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当社子会社における新規事業への進出に関するお知らせ 

 

 当社は、平成23年2月3日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ＡＢＣＯＭ

（旧株式会社フォトニクス・エンジニアリング）を通じて、電気通信機器賃貸借事業に進出する

ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

 

1. 事業開始の趣旨 

株式会社ＡＢＣＯＭ（以下、「ＡＢＣＯＭ社」といいます。)は、新たな収益源としてどのよ

うな分野が成長する可能性が高いかを調査し、特に成長の期待できる分野として電気通信機器

賃貸借事業を選定致しました。電気通信機器賃貸借事業を選定するにあたり、日本だけでなく

諸外国を含めてマーケティングを行い、とりわけ安定した売上の確保が見込めます CAT（Credit 

Authorization Terminal）事業への進出を選定することと致しました。 

 

ＣＡＴ端末のうちモバイル型決済端末の多くがデータ通信に利用しておりますＮＴＴドコ

モ社のＤｏＰa 通信サービスが 2012 年 3 月 31 日付けにてサービスが終了になることから、当

該端末の利用者はＦＯＭＡ通信型等の代替手段への切り替えが必要になります。モバイル端末

を導入している業界では代替手段への切り替えが必要になり、推定 70 万台程度のマーケット

が生まれます。このマーケットの一部の取り込みに参入したいと検討致しております。 

 

尚、ＡＢＣＯＭ社における太陽電池製造装置レーザースクライバー事業の今後につきましては、現

在検討中であり、当社及びＡＢＣＯＭ社において開示すべき事項が発生し次第お知らせさせていただ

く予定です。 
 

 

2. 新たな事業の概要 
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ＡＢＣＯＭ社にて新規事業を展開してまいります。 

 

（1） 新たな事業を開始する子会社の概要 

商 号  株式会社ＡＢＣＯＭ 

本店所在地  東京都新宿区西新宿 7-22-27 

代表者の役職・氏名 代表取締役 岩渕茂樹 

事 業 内 容  電気通信機器賃貸借業 

電気通信事業ならびに情報の処理および提供 

資本金の額  15 百万円 

   設立年月日        平成 17 年 12 月 27 日 

   事業年度末        6 月末日 

   純 資 産        △69 百万円 

   総 資 産        86 百万円 

   出 資 比 率        当社 100％ 

 

（2） 新たな事業の内容 

 ①市場動向について  

現在、国内のクレジットカードの発行枚数は、平成 22 年 3月末で、3億 2233 万枚と前年比 1.4％

の増加であり、成人人口比では、1 人当たり 3.1 枚所有している状況です。その決済金額も右肩

上がりの増加を示しています。 

クレジットカードも磁気方式に加え、ＩＣクレジットカードも発行されています。また、ポイン

トビジネスの発展により各店舗において顧客の囲い込みを目的に膨大な数のポイントカード等の

ハウスカードが発行されております。 

その他デビットカードや電子マネー系カード流通も始まるなど店舗においては、これら様々なカ

ードに対応するには、複数の端末を用意するなど、その対応において運用コストが高く、その処

理も複雑になっています。 

さらに、決済ビジネス市場の環境に以下の 2つの大きな変化が起こります。 

その第一が、2012 年 3 月 31 日にＮＴＴドコモ社の DoPa＊サービスが終了いたします。それにと

もない決済端末（モバイル型ハンディターミナル）の通信方式がより高速で、より安全な FＯＭ

Ａ網に変わります。したがって、現在のモバイル型ハンディターミナルに買い替え需要が発生し

ております。 

第二が、すでに欧米では、飲食・ショッピングにおいて、安全のため、顧客の席に決済端末もっ

て行くテーブルチャージが主流ですが、日本においては高級飲食店、高級ブランド販売店におい

ても、まだ据置型の決済端末がその多くを占めており、今後、ビジットジャパンプロジェクトに

よる外国人観光客の増加に際し、テーブルチャージをコモンセンスとする外国人とのトラブルは

避けなくてはいけない課題であると考えております。 

この 2 点が決済ビジネス市場の大きな環境変化としてＡＢＣＯＭ社ビジネスの背景となっており

ます。 

 

②事業戦略と収益モデル 

決済ビジネスには、ＷＥＢ系決済市場と端末型決済市場がありますが、ＡＢＣＯＭ社が参入す

る、端末型の決済市場においては、店舗においていかに導入のインセンティブを付けるかがポイ

ントです。店舗側は、コスト面と運用面でのメリットを追求いたします。 

そこで、コスト面では、ＡＢＣＯＭ社が端末代金を負担する事と通信コストがＦＯＭＡ仕様で現
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在利用されている機器の通信コストより約 60％ダウンする事で店舗側の負担を軽減いたします。

また協力を予定しているアクワイアリングエージェントが、通常のカード会社の支払いタイミン

グより早い決済提案を行います。 

運用面においては、ＡＢＣＯＭ社が契約を予定している国内ＣＡＴ端末製造メーカーの協力を得

て、利便性・携帯性・安全性・拡張性に優れた端末の提供を予定しております。 

 収益モデルとしては、ＡＢＣＯＭ社がＣＡＴ端末製造メーカーよりＣＡＴ端末を購入し、アク

ワイアリングエージェントへ貸出を行います。アクワイアリングエージェントは、ＣＡＴを店舗

に設置し、クレジットカードの利用料に応じた手数料収入を受け取ります。ＡＢＣＯＭ社へ、あ

らかじめ契約により定められた手数料率がアクワイアリングエージェントから支払われます。店

舗においてＡＢＣＯＭ社設置のＣＡＴ端末が利用されるごとにアクワイアリングエージェントに

手数料が支払われ、その中から契約により定められた手数料率がＡＢＣＯＭ社へ支払われＡＢＣ

ＯＭ社の売上として計上されます。 
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③ＡＢＣＯＭ社の事業活動及び戦略 

  ＡＢＣＯＭ社が進めるＣＡＴ事業は、今後日本国内においてますますのクレジットカード、

電子マネーの普及が期待されるなか、今後より一層キャシュレス化に対応した現代社会におい

て成長余地のある事業でございます。ＣＡＴ端末機器をクレジットカード利用率の高い加盟店

へ設置確保することにより安定的に手数料を確保できるビジネスモデルになっております。 

  安定的な手数料を確保するために、ＡＢＣＯＭ社としましてはアクワイアリングエージェン

トの加盟店の開発・維持をサポートしていきます。 

 

④リスク要因 

  リスク要因としては、ＣＡＴ端末の設置が予定通り進まずに在庫となるリスクがございま 

す。 
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 また、資金調達が予定どおりできない場合に、事業縮小のリスクがございます。 

  アクワイアリングエージェントと加盟店の開発・設置に関する取引基本契約及び

レンタル契約を締結する予定でありますが、同社との契約が締結できない場合には、

事業運営や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  ＣＡＴ端末機器をクレジットカード利用率の高い加盟店へ設置確保することにより安定的

に手数料を確保できるビジネスモデルになっておりますが、大きな景気後退により加盟店の業

績が低下した場合には、当社の手数料収入に重大な影響を及ぼす可能性がります。 

また、ＡＢＣＯＭ社設置のＣＡＴ端末の利用率が低下した場合手数料収入に重大な影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

（３）支出する額 

 当該事業を開始するにあたり、総支出額は、250 百万円を予定しております。一部マーケティ

ング費用は親会社である当社からの借り入れにより調達を行っておりますが、この事業に関して

賛同を頂いた投資家を中心としたプロジェクトファイナンスや借入等で資金調達を行う予定でご

ざいます。 

 

（４）日程 

 取締役会決議 平成 23 年 2 月 3日 

 アクワイアリングエージェント 

との契約予定日 平成 23 年 2 月下旬 

※レンタル契約及び取引基本契約書（加盟店舗の開拓及び設置） 

 端末購入予定日 平成 23 年 2 月下旬 

 事業開始予定日 平成 23 年 3 月上旬 

 

（５）今後の見通し 

 ＡＢＣＯＭ社におけるＣＡＴ事業開始により、ＡＢＣＯＭ社の業績にあたえる影響は、平成 23

年 6 月期、予想売上 30 百万円、経常利益１百万円とみております。平成 23 年 6 月期連結の業績

にあたえる影響については現在精査中であり分かり次第開示させていただきます。 

  

 

 

以  上 

  

  ＜用語説明＞ 

CAT 端末について 

Credit Authorization Terminal の略で、クレジットカードの信用照会端末機。レストラン

や洋服店などで見かけることが出来るクレジットカード決済端末機のことです。  

カード会社とＣＡＴ端末を設置した加盟店（レストランや洋服店）とが電話通信回線によ オ

ンラインで結ばれ、盗難紛失や有効期限切れカードのチェック、利用限度額のチェックなど信 

用状況をリアルタイムでチェックする CAT システム用の端末をいいます。 

利便性については、モバイル通信ですので当然煩わしい配線は不要です。また磁気カード・Ｉ

クレジットカード・デビットカード・ハウスカードにも対応可能、1 台でマルチなタスクがこ

なせます。携帯性は、プリンター内臓でバッテリー、ロール紙入れてもわずか３９８g 飲料水

500ml のペットボトルより軽く、サイズも 79（W）×167（H）×32（D）と片手で操作可能です。 
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安全性については、FOMA 網での通信ですので暗号化通信により漏洩の心配がありません。また

EMV レベル 2/PCI-PED を達成しており、CCT も認定取得予定です。拡張性では、オプションにて

Felica も対応可、領収書もそのまま端末で発行できます。また USB ポート搭載ですので、PC に

つないで、売上管理などが簡単に行えます。 

 

EMVとは 

EMV規格とは、磁気ストライブ入りのカードから、ICカードへスムーズ切り替えるた

め、ICカードの読み取り機仕様、双方の取引実行手順を定めたICクレジットカード端

末の統一規格です。 

EMV規格のEMVとは、ヨーロッパのユーロペイ、マスターカード・インターナショナル、

ビザ・インターナショナル3社の頭文字をとり命名されました。 

 

アクワイアリングエージェントとは 

加盟店の開拓及びＣＡＴ端末設置店開拓を行いまた、開拓した店舗の管理業務を行う

業者のことです。 

 

DoPa（ドゥーパ）とは 

Docomo Packetの略。NTTドコモの第2世代の携帯電話を使った通信である、PDC (Personal Digital 

Cellular) 方式のパケット通信の名称である。 

「DoPa／ドゥーパ」は、NTTドコモの登録商標です 

 

CCTとは、 

クレジットカード情報処理センターと接続している信用照会端末で、日本独自規格であるＣＡＴ

とは異なり、グローバルな規格です。認証と同時に売上決済処理が可能となっておりＩＣカード

を読み取る機能が存在するものが多く、モバイル通信が可能な端末のことです。 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/NTT%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/PDC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E9%80%9A%E4%BF%A1

