 

業再編の一環と致しまして株式を譲渡させて頂きました。 

(3)サイバーリンクトランスデジタル㈱におきましては、IT 関連商品を EC 販売してお 

りましたが、こちらもグループ事業再編の一貫として平成 19 年４月に株式を譲渡済で 

ございます。 

(4)キムラヤネット㈱におきましては、総合小売業であります㈱キムラヤセレクトとの 

提携で EC 事業を行ってまいりましたが事業採算悪化のため、こちらも平成 19 年７月 

に株式を譲渡済でございます。 

その他事業は、婦人服販売事業、衛星放送事業に分かれます。 

(1)㈱ピー・ジー・エムにおきましては婦人服販売を行っております。当期首時点にお 

きまして全国 13 店舗において事業展開しておりましたが、そのうち不採算３店舗を閉 

鎖し、さらに当期中に５店舗（中目黒店・柏店・仙台店・桑名店・藤沢店）を閉鎖及 

び一部事業譲渡する予定であります。これは店舗数を５店舗という 小限にとどめ、 

事業拠点も全国主要都市に特化することにより、店舗を再構築し、統制範囲を狭め、 

業種特有のスピードにより早く対応できるよう意思決定速度を速め、市場シェア拡大 

よりも利益追求型企業を目指すという目的によるものです。また、従来、千葉と名古 

屋にございました倉庫を２月末までに整理統合し、物流倉庫を１箇所に集約すること 

により、事業縮小による業務効率化を図り管理コストを 小限に抑えます。また、『神 

戸コレクション 2008 SPRING/SUMMER』への出展に合わせブランドの増加（新ブランド 

『Sweeml』）を立ち上げ、さらに、事業コンセプトを従来の古着（『Per Gram Market』） 

中心から、新作（『Expedition Mood』）にブランド転換を行い、客単価の向上に努めて 

おります。また、今春のビックイベントとして、国内有名ファッションショー『神戸 

コレクション 2008 SPRING/SUMMER』への出展が決まり、これをきっかけに、新規購買 

層として 25～30 歳前後の女性層を取込み、知名度の向上・差別化集中戦略(*2)を図り 

ます。 
＊2:全市場を販売ターゲットとするのではなく、市場を細分化し、自社の特徴に合った一部のセグメントに焦点を 

あて、その市場において差別化の面もしくはコストの面で優位に立つ戦略。 

 

(2)メディア 241㈱におきましては放送事業を行っております。現在、衛星放送スカイ 

パーフェクトＴＶの中で、無料の番組放送（ハッピー241ch）を行っています。番組放 

送の中でも、地方競馬（園田競馬）の実況放送、看護専門学校の通信講座、北海道ば 

んえい競馬の実況放送、日本文化チャンネル桜『防人の道 今日の自衛隊』など、非 
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常に特色のある番組を提供しております。また、平成 20 年１月には、四国・九州アイ 
ランドリーグ所属の徳島インディゴソックス球団株式会社の公式戦試合中継に関する 
専任専属放映権を獲得致しました。今後も同社はスポーツ振興による地方活性化や社 
会健全化に協力しし、徳島インディゴソックス球団の公式戦試合中継を積極的にサポ 
ート致します。さらに、従来は、番組知名度の低さにより、広告収入による売上が低 

迷しておりましたが、大手広告代理店との提携により、大幅な事業改善が可能となり 

ました。具体的には従来の時間単位の放送収入依存型から、自らスポンサーを集め、 

番組コンテンツを他局に販売する事業展開を行います。広告収入の増加により、来期 

より大幅な売上増加を予定しております。 

これらの子会社等周辺業務につきましては、基本的に不採算部門の撤収、事業モデ 

ルの変更、提携企業との関係強化等引続き事業の見直しを行ってまいります。 

 

（３）新規事業への取組方針の変更 

企業としての成長戦略を明確化し、新規事業については関連多角化(*3)に特化し、業 

種的な拡散を避け、事業採算の確保・拡大に努めます。従来、行ってまいりました新規 

事業では、業種的な関連性が低く非常に特殊な事業業種でありました。そのため、適材 

適所の人材確保も難しく、事業環境の変化に大きく左右され、結果として計画通りの効 

果を達成することができませんでした。こうした過去の反省に立ち、今後、新規事業へ 

の参入に際しては、業種的な拡散を避け、既存事業関連への新規参入に限定し、投資額 

も低く抑え投資効率を重視致します。新規事業の具体例と致しましては、社団法人企業 

福祉共済総合研究所の会員（登録会員数：全国 368 団体）向けのポータルサイト運営や 

中国 大のラジオ局中国中央人民ラジオ局（中国中央人民広播電台）が公認するポータ 

ルサイトである VOICE OF CHINA の運用を行っており、コンテンツの整備を行ってお 

ります。また、今後、利用者の増加が予想される「セカンドライフ」市場へ進出すべく、 

決済システムの受託を行っております。当事業については初期投資額が少なく、社外の 

各ネットワークや人脈を活用し、長期的な事業として捉え、収益化を図ってまいります。 
＊3:既存事業との関連性の高い事業に、事業展開を行うこと。 

 

（４）財務体質の強化 

 現在、当社におきましては過去の投融資による損失計上により、財務体質は悪化して 

いる状況です。 近３ヵ年の増資による資本増強に伴い一時的に自己資本比率は高まり 

ましたが、その反面、株主構成に安定性を欠き、その結果株価は下落するという、財務 

状況と株価が悪循環に陥っている状況でございます。 

当社の緊急課題と致しましては、不採算事業からの撤退を含め事業再編を図るととも 

に、過去の投融資の整理・回収に努めます。また、早急に有利子負債を圧縮することに 

より財務体質の強化を行い、同時に増資等による資本の増強により自己資本比率を上げ、 

強固な財務体質を目指します。具体的には、平成 19 年９月期には 45.7％であった有利 

子負債及び社債比率を平成 20 年９月期には 10％程度にまで下げることを目標とし、資 

産の整理及び有利子負債の圧縮を進めます。 

   現在の当社キャッシュフローの状況としましては、本業でありますシステム開発事業 

につきましては収益及びキャッシュフローともに好転してまいりましたが、連結子会社 

の収益低迷に伴う営業キャッシュフロー状況の悪化、有利子負債返済による財務キャッ 

シュフローの逼迫があります。このような悪循環を断ち切り、これ以上の純資産の棄損 

を回避し上場を維持するためにも、資本を再度充実させて頂いた上で、早期に社債の償 

還・有利子負債の返済等を行い、新経営方針による事業計画を軌道に乗せ、本業による 

早期の業績回復を達成することが、株主様及び投資家の皆様に報いる唯一の手段である 

と考えております。なお、今回のファイナンスによる資金調達のうち、過半をこうした 

財務構成を是正するための資金使途とさせて頂いております。以上の理由により、早急 

なる財務体質の強化が必須でございます。 
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（５）人材の確保と育成 

当社は人的資源管理において「人材＝人財」との観点でその確保と育成に努めており 

ます。特に高度のスキルをもった PM・SE 及び営業人員は、経営方針に沿った事業を達 

成するための柱であり財産です。将来を見据えた人材確保のために、積極的に経営資源 

を投入してまいります。当社がこれまで以上の発展を成し遂げるために、人材の確保と 

育成は当社の緊急かつ 重要な課題の一つと認識しております。これを解決するために、 

管理本部内に人材開発室を新設し、機動的な人材政策を実施してまいります。人材コン 

サル会社との連携を強化する他、IT 関連の協力会社との関係強化を推進してまいります。 

エンジニア、営業スタッフ、管理スタッフのスキルアップについては、管理職の重要課 

題として人事考課の比重を高め、一方で、モチベーションを高める施策を講じていきま 

す。管理面での強化としては、内部統制、Ｊ－ＳＯＸ対応等社会的ニーズは高まってお 

り、上場会社として必須の条件であると認識しております。具体策として①プライバシ 

ー・マーク対応の専任者の設置②外部顧問に内部統制・監査理論専門の大学教授を専任 

したこと等を行ってまいりました。今後はこうした内部・外部リソースを活用しながら 

管理面の強化を図り、上場企業として強固な内部管理体制を構築致します。 

 

          以上 


