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平成 20 年２月 15 日 

各    位 

会 社 名   トランスデジタル株式会社 

代表者氏名  代表取締役社長 後藤 幸英 

（JASDAQ・コード番号：９７１２） 

問合せ先     管理本部長  鈴木 康平 

電話番号     ０３－６８５８－２１００    

 

最近３ヵ年のエクイティ・ファイナンスの結果について 

 

Ⅰ．総括 

当社は創業以来 40 年にわたり、情報処理サービス業務を基軸に事業展開を図ってまい 

りました。この間、大手テーマパークの大型システム開発を手掛ける等、独立系システ 

ム会社としての地歩を固め、平成元年、店頭市場に株式を公開致しました。 

情報サービス業界全体の傾向と致しましては、企業のアウトソーシングの進展や好調な 

企業収益を背景に旺盛な IT 関連設備投資などから堅調に推移する一方、需要拡大に伴う 

技術者不足が慢性化の傾向にあり、人材の確保と育成は経営の重要課題となっております。 

このような状況の中、当社におきましては、近年、多額の資本を増強させて頂き、その 

 都度株主様にご理解、ご支援を頂戴してまいりました。 

しかし、その一方でシステム開発以外の投資事業等の多角化を図り、必ずしも計画通り 

に事業が運ばず、結果として多額の損失を計上し株主様を始め投資家の皆様方のご期待に 

応えられなかったことは、誠に遺憾に思う次第でございます。 

こうした過去の反省点を十分にふまえ、新たな中期事業計画の策定が必至であると考え 

ましたが、まず、過去の当社ファイナンスにおける使途結果を、業績への影響等も踏まえ 

再度ご報告申しあげます。 

当社は、最近３ヵ年において、計４回にわたり合計 7,500 百万円の資金をエクイティ・ 

ファイナンスにより調達致しました。これらは、いずれも予定通り新規事業及び負債圧 

縮等に充当してまいりました。特に新規事業には、本業であるシステム開発事業の競争 

激化もあり不振であったことから、積極的に推進してまいりました。 

しかしながら、結果として実績を残すことができず、多額の損失を計上するに至りま 

した。その使途結果及び原因分析についてご報告申しあげます。 
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Ⅱ 最近３ヵ年ファイナンス状況と具体的使途についてのご報告 

１．平成 16 年 11 月 12 日 第三者割当による新株式発行および新株予約権発行 

【調  達  額】5,059 百万円 【当初資金使途】 【資金充当状況】

Ａ① 発行諸費用 254 百万円 247 百万円

Ａ② 人材確保、社員教育、コンピューター設備

投資等システム開発事業の体制整備 
800 百万円 0百万円

Ａ③ 販売用ソフトウェア開発資金 1,000 百万円 0百万円

Ａ④ 機器販売事業の体制整備資金 500 百万円 0百万円

Ａ⑤ 新規事業拡大による事業運転資金 2,506 百万円 4,997 百万円

  機器販売事業 150 百万円

  IT セキュリティ事業 287 百万円

  EC・マーケティング事業 312 百万円

  投資事業 3,510 百万円

  その他事業 738 百万円

合 計 5,059 百万円 5,244 百万円

［資金充当内訳］ 

Ａ①：平成 17 年３月期において、新株式発行手数料 150 百万円を資金充当しております。 

仲介手数料 70 百万円を資金充当しております。また、登録免許税等その他費用 27 

百万円を資金充当しております。 

Ａ②：当初資金使途予定として、計画しておりましたが資金充当致しませんでした。 

Ａ③：当初資金使途予定として、計画しておりましたが資金充当致しませんでした。  

Ａ④：当初資金使途予定として、計画しておりましたが資金充当致しませんでした。 

Ａ⑤：平成 17 年３月期において、株式等投資資金 710 百万円を充当致しました。 

［内訳：シージーワークス・インターナショナル㈱（現子会社㈱ティーディー・セキ 

ュリティ）10 百万円、フォリアルホールディングス㈱（旧子会社ウーマン・ジャパ 

ン㈱）300 百万円、キムラヤネット㈱（旧子会社）関連ファンド 400 百万円］ 

 

平成 18 年３月期において、株式等投資資金 2,800 百万円を充当致しました。 

［内訳：大和工業㈱（旧持分法適用会社）2,013 百万円、アドバンストアイ㈱（旧持分 

法適用会社）157 百万円、サイバーリンクトランスデジタル㈱（旧子会社）120 百万 

円、小杉産業㈱510 百万円］ 

 

平成 18 年３月期において、事業基盤強化及び運転資金として 1,487 百万円を貸付て 

おります。 

［内訳：シージーワークス・インターナショナル㈱172 百万円、大和工業㈱150 百万円、 

㈱フォリアル（現子会社）160 百万円、㈱ティーディー・セキュリティ（現子会社） 

115 百万円、フォリアルホールディングス㈱152 百万円、㈱ピー・ジー・エム（現子 

会社）338 百万円、事業提携会社 400 百万円］ 

 

［効    果］ 

Ａ②：システム開発事業 当初、本業であるシステム開発事業に資金充当する予定でござ 

いましたが、新規事業拡大による事業運転資金への資金充当を優先したため、シス 

テム開発事業の体制整備に資金を充当し、改善するに至りませんでした。平成 17 年 

３月期において、IT セキュリティ事業と EC・マーケティング事業という、２つの新 

しい事業を同時に拡大致しました。これら事業への資金充当は既存事業である、シ 

ステム開発事業とのシナジー効果を見込んでの資金充当でしたが、既存のシステム 

開発事業自体への資金充当は見送りとなりました。 
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Ａ③：システム開発事業 平成 18 年３月期において、販売用ソフトウェア開発資金とし 

て、本業であるシステム開発事業に資金充当する予定でございましたが、セキュリ 

ティソフトウェア開発業務を子会社である㈱ティーディー・セキュリティへ事業移 

管したため、当資金使途に関しましては、Ａ⑤に記載の IT セキュリティ事業への運 

転資金の貸付という形での資金使途となりました。 

Ａ④：機器販売事業 機器販売事業につきましては、スケールメリット（需要拡大）の追 

求に限界があり、利益追求型事業への改善のための体制整備資金として計画してお 

りましたが、事業内の既存の内部環境を改善することにより、利益計上体質とする 

ことが可能であったため、当ファイナンスによる資金充当は見送りました。平成 18 

年３月期には営業利益 28 百万円、平成 19 年３月期には営業利益 62 百万円を計上致 

しております。 

Ａ⑤：機器販売事業 IT ｾｷｭﾘﾃｨ事業 EC･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業 投資事業 その他事業 

新規事業に対する貸付につきましては、不本意ながらその後の事業整理及び多額の 

引当金計上による特別損失計上により、業績悪化の主たる原因となってしまいまし 

た。 
＊記載上、株式等投資資金に関しましては、投資事業として区分致しております。 

 

２．平成 18 年８月 30 日 第三者割当による新株予約権発行および転換社債発行 

【調  達  額】540 百万円 【当初資金使途】 【資金充当状況】

Ｂ① 発行諸費用 60 百万円 15 百万円

Ｂ② 借入金返済 180 百万円 392 百万円

  対金融機関借入返済 392 百万円

Ｂ③ IT セキュリティ事業、EC・マーケティン

グ事業、事業基盤強化のための資金 
300 百万円 134 百万円

  IT セキュリティ事業 59 百万円

  EC・マーケティング事業 65 百万円

  投資事業 10 百万円

合 計 540 百万円 541 百万円

なお、当新株予約権につきましては予約権の行使がなされず、予定しておりました十分な

調達ができませんでした。また、本転換社債は、株価低迷により株式転換されておりませ

ん。 

［資金充当内訳］ 

Ｂ①：平成 19 年３月期において、発行手数料 5百万円を資金充当しております。仲介手数 

料 10 百万円を資金充当しております。 

Ｂ②：平成 19 年３月期において、金融機関に対する借入金の返済資金 392 百万円を充当し 

ております。 

Ｂ③：平成 19 年３月期において、株式等投資資金 10 百万円を充当致しました。 

［内訳：キムラヤネット㈱10 百万円］ 

 

平成 19 年３月期において、事業基盤強化及び運転資金として 124 百万円を貸付て 

おります。 

［内訳：㈱ティーディー・セキュリティ 59 百万円、キムラヤネット㈱５百万円、サイ 

バーリンクトランスデジタル８百万円、㈱フォリアル 52 百万円） 

 

［効    果］ 

Ｂ②：財務状況 財務状況改善目的に充当致しました。借入金の返済に充当したことによ 

り、有利子負債が 392 百万円減少し、1,446 百万円となりました。総資産に占める割 

合が 26.9％となり、支払利息の減少が見込まれます。 
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Ｂ③：投資事業 株式等投資資金のうち、キムラヤネット㈱に関しましては平成 19 年７月 

に株式を譲渡済です。 

貸付債権につきましては、全額不良債権状態であり特別損失として引当金計上致し

ました。 

 

３．平成 19 年１月 26 日 第三者割当による新株式発行および新株予約権発行 

【調  達  額】1,031 百万円 【当初資金使途】 【資金充当状況】

Ｃ① 発行諸費用 75 百万円 41 百万円

Ｃ② 借入金返済 500 百万円 42 百万円

  対金融機関借入返済 42 百万円

運転資金 951 百万円
機器販売事業 124 百万円

IT セキュリティ事業 27 百万円

EC・マーケティング事業 100 百万円

Ｃ③ 

 

投資事業

456 百万円

700 百万円

合 計 1,031 百万円 1,034 百万円

［資金充当内訳］ 

Ｃ①：平成 19 年３月期において、新株式発行手数料 25 百万円を資金充当しております。 

仲介手数料 12 百万円を資金充当しております。また、登録免許税等その他費用４百 

万円を資金充当しております。 

Ｃ②：平成 19 年３月期において、金融機関に対する借入金の返済資金 42 百万円を充当し 

ております。 

Ｃ③：平成 19 年３月期において、事業基盤強化及び運転資金として 951 百万円を貸付てお 

ります。 

［内訳：㈱ティーディー・セキュリティ 27 百万円、大和工業㈱124 百万円、ジェイ・ 

ブリッジ㈱100 百万円、㈱フォリアル 100 百万円、不動産事業における業務提携先 

600 百万円］ 

 

［効    果］ 

Ｃ②：財務状況 財務状況改善目的に充当致しました。借入金の返済に充当したことによ 

り、有利子負債が 42 百万円減少し、1,404 百万円となりました。総資産に占める割 

合が 25.9％となり、支払利息の減少が見込まれます。 

Ｃ④：投資事業 貸付債権のうち、ジェイ・ブリッジ㈱に対する貸付けに関しましては、 

回収済でありますが、それ以外の貸付債権につきましては不良債権となっており、 

一部回収見込のある金銭債権を除き、引当金計上しております。 

 

４．平成 19 年３月 30 日 第三者割当による新株式発行 

【調  達  額】1,100 百万円 【当初資金使途】 【資金充当状況】

Ｄ① 発行諸費用 55 百万円 50 百万円

Ｄ② 借入金返済 300 百万円 175 百万円

  対金融機関借入返済 135 百万円

  対事業提携先借入返済 40 百万円

Ｄ③ 運転資金 500 百万円 550 百万円

  投資事業 550 百万円

Ｄ④ 内部留保 245 百万円 300 百万円

  投資事業 300 百万円

合 計 1,100 百万円 1,075 百万円
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［資金充当内訳］ 

Ｄ①：平成 20 年３月期において、新株式発行手数料 30 百万円を資金充当しております。 

仲介手数料 15 百万円を資金充当しております。また、登録免許税等その他費用５百 

万円を資金充当しております。 

Ｄ②：平成 20 年３月期において、金融機関に対する借入金の返済資金 135 百万円を充当し 

ております。また、事業提携先に対する借入金の返済資金 40 百万円を充当しており 

ます。 

Ｄ③：平成 20 年３月期において、不動産の取得として 550 百万円を充当しております。 

Ｄ④：平成 20 年３月期において、機器販売事業における大和工業㈱関連の保証債務の支払 

に 300 百万円を充当しております。（資金使途の性質から投資事業に区分致します。） 

［効    果］ 

Ｄ②：財務状況 財務状況改善目的に充当致しました。借入金の返済に充当したことによ 

り、有利子負債が 175 百万円減少し、1,330 百万円となりました。総資産に占める割 

合が 45.7％となり、支払利息の減少が見込まれます。 

Ｄ④：投資事業 当初、内部留保目的資金でありましたが、平成 20 年３月期において、 

機器販売事業における資本提携先であった大和工業㈱が、平成 19 年４月に民事再生 

手続の申請を行ったため、同社保証債務の支払に充当致しました。これは、同社の仕 

入先等に対する支払債務を、当社が支払保証していたために発生したものです。 

 

Ⅲ 業績面における効果と株価への影響 

１．業績面における効果 

（１）平成 17 年３月期 

資金投下により既存事業活性化や新規事業（IT セキュリティ事業・ＥＣマーケ

ティング事業）を立上げ、体制整備のためのＭ＆Ａを実行致しましたが、それらの

新規事業は着手したばかりであり、事業活性化初年度ということもあり十分な結果

を出すことができませんでした。しかし、余剰資金の運用により、８期ぶりの黒字

化（当期純利益 113 百万円）を達成致しました。 

セグメント 資金充当状況 売 上 高 営 業 利 益 

システム開発  1,000 百万円 △52 百万円

機器販売  2,076 百万円 △8百万円

その他 Ａ⑤ 710 百万円 731 百万円 684 百万円

連結合計  3,807 百万円 373 百万円

システム開発事業では、自社パッケージの開発、自社運営 WEB サイト開発などの 

自社商品開発に注力し、またアンケート集計業務などのデータ処理業務により売 

上高 1,000 百万円（前年同期比 454 百万円の減収）、営業損失は 52 百万円（前年 

同期比 193 百万円減益）となりました。 

機器販売事業では、新規市場の開拓、取扱商品の充実、購買チャネルや在庫管 

理システム等の改善を行い売上高 2,076 百万円（前年同期比 265 百万円の減収）、 

営業損失は８百万円（前年同期比 11 百万円減益）となりました。 

 その他事業では、IT セキュリティ事業を新規開始致しました。また、未投下の 

第三者割当余剰資金の運用として買取債権を回収し計上した結果、売上高 731 

百万円（前年同期比 718 百万円の増収）、営業利益は 684 百万円（前年同期比 702 

百万円増益）となりました。 

 

（２）平成 18 年３月期 

資金投下により、既存事業の売上増加や利益改善が図られました。前年度に着手

致しました新規事業については売上増加致しましたが、利益を獲得する段階にまで

は至りませんでした。投資事業によるキャピタルゲインなどで前期と同程度の経常
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利益を計上致しましたが、2,668 百万円の特別損失を計上し当期純損失となりまし

た。 

セグメント 資金充当状況 売 上 高 営 業 利 益 

システム開発  1,213 百万円 △2百万円

機器販売 Ａ⑤ 150 百万円 2,256 百万円 28 百万円

ITセキュリティ Ａ⑤ 287 百万円 86 百万円 △82 百万円

EC・マーケティング Ａ⑤ 312 百万円 589 百万円 △247 百万円

投資事業 Ａ⑤ 2,800百万円 1,338 百万円 1,126 百万円

その他 Ａ⑤ 738 百万円 117 百万円 △73 百万円

連結合計  5,600 百万円 267 百万円

システム開発事業では、機動力の向上、受注体制の拡大を目指して、同業者と 

の協業体制を進めるとともに営業スタッフを増強し、大型案件への受注体制の構 

築を致しました。これらにより、売上高 1,213 百万円（前年同期比 213 百万円の 

増収）、営業損失は１百万円（前年同期比 50 百万円増益）となりました。 

機器販売事業では、不採算拠点の整理による利益の計上、ＥＣ・マーケティン 

グ事業との連携による仕入ルートの見直しにより、利益率の向上に努めました。 

また、大和工業㈱向け部材の供給を行い、機器部材の受注を開始致しました。こ 

れらにより、売上高 2,256 百万円（前年同期比 180 百万円の増収）、営業利益は 28 

百万円（前年同期比 36 百万円増益）となりました。 

     IT セキュリティ事業では、当社の将来の主力事業に成長させるべく、意思決定 

の迅速化と事業効率化を目的として、当社のセキュリティ事業を子会社である㈱ 

ティーディー・セキュリティへ事業移管致しました。これらにより、売上高 85 百 

万円（前年同期比 85 百万円の増収）、営業損失は 82 百万円（前年同期比 82 百万 

円減益）となりました。 

EC・マーケティング事業では、既存事業である機器販売事業の主力であるトナ 

ー販売の販売チャネルとして自社Ｗｅｂサイトの構築、マルチメディア関連パッ 

ケージソフトのＷｅｂ販売を行うサイバーリンクトランスデジタル㈱の子会社化、 

㈱キムラヤセレクトと共同でキムラヤのＷｅｂサイトの運営を行うキムラヤネッ 

ト㈱を設立致しました。これらにより、売上高 589 百万円（前年同期比 589 百万 

円の増収）、営業損失は 247 百万円（前年同期比 247 百万円減益）となりました。 

投資事業では、小杉産業㈱の第三者割当増資の引き受けや、有価証券・不動産 

等によるキャピタルゲインにより、売上高 1,337 百万円（前年同期比 606 百万円 

の増収）、営業利益は 1,126 百万円（前年同期比 442 百万円増益）となりました。 

その他事業では、㈱ピー・ジー・エムが衣料品の小売販売を行っており、売上 

高 116 百万円（前年同期比 116 百万円の増収）、営業損失は 72 百万円（前年同期 

比 72 百万円減益）となりました。 

 

  ＜平成 18 年３月期の特別損失について＞ 

資金充当 項      目 金 額 

― 債権売却損 1,590 百万円

Ａ⑤ 貸倒引当金繰入額 423 百万円

Ａ⑤ 投資有価証券評価損及び売却損 195 百万円

― 固定資産除却損 115 百万円

― その他特別損失 345 百万円

過去に保有していた金銭債権の売却による損失や、IT セキュリティ事業の海外拠

点の一部閉鎖に伴う貸付債権の引当金計上など、特別損失を 2,668 百万円計上し、当

期純損失は 2,235 百万円となりました。 
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（補 足）資金充当欄に記載致しました実際の資金使途（例：Ａ⑤）は、各特別損失項目の発生事由の一部 

です。よって、資金使途の合計金額と、特別損失金額の合計が必ずしも一致するとは限りません。 

また、資金充当（キャッシュフロー）と損失計上（損益計算）の期間帰属のずれ等の理由により、 

必ずしも資金充当金額と損失計上額が一致するとは限りません。 

 

（３）平成 19 年３月期 

システム開発事業及び機器販売事業においては事業基盤が確立され、順調に回復

してまいりましたが、持分法適用会社でありました大和工業㈱及びＩＴセキュリテ

ィ事業において大幅な損失を計上致しました。また、ジェイ・ブリッジ㈱とのシナ

ジー効果を目指して投資してきた案件が不良債権化し、新規事業も計画通り進まず、 

5,110 百万円もの多大なる特別損失を計上致しました。当社にとっての大きな転換 

期ととらえ、経費削減、人員整理、事業縮小、子会社売却及び不良債権処理等大 

幅な方向転換を図りました。 

 

セグメント 資金充当状況 売 上 高 営 業 利 益 

システム開発  1,306 百万円 158 百万円

機器販売 Ｃ③ 124 百万円 2,570 百万円 62 百万円

ITセキュリティ 
Ｂ③ 

Ｃ③ 

59 百万円

27 百万円
148 百万円 △244 百万円

EC・マーケティング 
Ｂ③ 

Ｃ③ 

65 百万円

100 百万円
753 百万円 △10 百万円

投資事業 
Ｂ③ 

Ｃ③ 

10 百万円

700 百万円
297 百万円 8百万円

その他  751 百万円 △201 百万円

連結合計  5,827 百万円 △603 百万円

システム開発事業では、情報システムの調査分析からプログラム設計、プログ 

ラム制作及び調査集計・分析サービスを行っております。当事業においては、機 

動力の向上、受注体制の拡大を目指して、同業他社との協業体制を進めるととも 

に品質管理、プロジェクト採算管理、技術教育の推進を図ることにより、利益率 

の向上や大型案件への受注体制を構築しました。これらにより、売上高 1,306 百 

万円（前年同期比 93 百万円の増収）、営業利益は 157 百万円（前年同期比 158 百 

万円増益）となりました。 

機器販売事業では、プリンターのトナー販売に加えてパチンコ遊技機メーカー 

である大和工業㈱に対する機器部材の供給業務を行いました。しかし、大和工業 

㈱への部材の供給につきましては、取引先の遊技機形式認定の遅れ、出荷後のト 

ラブル等の理由により大幅に計画未達となり、資金援助の必要性や売掛金がの回 

収不能となり、事業の撤退を進めました。これらにより、売上高 2,570 百万円（前 

年同期比 314 百万円の増収）、営業利益は 62 百万円（前年同期比 34 百万円増益） 

となりました。 

     IT セキュリティ事業では、事業戦略を見直し、大幅な事業圧縮を行いました。 

その結果、売上高 148 百万円（前年同期比 63 百万円の増収）、営業損失は 244 百 

万円（前年同期比 162 百万円減益）となりました。 

EC・マーケティング事業では、自社Ｗｅｂサイトでのトナー販売、キムラヤネ 

ット㈱でのブランド品や家電製品の販売、サイバーリンクトランスデジタル㈱で 

のマルチメディア関連パッケージソフトの販売、ウーマン・ジャパン㈱及び㈱フ 

ォリアルでの健康食品・化粧品販売を行っております。これらにより、売上高 753 

百万円（前年同期比 164 百万円の増収）、営業損失は 10 百万円（前年同期比 237 

百万円増益）となりました。 
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投資事業では、有価証券・不動産投資等により、売上高 297 百万円（前年同期 

比 1,040 百万円の減収）、営業利益は８百万円（前年同期比 1,118 百万円減益）と 

なりました。 

その他事業では、㈱ピー・ジー・エムが衣料品の小売販売を行っておりますが、 

収益改善のため、大幅な資産・固定費の圧縮を行いました。また、メディア 241 

㈱がスカイパーフェクトＴＶのチャンネル「ハッピー241」による衛星放送チャン 

ネルの運営を開始致しました。これらにより、売上高 751 百万円（前年同期比 635 

百万円の増収）、営業損失は 200 百万円（前年同期比 128 百万円減益）となりまし 

た。 

   

   ＜平成 19 年３月期の特別損失について＞ 

資金充当 項      目 金 額 

Ａ⑤ 営業用投資有価証券評価損 915 百万円

Ａ⑤ 投資有価証券評価損 103 百万円

Ａ⑤Ｂ③Ｃ③ 貸倒引当金繰入額 907 百万円

Ａ⑤ 持分法による投資損失 2,045 百万円

Ａ⑤ のれん一括償却額 676 百万円

Ａ⑤ 関連会社株式売却損 63 百万円

― その他特別損失 401 百万円

上記特別損失 5,110 百万円の特別損失を計上し、当期純損失は 5,670 百万円とな 

りました。 
（補 足）資金充当欄に記載致しました実際の資金使途（例：Ａ⑤）は、各特別損失項目の発生事由の一部 

です。よって、資金使途の合計金額と、特別損失金額の合計が必ずしも一致するとは限りません。 

また、資金充当（キャッシュフロー）と損失計上（損益計算）の期間帰属のずれ等の理由により、 

必ずしも資金充当金額と損失計上額が一致するとは限りません。 

 

（４）平成 20 年３月期（中間期） 

前年度に引続き、当社グループは、既存事業における利益改善や、不採算事業の

売却、新規事業の育成に注力してまいりましたが、過去の投資案件や出資先・投資

先の業績不振等により、多額の損失を計上するに至りました。 

セグメント 資金充当状況 中間売上高 中間営業利益 

システム開発 649 百万円 108 百万円

機器販売 802 百万円 △23 百万円

ITセキュリティ 124 百万円 3百万円

EC・マーケティング 120 百万円 △50 百万円

投資事業 Ｄ③④ 850 百万円 48 百万円 △40 百万円

その他 307 百万円 △84 百万円

連結合計 2,053 百万円 △235 百万円

システム開発事業では、連結子会社の売却により売上高及び営業利益が減少し 

ております。当期中間売上高 649 百万円（前年同期比 94 百万円の減収）、当期中 

間営業利益は 108 百万円（前年同期比 47 百万円減益）となりました。 

機器販売事業では、前期まで行っていた大和工業㈱に対する機器部材の供給業 

務から完全に撤退した結果、売上高が減少致しました。トナー販売におきまして 

は、原油高による仕入コスト・運搬費用の増加による利幅の減少や、リサイクル 

トナー業界の特許権問題による経営環境の変化から利益率の低い純正品販売中心 

へのシフトを行わざるを得ず営業損失を計上致しました。これらにより、当期中 

間売上高 802 百万円（前年同期比 342 百万円の減収）、当期中間営業損失は 23 百 
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万円（前年同期比 42 百万円減益）となりました。 

     IT セキュリティ事業では、㈱ティーディー・セキュリティについては、引続き 

事業戦略を見直し、大幅な事業圧縮を行っております。しかし、英国子会社であ 

る LODOGA につきましては、セキュリティ診断・コンサルティング等の事業により 

利益計上体質となってきております。その結果、当期中間売上高 124 百万円（前 

年同期比 33 百万円の増収）、当期中間営業利益は３百万円（前年同期比 137 百万 

円増益）となりました。 

EC・マーケティング事業では、子会社であるウーマン・ジャパン㈱及び㈱フ 

ォリアルで通販番組やＷｅｂサイトを利用した健康食品・化粧品販売を行ってお 

ります。売上高の減少は広告規制の強化による事業環境の変化やサイバーリンク 

トランスデジタル㈱及びキムラヤネット㈱の売却によるものです。これらにより、 

当期中間売上高 120 百万円（前年同期比 277 百万円の減収）、当期中間営業損失は 

50 百万円（前年同期比９百万円減益）となりました。 

投資事業では、有価証券・不動産投資等により、当期中間売上高 80 百万円（前 

年同期比 50 百万円の増収）、当期中間営業損失は 40 百万円（前年同期比 39 百万 

円増益）となりましたが、今後、大幅な事業縮小を見込んでおります。 

その他事業では、㈱ピー・ジー・エムにつきましては引続き、大幅な資産・固 

定費の圧縮を行っております。また、メディア 241㈱につきましては、収益改善の 

ため、番組作成に向けた新たなスポンサー探しを行っております。これらにより、 

当期中間売上高 307 百万円（前年同期比 77 百万円の減収）、当期中間営業損失は 

84 百万円（前年同期比 49 百万円減益）となりましたが、今後の黒字化に向けた利 

益計画に基づく管理を徹底に行ってまいります。 

 

＜平成 20 年３月期（中間期）の特別損失について＞ 

項      目 金 額 

Ａ⑤ 投資損失引当金繰入 842 百万円

Ａ⑤ 投資有価証券評価損及び売却損 125 百万円

Ａ⑤Ｂ③Ｃ③ 貸倒引当金繰入額 663 百万円

Ａ⑤ のれん一括償却 9 百万円

― その他 574 百万円

上記特別損失 2,214 百万円の特別損失を計上し、当期中間純損失は 2,165 百万円 

となりました。 
（補 足）資金充当欄に記載致しました実際の資金使途（例：Ａ⑤）は、各特別損失項目の発生事由の一部 

です。よって、資金使途の合計金額と、特別損失金額の合計が必ずしも一致するとは限りません。 

また、資金充当（キャッシュフロー）と損失計上（損益計算）の期間帰属のずれ等の理由により、 

必ずしも資金充当金額と損失計上額が一致するとは限りません。 

 

２．株価に与えた影響 

    前述致しましたようにシステム開発事業以外の投資事業等の事業拡大に伴う運転

資金の増加により、資金繰りが悪化致しました。資金調達を行うものの、株式の希

薄化以上の業績向上が認められず、株価は下落致しました。新規事業・事業計画の

失敗による業績悪化・多額の特別損失計上等により、株価がさらに下落致しました。 

また、事業整理による運転資金・経費削減に努めるも、過去の事業拡大・投資に

おける不良債権処理等に追われ、更なるファイナンスが必要となる悪循環でありま

した。 
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Ⅳ．原因分析 

１．事業戦略の欠如～【投資事業】 

    投資事業につきまして、新規事業を企画するにあたり、当初事業戦略に深い考察

が欠如しておりました。事業多角型（集中的多角化(*1)・コングロマリット的多角化

(*2)）、既存事業とのシナジー(*3)追求型などの事業戦略のうち、企業としての事業戦

略を明確にできなかったことが原因の一つであると考えます。その結果として、貸

付先の与信及び財務状況のモニタリングが不十分でありました点につきましては深

く反省すべき点と考えております。 

 今後の対応策と致しましては、投資事業は大幅に縮小し、事業提携等についても 

当社の専門分野である事業範囲に特化します。大規模な事業多角化戦略は行わず、 

本業集中戦略をとります。また、金銭貸付等の与信管理につきましては、金額を問 

わず、起案部署に詳細な理由を提出させ、まずは経営会議に付議し、経営会議にお 

ける決議後、取締役会へと付議するという、決議プロセスを徹底致します。また、 

貸付後についても、貸付先の財務状況報告を定時取締役会での必須報告事項とし、 

定期的に回収可能性の確認を図ることにより不良債権化のリスクを最小限に抑えま 

す。また、このような決定プロセスを踏んでいるかどうかについては、コンプライ 

アンス委員会による定期的なモニタリングを実施することにより外部有識者による 

監視を行います。 
＊1:既存の産業と関連性のある産業に多角化していく多角化戦略のこと。 

＊2:企業が現在いる産業とは関連のない産業に多角化していく多角化戦略のこと。 

＊3:相乗効果のことであり、新規事業を行うとき既存の生産設備、販売経路、技術などを利用することによっ 

て得られる効果のこと。 

 

２．業種の拡散～【EC・マーケティング事業】【IT セキュリティ事業】 

    EC・マーケティング事業及び IT セキュリティ事業を、将来の当社の主力事業と位

置づけて活動してまいりましたが、各事業基盤確立及び事業連携に当初想定以上の

投資と時間を要し、現在まで安定した収益を確保するに至っておりません。ＩＴ事

業を主たるドメイン（事業領域）とする当社が他業種への多角化を図り、業種を手

広く拡げた際に事業基盤が分散してしまったため非効率となり、相互の関連性・シ

ナジー効果を得ることができませんでした。 

EC・マーケティング事業につきましては、当初一年以内の事業基盤確立及びチャ

ネル形成に努力しておりましたが、化粧品・健康食品の販売において、従来、広告

媒体として使用していたテレビ通販番組 QVC(*4)での広告規制等により計画の通りに

事業が進みませんでした。 

IT セキュリティ事業につきましては、日本国内及び英国内においてセキュリティ

診断・コンサルティング・周辺機器の販売等を行ってきましたが、日本国内におい

ては事業が多数乱戦業界であり、当社は後発参入であったため事業環境が悪く、さ

らなる事業展開が困難なことから、事業活動を余儀なくされました。 

今後の対応策と致しましては、『本業回帰』のもと、現況以上に業種が拡散するこ 

との無いように事業提携等に際には、経営会議に付議し、経営会議における決議後、 

取締役会へと付議するという、決議プロセスを徹底致し、コンプライアンス委員会 

による継続的なモニタリングを実施致します。また、既存の EC・マーケティング事 

業及び IT セキュリティ事業につきましては、来期においても依然として安定した利 

益計上型の事業基盤が確立されていないと当社取締役会において判断した場合、当 

該事業から撤退致します。今後は、事業案件採用時の決定プロセスの徹底と、１年 

以内に利益獲得型の事業基盤が確立されない事業案件からの撤退の判断の見極めを 

徹底致します。 
＊4:24 時間商品情報を配信しているＴＶショッピング専門チャンネルのこと。 

 

 

 

 



- 11 - 

３．産業環境の特殊性～【機器販売事業】 

機器販売事業のうちのひとつでありました遊戯機器製造・販売事業は、非常に特

殊分野であり新規参入する際に、参入コスト及びチャネルへのアクセス等の面にお

いて参入障壁が非常に高く、そのためリスクへの対応が遅れ、事業展開に厳しいも

のがありました。また、当該事業への参入の意思決定の際に、取締役会決議等によ

り合理的判断を踏まえ、事業計画を設定していたにも係らず、不動産市況の悪化や

不動産事業の信用縮小及び当時アライアンスパートナーであったジェイ・ブリッジ

株式会社の事業計画の変更により、計画外の資金需要が生じてしまったことも挙げ

られます。（ジェイ・ブリッジ株式会社は、当社の株式を平成 18 年９月に譲渡済で

ございます。） 

今後の対応策と致しましては、既述の通り、事業提携等に際には、経営会議に付 

議し、経営会議における決議後、取締役会へと付議するという、決議プロセスを徹 

底致し、コンプライアンス委員会による継続的なモニタリングを実施致します。さ 

らに、リスク管理不能な事業分野への参入防止策として、社内に当該事業に関する 

専門家がいない場合、もしくは当該事業に精通した社員を採用することが困難と判 

断した場合、リスク管理が不可能であると判断し、そのような事業には参入致しま 

せん。 

また、アライアンスパートナーに関しましては、販売、購買などの商取引、業務

の請負・委託、代理店契約、共同開発、技術支援、ライセンス、フランチャイズ、

OEM、M＆A、人材交流、共同ブランドの構築、業務提携というシナジーメリットを得

られる可能性がある反面、今回のようにアライアンスパートナーの事業計画に当社

事業計画を委ねる事になり、アライアンスパートナーに予測不能な事業環境変化が

生じた場合、当社がその変化に迅速に対応できない可能性が非常に高いというデメ

リットがあります。そのため、今後、当社においてはアライアンスパートナーは考

えておらず、上場会社として自らの事業計画に沿った形での、自立した経営を行っ

てまいります。 

 

４．経営資源の不足【その他事業】 

    その他事業につきましては、急速に事業を拡大したため、事業遂行に関わる人材

の確保が難しく、営業面と管理面で齟齬をきたしました。また、必要な運転資金の

供給も完全に充足できず、中途半端な状態で撤退せざるを得ないこともありました。 

今後の対応策と致しましては、事業展開と同時に人員確保も最重要点としてとら 

え、社内に当該事業に関する専門家がいない場合、もしくは当該事業に精通した社 

員を採用することが困難と判断した場合、リスク管理が不可能であると判断し、そ 

のような事業には参入致しません。 

 

５．定期的な検証の欠如【投資事業】 

 投資事業につきましては、特にファイナンスごとの投資効果の測定・検証が不十

分であり、事業転換のタイミングが図れず、損失の拡大と資金流出に繋がりました。 

今後の対応策と致しましては、投資事業は大幅に縮小致しますが、投資に限らず 

資金使途の際、綿密な事業計画を立て、継続的に事業の効果測定及び予実差異分析 

を行います。常に効果測定を行うことにより、事業転換の見極めを高め、１年以内 

に利益獲得型の事業基盤が確立されない事業案件からの撤退の判断の見極めを徹底 

致します。 

 

６．投資事業におけるリスク分析の不足【投資事業】 

投資事業については、評価損益が企業価値に直結するため、資金を最大限の企業

価値向上に活かすことが難しく、また、評価損による調達資金の毀損リスクが高い

点で、様々な配慮（安全性・流動性・規模等のバランス）に欠けていました。 

今後の対応策と致しましては、投資事業は大幅に縮小致しますが、投資事業に限 
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らず全ての案件において、資金使途の際に、事業開発室管理のもと綿密な事業計画 

を立て、内部外部の専門化の意見を取り入れ、経営会議に付議し、経営会議におけ 

る決議後、取締役会へと付議するという、合議決議を徹底致します。 
 

   上記にご報告させて頂きました通り、直近３ヵ年のファイナンスにつきましては、 

結果として、多大な損失を計上し企業価値を減少させることとなり、株主様を始め投 

資家の皆様方のご期待に応えることができずに、多大なるご迷惑をおかけ致しました。 

今後につきましては新経営体制の下、過去の経験を肝に銘じ、まずは株主様及び投 

資家様の信頼を取り戻すことを社員の共通認識とし、一日も早い業績回復のために社 

員一同邁進していく所存でございます。また、別途適時開示させて頂いております、 

今回の資金調達につきましては、過去の失敗を繰り返さぬよう業績回復に寄与すべく 

運営してまいります。 

今回の資金調達をもとに、本業回帰による業績回復を達成すべく中期経営計画を策 

定致しました。株主様及び投資家の皆様方におかれましては、中期経営計画にご理解 

を頂戴し、今後とも何卒ご支援頂けますよう宜しくお願い申しあげます。 

 

Ⅴ 今回のエクイティファイナンスにより調達する金額及び資金使途 

当社は国内における独立系 IT 企業として、創業以来 40 年間という長い歴史の中で

一貫して情報技術に携わり、これまで蓄積してきました情報サービス企業としてのノ

ウハウを生かし、「IT システムの開発」をコアに、コンサルティングやマーケットリサ

ーチ機能を担う「ナレッジサポート」、お客様の IT システムをテーラーメイド開発す

る「システムインテグレーション」をはじめとするソリューションのラインナップ変

革・強化を図り、企業価値の増大を努めてまいりました。 

しかし、ここ数年の新規事業の立ち上げや M＆Aによる事業領域の拡大による急激な

多角化及び本来の事業領域とは異なる有価証券や不動産への投資事業等を行ったため、

経営資源の分散や非効率化及び昨今の財務体質の悪化を招いてまいりました。 

当社と致しましては、本業である「システム開発事業」への回帰を積極的に推進し 

企業価値を増大していくためには、人材投資及びシステム基盤の整備が不可欠であり、 
現在の脆弱な財務体質の状況から、早期に資本増強による財務基盤を強化することが 
不可欠と考え、今回の新株予約権によるファイナンス実施を行うことを決定させて頂 
きました。 
今回の資金調達により、負債の圧縮及びキャッシュフローの改善を見込んでおりま 

す。まず、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 20 年３月期中間期には 45.7％であった有利子負債及び社債比率を平成 
21 年３月期中間期には 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。また、早急に収益構造の改善・見直しを行い、当期純利益が 

計上できるような健全な経営循環に転換し、本来の事業活動によって生み出すフリー 

キャッシュフローを計上できる事業体制を構築致します。 
ＩＴ企業として社会に貢献する当社にとって、人的資源は最大の経営資源です。当 

社はこれまで、お客様から「誠実であり実直」との評価を常に受けております。この 

ことにより取引先とのお付き合いも長年に亘ることが当社の強みであります。しかし、 

これまで業績の低迷により、多数の優秀な人材を失い、結果として経営の脆弱化を 

招きました。この過去の反省に基づき、本中期経営計画を遂行してまいります。今回 

のファイナンスの結果、『人材資源の充実→業績向上→企業価値の向上』という好循環 

を目指し、経営に邁進していく所存です。 

株主様及び投資家の皆様方におかれましては、何卒ご理解賜りますよう、お願い申 

しあげる次第でございます。 

 



- 13 - 

 １．調達する資金の額（差引手取概算額）  
1,900,000,000 円  
（手数料内訳：新株発行及び予約権行使手数料 60,000,000 円、アドバイザリー費

用 25,000,000 円、登録免許税 5,000,000 円、その他株券印刷費用等 10,000,000 円） 
上記の差引手取概算額は、新株予約権の払込金額の合計（第３回乃至第 12 回新株

予約権合計）と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計（第３回乃
至第 12 回新株予約権合計）とを合算して算出しております。なお、本新株予約権の
行使は新株予約権者の判断によるものであり、発行決議日現在において本新株予約
権の行使に際して払い込むべき金額の合計額および払込日は確定しておりません。 

また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合および当社が新株予
約権を取得した場合には、上記手差引取概算額は減少します。新株予約権というス
キームの性質上、割当予定先に行使されないというリスクがあります。しかし、割
当予定先でありますＴＤ投資事業組合との間において、当社の財務状況の強化の必
要性について十分協議を重ねた結果、ご理解を頂いた上での引受となっております。
当社が上場を維持し、当社の既存株主様の利益保護を図る上でも、下記、資金需要
は必須であると考えるため、本新株予約権が行使されないというリスクをヘッジす
るためにも、継続的に金融機関への融資交渉を進めてまいりたいと存じます。 

 

２．各支出予定項目については、下記、将来事業計画を予算化したものです。 

今回の新株予約権発行に係る手取概算額 19 億円の使途につきましては、(1)借入
金の約定返済および社債の償還による負債の圧縮による財務体質改善費用として 11
億円、(2)当社および関連子会社の事業強化資金・事業提携資金及び運転資金として
２億円、(3)本業であるシステム開発事業の基盤強化目的として６億円（人材採用・
育成費用 1.5 億円、システム開発事業基盤整備費用２億円、その他経常運転資金 2.5
億円）を予定しております。 
(2)につきましてはＥＣマーケティング事業等を営む子会社の再建と強化のため

の商品仕入及び商品開発費等として充当を予定しております。(3)につきましては、
人材採用と育成費用として 1.5 億円を計上します。これは優秀なプロジェクトマネ
ージャー・システムエンジニア・営業スタッフを採用する際に支払う手数料が含ま
れます。システム開発事業基盤整備費用とは、開発請負業務で使用する共通ベース
システムをあらかじめ自社開発しておくための費用です。共通ベースシステムを事
前に開発・更新しておくことにより、個別案件でのシステム再利用率を高め、効率
性及び収益性を上げます。また、その他経常運転資金とは、手元資金流動性を高め
る目的から計上しています。 

 

 （１）財務体質強化予算            1,100 百万円 

・平成 18 年８月 30 日発行の転換社債償還            500 百万円 

  ・銀行借入約定返済                                600 百万円 

財務体質強化予算の内訳は次のようになります。平成 18 年８月 30 日発行の転換社 

債 500 百万円については、これまでの株価低迷から株式への転換がなされておりませ 

ん。償還期日は平成 21 年８月 30 日ですが、期限前償還を行い、負債圧縮を図ります。 

銀行借入返済は、今後３ヵ年において予定されている借入金の返済であり、繰上げ返 

済を行うことにより支払利息を圧縮する予定です。 
なお、新株予約権というスキームの性質上、割当予定先に行使されないというリス 

クがあります。しかし、割当予定先でありますＴＤ投資事業組合との間において、当 
社の財務状況の強化の必要性について十分協議を重ねた結果、ご理解を頂いた上での 
引受となっており、当社と致しましては行使の可能性は高いと考えております。 
 

（２）周辺事業強化資金             200 百万円 

  ・子会社事業強化資金・事業提携資金            200 百万円 

連結業績の向上に貢献する事業に経営資源を集中することを前提として、周辺事業 

の再建と強化のための、事業提携資金及び運転資金として計上しております。具体的 

には、ＥＣマーケティング事業を営む㈱フォリアルの再建と強化のための商品仕入及 
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び商品開発等としての資金充当、その他事業における㈱ピー・ジー・エムの商品仕入 

代金、メディア 241㈱における衛星放送事業における番組制作費等への充当を予定して 

おります。 

 

（３）本業への回帰及び強化資金         600 百万円 

・人材採用、育成費用                   150 百万円 

 ・システム開発基盤整備費用                200 百万円 

 ・経常運転資金                      250 百万円 

人材採用と育成費用として、150 百万円を計上します。これは優秀なプロジェクトマ 

ネージャー（以下、PM）・システムエンジニア（以下、SE）・営業スタッフを採用する 

際に支払う手数料等が含まれます。 

 システム開発基盤整備費用とは、開発請負業務で使用する、共通ベースシステムを 

あらかじめ自社で開発しておくための費用です。システム開発基盤を事前にいくつか 

開発・更新しておくことにより、個別受注案件においてゼロから開発する必要が無く 

なり、当該共通ベースデータを使用することにより再利用が可能となります。また、 

個別受注案件に対しより機動的に対応可能となり、開発原価の削減により効率性及び 

収益率が上がります。 

仕入支払準備資金として、手元資金流動性を高める目的から経常運転資金を計上し 

  ています。 

 

   

         以上 


