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レーザースクライバー事業に関する第三者委員会 

の調査結果に関するお知らせ 

 
当社は、平成 23 年 3 月 17 日付「レーザースクライバー事業に関する第三者委員会設置のお知

らせ」にて発表しましたとおり、当社のレーザースクライバー事業（以下「本事業」）の開始決定から

撤退決定に至るまでの、経過事実の客観的見地からの把握、問題点の解明、今後の対応策に関

する提言が必要と判断したため、本事業に関する第三者委員会（以下「第三者委員会」）を設置い

たしました。今般、当社は、第三者委員会より調査報告書（以下「本報告書」）の提出をうけましたの

で、本報告書の原文を添付し、ご報告いたします。 

当社としましては、本報告書の内容及び本報告書にて第三者委員会より指摘された「コ

ンプライアンス（広義）の観点から今後改善すべき点」を厳粛に受け止め、今後当社にお

いて、社内体制の整備、強化等を行なってまいります。 
 

以上 
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                 ＜本文＞ 
 
Ⅰ．本調査を行うに至った経緯 
 
  平成 21 年 7 月に貴社（当時の商号は株式会社フォトニクス）が株式会社レイテックス

と業務提携することによって開始し、平成 23 年 2 月に撤退を決定した太陽電池製造装置

（太陽電池用レーザースクライバー）事業（以下「本件事業」という）に関して、昨年

から今年にかけて、本件事業の実態や開示内容の事実関係等について株式会社大阪証券

取引所（以下「大証」という）から質問を受け、回答していたが、貴社は、大証より、

平成 23 年 2 月 9日付け「確認事項」と題する書面にて、第三者委員会を設置し客観的か

つ説得力のある厳正な調査結果の報告を行うよう求められた。 

  かかる大証の要請を契機として、弁護士四宮隆史を委員長とする当第三者委員会（以

下「当委員会」という）が設置され、貴社の株主のために、当委員会が、中立的かつ専

門的な立場で、本件事業の参入決定から撤退に至る過程を中心に貴社の経営状況を精査

する目的での調査（以下「本調査」という）を行うに至ったものである。 

 



Ⅱ．本調査及び本報告書の性格 
 
  本報告書は、本件事業に関して、貴社と利害関係のない当委員会が、中立的かつ専門

的な立場で行った本調査の結果を報告し、併せて、本調査を踏まえた今後のあるべき貴社

の内部統制及びコンプライアンス（法令遵守）体制について検証し、報告するものである。 

 

  本報告書では、会社名をそれぞれ以下のとおり表記することとし、個人名は全てアル

ファベットでの略称により表記する。また、社名変更されているので、便宜上、現在の貴

社のことを「GW 社」と記載する場合もある。 

 

  株式会社フォトニクス（現株式会社ゲートウェイ）        ：P 社 
  株式会社フォトニクス・エンジニアリング（現株式会社 ABCOM） ：PE 社 
  株式会社レイテックス                     ：RT 社 

 

  本調査は、貴社から開示を受けた資料（書面及び口頭によるものを含む）に基づき、

限られた時間内で行われたものである。 

  また、本調査は、本件事業に関連する問題点を精査する目的で行ったものであり、貴

社の経営状況全般について網羅的に精査したものではない｡したがって、本報告書の内容

は、貴社の経営上の問題点全てを対象とするものではない。 

 

  また、本調査のために貴社から開示を受けた資料は、当委員会が独自に入手したもの

を除き、貴社の判断に基づいて提供されたものであるため、開示された資料に含まれな

い情報が存在する可能性がある。 

 

  さらに、本調査においては、以下の事項を前提としており、これらの前提については

特別な調査は行っていない。 

① 本調査の検討対象となった書類上の署名及び押印は、真正になされたものである

こと。 

② 本調査のために写しとして開示を受けた書類は、いずれも原本の正確かつ完全な

写しであること。 

 
  なお、当委員会は、平成 23 年 4 月 21 日付けで、「第三者委員会 調査結果中間報告書」

と題する書面（以下、「中間報告書」という）を貴社に提出したが、かかる中間報告書に

記載した内容は、あくまでも同日までに調査した、限られた情報に基づく調査報告であり、

その後、本報告書を作成する間に、貴社から追加資料の開示を受け、関係者のヒアリング



も行っている。よって、本報告書と中間報告書の間に相違点、又は重複もしくは矛盾する

内容がある場合は、本報告書の内容が当委員会の全ての調査による 終報告であると捉え

ていただきたい。 
 



Ⅲ．本調査の方法 
 
 １．当委員会の構成 
 
   当委員会は、以下に掲げる弁護士、公認会計士、税理士の資格を有する３名により

構成された。いずれも、貴社との利害関係を有していない。 
    
   □四宮 隆史（Ｅ＆Ｒ総合法律会計事務所 代表弁護士）※委員長 
   □鈴木 知幸（東京丸の内法律事務所 弁護士） 
   □塩原 史子（塩原公認会計士事務所 公認会計士／税理士） 
 
 ２．本調査の場所及び期間 
 
   本調査の実施期間は、平成 23 年 3 月 16 日乃至同年 5月 24 日までである。なお、本

調査の実施開始に先立ち、関連資料の開示を受け事前調査も実施した。 

   本調査の実施期間中は、主に以下の方法により調査を行った。 

  （１）関連資料の検討 

    ① 当委員会の要請に基づき、貴社から提供された書類 

    ② 当委員会の要請に基づき、貴社本社会議室において貴社から開示を受けた書

類 

    ③ 貴社及び本件事業に関し当委員会が独自に入手した書類等（IR 資料、ウェブ

サイト上の情報等） 

  （２）関係者からのヒアリングの実施 

 当委員会が本調査期間中に実施したヒアリングの概要は、以下のとおりである。 

記 

    ① 実施日程：平成 23 年 4 月 20 日（水）、及び、本調査期間中、適宜  

      実施場所：貴社本社会議室 

      対 象 者：貴社代表取締役会長兼社長 M氏（以下「M氏」という） 

       貴社取締役 F氏（以下「F氏」という） 

        ②  実施日程：同月 25 日（月） 

            実施方法：電話によるヒアリング 

            対 象 者：RT 社代表取締役 T氏（以下「T氏」という） 

        ③ 実施日程：同月 28 日（木） 

      実施場所：Ｅ＆Ｒ総合法律会計事務所 

      対 象 者：P社元代表取締役 S氏（以下「S氏」という） 

           P 社元取締役 Y氏（以下「Y氏」という） 



    ④ 実施日程：同年 5月 11 日（水） 

      実施場所：貴社本社 

      対 象 者：M氏、F氏 

    ⑤  実施日程：同月 18 日（火） 

            実施方法：電話によるヒアリング 

            対 象 者：RT 社代表取締役 T氏 

以上 

 
 ３．調査対象期間 
 
   本調査の対象となった期間は、P 社において本件事業の開始を決定した前月である平

成 21 年 6 月から、本件事業の撤退を決定した平成 23 年 2 月までの期間とした。 



Ⅳ．本調査の結果 
 
 １．事実関係の検証 
 
 （１）本件事業の取引関係図 
 
 
  エンジェル１号ファンド 
 

 
 

 

 
 
 
 （２）本事業開始決定から撤退までの時系列 
 

 金の流れ、リリース内容等 年月日 本事業に関連する各社の動き 資

H21.6.30 2 台

入 
 RT 社から P3 レーザー

（3,675,000 円×2）購

H21.7.21 
、及び、本 事業参入に関するお知らせ」の

P 社 取締役会決議 
※RT 社との業務提携

事業の開始について 

「当社子会社における太陽電池業界向

け新規

開示 
H21.7.21 P 社、RT 社と業務提携基本契約 「株式会社レイテックスとの業務提携

基本契約締結に関するお知らせ」の開

示 
H21.7.22  P 社→PE 社へ 3,675 万円貸付け 
H21.7.23  ーザー代金の半額PE社→RT社 P3レ

（3,675 万円）支払 
H21.7.31  T 社へ 5,000 万円融資（年利P 社→R

3.1%） 
H21.8.28  RT 社から融資の返済 

業務提携 

 P 社 ※資金調達 

 PE 社 
※製造 

 RT 社

※販売 
   TS 社 

   米 DP 社 ブライト HD 

アレグリア 

出資 
出資 

戸谷氏 

失権 

試験機を納品 

P3 レーザー等 



H21.8.28 RPS-10001＆RPS-20001（レー

ザーユニット）を各 52,500,000
円で購入 
※支払期日は H21.12.20 

 

H21.10.6  「第三者割当による新株式及び第３回

有償新株予約権の発行に関するお知ら

せ」の開示 
※割当先 
アレグリア第１号投資事業組合 20,000
株、戸谷賢治 4,000 株、㈱ブライトホ

ールディングス 300 株 
※収支改善計画 
①太陽電池製造装置（太陽電池用レー

ザースクライバー）事業の強化 
②セールスプロモーション事業の強化 
③新規投資育成先の発掘活動の強化 

H21.10.23  「第三者割当による新株発行及び第３

回有償新株予約権発行の一部払込完了

と失権ならびに主要株主の異動に関す

るお知らせの訂正のお知らせ」の開示 
※アレグリア第１号投資事業組合及び

戸谷賢治氏の失権 
※ブライト社による払込（3,773 千円）

実行 
H21.11.6  「第三者割当による新株式発行及び第

３回有償新株予約権発行の失権による

当社グループの業績に与える影響に関

するお知らせ」の開示 
※資金使途は LS 事業の運転資金の充

当する予定だった（機械装置購入資金

4,000 万円、研究開発費 1,000 万円、仕

入れ債務決済資金 10,200 万円、外注加

工費 20,400 万円、運転資金 1,350 万円） 
H22.1.15  エンジェル 1 号投資事業組合（業務執

行組合員：アクティブ・スモール・キ

ャップ合同会社）から 5,000 万円借入 



H22.1.28  P 社→PE 社 3,675 万円貸付 
PE社→RT社 P3レーザー代金の残額

（3,675 万円）支払 
H22.2.12 RT 社と TS 社の間で「LOI（基

本合意書）」を締結。 
 

H22.4.23  「第三者割当による新株式（金銭出資

及び現物出資（デッドエクイティスワ

ップ））及び第４回有償新株予約権の発

行ならびに主要株主である筆頭株主の

異動に関するお知らせ」の開示 
※M 氏 取締役就任（就任予定日

H22.5.28）H22.4 から顧問に就任 
H22.5 RT 社 試験機を TS 社に納入→

検収 
 

H22.5.31  エンジェル 1 号投資事業組合からの借

入 5,000 万円を現物出資に（デッドエ

クイティスワップ） 

H22.6  M 氏、代表取締役会長に就任 
H22.6.21 PE 社 取締役会でレーザーユ

ニット 2 台の返品を決議 
 

H22.6.29 PE 社→RT 社 レーザーユニッ

ト 1 台を返品 
 

H22.8.17 PE 社→RT 社 レーザーユニッ

ト 1 台を返品 
 

H22.9.29  P 社 株主総会 
①商号をゲートウェイに変更 
②S 氏、代表取締役辞任 
③M 氏、代表取締役社長に就任 

H22.10.14 P 社、RT 社との打ち合わせ  
H22.10.18 P 社、RT 社との打ち合わせ  
H22.10.25  エンジェルインベストメントベンチャ

ー㈱の株式取得（子会社化）、社名を

GW インベストメントに変更 
H22.11.9 P 社、RT 社との打ち合わせ  
H22.11.30  エンジェル１号投資事業組合による新

株予約権行使（8000 株） 



※エンジェルが第１位の大株主に 
H22.12.8  エンジェル１号投資事業組合による新

株予約権行使（2000 株） 
H22.12.14  PCE へ 2,000 万円貸付け（金利 5%、

H23.3.31） 
H22.12.22  エンジェル１号投資事業組合による新

株予約権行使 
H23.2.17 P 社 本件事業からの撤退を発表  

 
 （３）調査対象期間における経営体制の変更 
 

本件事業への参入を決定した平成 21 年 7 月時点の P 社の役員構成と、現時点の

GW 社の役員構成は大きく変更されている（変更されていないのは、監査役 2 名の

みである。）。 
これは、平成 23 年 5 月にエンジェル 1 号投資事業組合を割当先とする新株式及

び第 4 回新株予約権発行を行ったことによって、株主構成に変化が生じたことと、

旧経営陣が平成 22 年 6 月期の業績悪化の経営責任を取ることが理由となり、平成

22 年 6 月期の定時株主総会（平成 22 年 9 月 29 日開催）の前後において、ほぼ経

営陣が入れ替わることとなったためである。 
 
 （４）本件事業の実施状況 
 
   ① 契約書の内容・整備状況 
 
    a.  平成 21 年 7 月 21 日付け「業務提携基本契約」 
 
   本件事業は、平成 21 年 7 月 21 日に、P 社、PE 社、及び、RT 社の 3 者間で業務提

携基本契約（以下「本件基本契約」という）を締結したことに端を発している。 
   本件基本契約の第１条（目的）及び第２条（基本合意内容）には下記のとおり定め

られている。（注：甲は RT 社、乙は P 社、丙は PE 社） 
記 

   第１条（目的） 
    甲、乙及び丙は、甲が推進しているレーザー・スクライバ事業を日本国及びアジ

ア地域において展開する（以下「本件業務」）にあたり、今後共同で事業を展開する

こととし、甲はレーザー・スクライバの販売及び保守を担当し、乙及び丙はレーザ

ー・スクライバの製造を担当するものとする。 



 
   第２条（基本合意内容） 
    甲、乙及び丙は下記に関して合意する。 
   ①甲の取締役である T 氏及び H 氏は丙の取締役に就任（就任後予定員数 5 名）する 
   ②本件業務を遂行するにあたり、乙及び丙は製造担当としてレーザー・スクライバ

の試作品の製作及びその後の製品製造を行う。そのため、甲の設備内への保管や

機器の使用を無償で行うことが出来る 
   ③本件業務を遂行するにあたり、甲は乙及び丙にその技術を供与し、また甲乙丙協

議のうえで人選し、甲の人員を乙及び丙の業務に充当する 
   ④日本及びアジア地域における販売を目的として製造するレーザー・スクライバを、

乙及び丙は独占的に製造する 
   ⑤日本及びアジア地域において、乙及び丙が製造するレーザー・スクライバを、甲

は独占的に販売し、保守作業を行う 
以上 

 
   本件基本契約は、本件事業における甲乙丙の基本的な立場を定めた「基本契約」で

あり、本件事業を本格的に実施するのであれば、さらに詳細な条件を定めた各種契約

書（例えば、第２条③にて「甲の人員を乙及び丙の業務に充当する」と定められてい

るが、RT 社の適任者を決定し、どのような条件でかかる人員を、P 社、PE 社の業務

に関わらせるのか、など）が取り交わされてしかるべきである。 
   しかしながら、本件基本契約の取引条件をより明確化、具体化する「個別契約」に

該当する契約書は、P3 レーザーを PE 社が RT 社から購入する内容の平成 21 年 6 月

30 日付け商品売買契約書（以下「レーザー売買契約」という）を除いては存在しない

ことが判明した。 
 

さらに、本件基本契約のみに基づいて本件事業を遂行すると想定した場合、以下の

各点において不備が認められる。 
    

 契約の対象となる「レーザー・スクライバ」がどのような物品であり、「レーザー・

スクライバ事業」がどのような事業であるかが特定されていない 
 契約全体において、「乙及び丙」と表記され、乙と丙が一体となって記載されてお

り、乙と丙の役割分担が明確ではない 
 全体的に極めて簡易な内容となっており、基本契約といえども一般的に必要とさ

れる規定（例えば、当事者が相手方に対して一定の事項を保証する内容の規定や

解除に関する規定など）が存在せず、弁護士その他の法律ないし契約の専門家が

関与して作成したものとは考え難い 



 本件基本契約を締結する前に、PE 社と RT 社が平成 21 年 6 月 30 日付け商品売買

契約を締結し、PE 社が RT 社から P3 レーザーなる商品を 1 台あたり 3,675 万円

で購入しているが、これが基本契約締結前の製品テストの意味合いであるならば、

その旨が本件基本契約にも定められてしかるべきであるが、かかる売買契約につ

いて本件基本契約には一切記載がない 
 
   このように、本件基本契約は、不明確な点が多く、本件事業を遂行するために実効

性のある契約とは認められない。 
   しかしながら、あくまでも事業のスタートアップ時における「基本的な精神を定め

たもの」という意味で捉える限りにおいては、本件基本契約は必ずしも不可解である

とは断じ得ない。 
 
  b.  その他の契約書類 
 
   本件事業に関して、当事者である P 社、PE 社、RT 社の三者間（いずれか二者間を

含む）で締結された契約書類は本件基本契約以外に、レーザー売買契約しか存在して

いない。 
   かかる事実から、本件事業が、スタートアップ時はともかく、その後、順調かつ円

滑に遂行されなかったであろうことが推認される。 
 
  ② 本件事業の実態の有無 
 
  a.  「レーザースクライバー」なる製品に関する前提的な理解 
 
   本件事業の実態が存在したか否か、また、本件事業を実施するにあたって必要十分

な環境の整備や部材の確保が行われていたか否か等を検証するためには、本件事業の

対象となる「レーザースクライバー」なる製品の特徴を把握しておく必要がある。 
   そこで、以下、当委員会が、P 社が作成した資料等に基づいて把握した、「レーザー

スクライバー」なる製品の特徴に関する基本的な理解を記載する（当然ながら、専門

的なレベルでの理解ではないことを念のため付言する。）。 
 
   2009 年 7 月付けで、P 社が投資家向けに作成した「DP レーザー事業のご紹介〜レ

ーザー技術がもたらす産業変革〜」と題するプレゼンテーション資料（以下「プレゼ

ン資料」という）に、「太陽電池用スクライバーの概要」として、下記のような記述が

ある（下線、太字も、プレゼン資料と同じく記載）。 
記 



   太陽電池の製造工程における基幹工程を担う 
   工程①：成膜工程・・・ガラス基板に電池用メタル層を形成する工程 
   工程②：スクライバー工程・・・電極用の溝加工を計３回行うことで電池の構造を

形成 
       P１、P２、P３の３工程に分かれる 
   工程③：トリミング工程・・・ガラス外周部分の電極膜層を除去する 
   ⇨１製造ラインにつき太陽電池スクライバーが４台必要となる 

以上 

 
   しかし、この記述のみでは、技術的な前提知識に乏しい者にとっては「レーザース

クライバー」の特徴を明確に把握することは容易でない。 
 
   まず、「スクライブ（Scribe）」とは、傷をつける、削るといった意味であり、「レー

ザースクライブ（Laser Scribe）」とは、レーザーを利用して金属性の素材等を削って

加工することを意味する。すなわち、「レーザースクライブ」とは、レーザーによる金

属加工方法の一つであり、太陽電池の製造過程特有の加工方法ではない。 
 
   もともと太陽電池は、ガラス基板のうえに金属性の電極層と光吸収のためのシリコ

ン膜を成膜する方法により製造されていたが、近年は、シリコンに比べ光吸収係数が

格段に大きく、光吸収層が薄くて良いため材料コストを削減出来る、銅、インジウム、

ガリウム、セレンの化合物を材料とする「CIGS」と呼ばれる薄膜状態の物質を利用し

て、高効率化を実現するようになっている。 
 
   ただ、ガラス基板のうえに、電極層、光吸収層（光電変換層）、透光性導電層等を成

膜するだけでは、効率的に太陽光を吸収することは出来ない。光の吸収率等を高度化

するため、各層に溝加工を施して、複数のパターンに分離する作業が必要となる。こ

れを「パターニング」と呼ぶ。このパターニングのために各層に溝加工する作業を「ス

クライブ」といい、かかるスクライブをレーザーで行うことを「レーザースクライブ」

と呼ぶ。 
 
   各層の生成と、各層でのパターニング（スクライブ）の作業を交互に繰り返すこと

が、太陽電池の一般的な製造工程となる（下図参照）。つまり、P 社が作成したプレゼ

ンテーション資料に記載されている工程①「成膜工程」と工程②「スクライバー工程

（パターニング工程）」は、ほぼ同時並行で進められていくものである。 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
   上図に記載したとおり、ガラス基板に接する 下層の電極層で形成するパターンを

「パターン 1（P１）」、中間の光吸収層で形成するパターンを「パターン２（P２）」、

表面の導電層で形成するパターンを「パターン３（P３）」という。 
 
   従来から P１のパターニングではレーザーによるパターニング（スクライブ）が行わ

れてきた。 
   しかし、レーザーによる加工では、溝を作る際、スクライブした後に「塵」が発生

して基板に付着してしまったり、加工対象膜や下地に溶解、剝離といった熱影響が生

じてしまう、といった弊害があった。このため、P２や P３のパターニングはレーザー

では行わず、機械による溝加工、すなわち「メカニカルパターニング」が行われてき

た。レーザーで行う場合であっても、「表面」からの加工ではなく、基板の裏側からの

裏面加工が中心であった。 
 
   しかし、P１から P３までのパターニング（スクライブ）を、表面から、発塵物の発

生や高熱による影響を排除して、レーザーのみで行うことが出来れば、製造工程を一

元化することが出来、より効率的である。また、高速、高精細、かつ高い安定性を持

つレーザーを利用することが出来れば、発電効率の高い、より実用的な太陽電池を製

造することが出来る。 
   よって、太陽電池メーカーの間では、高性能レーザーの開発や、高性能レーザーを

利用した効率的なパターニング（スクライブ）方法の開発が課題とされてきたのであ

る。 
 
   例えば、太陽電池関連の他メーカーにより、「レーザースクライブ時に発生する発塵

物の付着を低減するレーザースクライブ装置の発明」や「高精度でレーザースクライ

ブ出来る方法の発明」に関する特許技術が公開されている。 
   このことからも、太陽電池関連メーカー各社が、高精度のレーザーパターニング技

術の開発を積極的に行っていることが窺える。 
 

ガラス基板 
電極層（P1） 

光吸収層（P2） 
導電層（P3） 



   かかる太陽電池の製造過程における技術的課題を踏まえて、P 社、PE 社、RT 社は、

米DP社の高性能レーザーを利用すればP１からP３のパターニングを全てレーザーで

表面加工によって行うことが出来、さらに、前述のようなレーザーによるパターニン

グ（スクライブ）の弊害（発塵物の発生、熱影響）をも解決し、より効果的な太陽電

池の製造が可能になるため太陽電池メーカーの高い需要が見込めると考え、本件事業

の実施を決定したことが、前述のプレゼン資料から読み取ることが出来る。 
 
   プレゼン資料では、さらに、本件事業の対象となるレーザースクライバーの「優位

性」について、下記のとおり記載されている。 
記 

   ＜特徴＞ 
   １．確実な絶縁性を確保したスクライブラインの高速微細加工を実現出来る。 
   ２．特に CIGS（次世代太陽電池）では、今まで電池表面側からのレーザー加工が不

可能とされていた微細加工を実現している。 
   ３．このスクライブラインの加工性能により、歩留、収率、生産性が飛躍的に向上

することで、薄膜太陽電池モジュールの高効率化とモジュールコストの低減を可

能にする。 
 
   ＜既存製品との違い、優位性＞ 
   １．ピコ秒レーザー（高繰返し 100MHz）の搭載で、加工速度は、2m/sec と超高速

（世界 速）を実現 
⇨1200mm×600mm のガラス基板加工を 40 秒以下を実現、レーザー光学系の

追加により 20 秒以下も可能 
   ２．完全なコールドアブレーション加工（金属昇華加工）により、熱の影響が皆無

になる 
     ⇨現在問題となっている加工エッジの成膜残渣を完全除去出来、歩留の向上につ

ながる 
   ３．CIGS では、P3 工程で今までレーザーの周波数とパワー等が不足することで不

可能とされていた表面側からの加工が可能になる。これにより、スクライブ品質

の飛躍的向上と加工スピードが向上し、パネルコストの低減が可能となる。 
     ⇨現在、この加工が行える装置は存在せず 
   ４．レーザービーム品質の向上と加工スピードの向上により現在 100m 程度の溝幅

が、20m 以下の加工を可能とする 
     ⇨これにより、発電効率が飛躍的に向上 
     ⇨独自の高速オートフォーカス光学技術（焦点合わせ）により、数 m の溝加工や

独自のビーム整形光学技術により垂直加工も可能となる（加工断面の矩形化） 



以上 

 
   プレゼン資料に記載されているように、米 DP 社製のレーザーが、P１から P３の工

程をレーザーで表面加工を行うことが出来て、かつ、レーザー特有の弊害が生じるこ

となく、 小幅のスクライブ加工が出来る、という性能を有しているとすれば、かか

る高性能レーザーを搭載したレーザースクライバー装置は、太陽電池のみならず、半

導体ウエハの製造にも応用することが出来る、極めて有用性・汎用性の高い製品にな

るであろうと思われる。実際、現在においても、大手メーカーからの問い合わせは続

いているようである。 
   かかるレーザーの性能の良さに鑑みれば、P 社、PE 社、RT 社が、同レーザーを利

用したレーザースクライバー事業を共同で実施しようと考えた動機には、十分な合理

性を見出すことが出来る。 
 
   ただし、レーザー自体が極めて高性能であるという点と、かかるレーザーを用いて

製造する「レーザースクライバー装置」自体に特段の新規性が認められるかは別の問

題である。 
   すなわち、米 DP 社製の高性能レーザーをレーザーユニットに装填し、耐久性のある

レーザースクライバー装置として製品化するためには、それなりの開発／製造コスト

や期間を要すると考えられるが、他方で、その装置の製造方法自体には特許法で保護

されうる「高度な発明」としての新規性、進歩性は認められない可能性も充分にある

し、むしろ企業秘密としてノウハウ部分を公開しない方が戦略的に有効だという判断

の方が適切でもある。 
   よって、本件事業のビジネスモデルとしては、「物の生産方法（レーザースクライバ

ー装置の製造方法）」の特許を取得して、特許のライセンスによりロイヤリティを得る、

というものではなく、単純に、米 DP 社から高性能レーザーを仕入れ、かかるレーザー

を搭載したレーザースクライバー装置を製造し、各部材の仕入れ値より高く販売する

ことで利益を得る、という「仕入／製造／販売モデル」を採用したことは、一見して

不合理とは認められない。 
 
   上記のビジネスモデルを前提にした場合、本件事業の成否を決定づける要素は、 
  ・レーザーを含む部材の仕入れ値の価格、 
  ・そのレーザーを装填したレーザースクライバー装置を製造するための費用の額、 
  ・これらの原価を回収しうるだけの価格を設定して販売することが出来るか否か（そ

の見込みがあるか否か） 
  といった、「（部材の）仕入・購入」「製造」「販売」の３点の妥当性に収斂されるとい

える。 



 
   そこで、以下、P 社、PE 社、RT 社が共同で本件事業を開始するに至る経緯を踏ま

えたうえで、「仕入・購入」「製造」「販売」のフェーズに分けて、それぞれのフェーズ

における事実関係を検証する。 
 
  b.  本件事業を開始するに至る経緯 
 
   本件事業を開始するに至る経緯を知る者は、平成 21 年 7 月当時の P 社、PE 社、RT

社の役員のみであり、現在の GW 社（旧 P 社）には当時の状況を知る者はいない。 
   そこで、当時 P 社の役員であった S 氏、Y 氏、及び、RT 社代表の T 氏からヒアリ

ングを行った結果をもとに、以下に、本件事業を開始するに至る経緯の概略を整理す

る。ただし、これらの経緯については、必ずしも書類等の客観的な資料による裏付け

が取れていない点は留意されたい。 
 
   平成 20 年 5 月 22 日、RT 社は、某総合商社関連会社と総販売代理店契約を締結した

旨を公表した。このとき、当該総合商社関連会社と RT 社を引き合わせたのが S 氏で

あったことから、P 社の S 氏と RT 社代表の T 氏との関係性が徐々に近くなっていっ

た。 
 
   同年 12 月 2 日（水）から 4 日（金）にかけて、幕張メッセで半導体製造装置や材料

に関する国際展示会「セミコン・ジャパン 2009」が開催され、同セミコンの場で、P
社の S 氏は、RT 社の T 氏から、T 氏が個人的に出資していた米 DP 社の担当者を紹介

され、米 DP 社のレーザー技術の説明を受けた。 
   この段階では、S 氏はレーザースクライバー事業を RT 社と共同で実施することは考

えていなかったものの、レーザーの性能の高さに鑑みれば、事業化を検討するに値す

るものであろう、との認識は持った。 
 
   その後、RT 社が、DP 社からレーザー機の提供を受け、レーザースクライバー装置

（実験機）の製造を進め、これと並行して、RT 社と DP 社が共同で、国内外メーカー

への営業活動を継続的に行った。 
 
   そして、平成 21 年 2 月 25 日（水）から 27 日（金）、東京ビッグサイトで開催され

た第2回国際太陽電池展にRT社がレーザースクライバー装置を含む自社製品の出展を

行ったところ、ユーザー、特に海外企業からの RT 社への問い合わせが急激に増加し、

台湾、韓国のメーカーと RT 社の具体的な商談が開始した。なかでも O 社との商談は、

現実的なものとして進みつつあった。 



 
   しかしながら、RT 社は当時、資金面で問題を抱えていたため、一定規模の資金調達

を行わなければレーザースクライバー装置の事業化は困難な状況にあった。そこで、T
氏は、P 社の S 氏にレーザースクライバー装置を共同で事業化出来ないか、との打診

をした。 
 
   RT 社からの打診とタイミングを同じくして、平成 21 年 3 月、P 社代表取締役が、

創業者の K 氏から S 氏に変わった。その当時の P 社は、K 氏による経営の結果として

連結対象の投資先の業績が全て悪化しており、業績の柱となるべく事業や投資先が存

在しない、という状況にあったため、S 氏は、P 社の再建を行うにあたり、まずは再建

の柱となるべく事業を早急に見つける必要性に迫られた。 
   かかる状況のなか、以前から付き合いのある RT 社の T 氏からレーザースクライバ

ー装置の事業を共同で行わないか、との打診があったため、S 氏は、当時判明していた

限られた情報の中で事業内容の精査を開始し、その他の選択肢と比較のうえで、P 社再

建のための事業の１つとしてチャレンジする価値があると判断し、平成 21 年 6 月頃よ

りレーザースクライバー事業のための資金調達活動を開始した。 
 
   P 社が、レーザースクライバー事業への参入を決定した主な理由は、レーザーの性能

が高いことと、マーケットの規模が大きく成長が見込まれること（太陽電池以外のマ

ーケットとして、半導体製造装置、医療レーザーメス、LED 加工装置等、対象とする

マーケットは非常に大規模であり、高性能レーザーの事業性は非常に大きい、と考え

られたこと）の他に、すでに RT 社が 2 年以上かけてレーザースクライバー装置の研究

開発を行って研究開発段階は過ぎており、事業化の段階にあったことが挙げられる。

事業化段階にはあったが、RT 社が資金不足であったため事業化を積極的に進められる

状況になかった。かかる状況で事業化のための資金を P 社が提供出来れば、研究開発

費の負担無しで P 社も事業参入が可能であり、事業化に対する先行投資が、製造業に

しては比較的軽微だと想定された。 
 
   実際、RT 社は平成 21 年 2 月頃には、レーザースクライバー装置の実験機（なお、

RT 社の T 氏の証言によれば、「実験機」として製造したのではなく、一つの完成品と

して製造した認識だとのことである。）の製造を完了させており、また、海外メーカー

からの問い合わせもあり、販売先の候補の見込みもあった。あとは、レーザースクラ

イバー装置の製造ラインを確立して、販売先との契約を締結すれば良い、という状況

であったものの、当時の RT 社は、技術や販売のノウハウを提供する能力はあったが、

資金調達の手段が乏しかった。他方、P 社は、技術ノウハウはなかったが、資金調達能

力はあった。そこで、かかる P 社と RT 社の相互の苦手領域を補うべく、RT 社が技術



や販売のノウハウを提供し、P 社が資金調達を行って、共同で製造／販売体制を確立す

る、という基本的な合意が成立したのである。 
 
   ただし、S 氏は、P 社が資金調達を行う以上は、P 社自身（現実的には P 社子会社）

がレーザースクライバー装置の製造を行わなければならない、と考え、P 社の 100％子

会社である PE 社に製造機能を持たせることとした。 
   とはいえ、PE 社がゼロから工場を建設し、人材を確保し、部材や機材を購入するこ

とは困難であり、また、RT 社がすでにレーザースクライバー装置（2 台）の製造を完

了させている状況に鑑みれば、PE 社が独自に製造ラインを構築することは現実的では

なく、すでに存在する RT 社の工場や人材を PE 社が利用することが も効率的だと P
社、RT 社の両社は判断した。 

 
   そこで、P 社と RT 社は、RT 社代表の T 氏と技術主任の H 氏が PE 社の役員を兼務

するとともに、PE 社が RT 社の工場を賃借し、RT 社の人材を PE 社で正規雇用する、

という内容の合意を行った（ただし、かかる合意、特に RT 社の工場を PE 社が賃借す

る予定だった事実を証明する賃貸借契約等の契約書は存在しない。）。 
   かかる合意を踏まえて、平成 21 年 7 月 21 日付けで P 社、PE 社、RT 社の間で本件

基本契約を締結し、同日、P 社は、「株式会社レイテックスとの業務提携基本契約締結

に関するお知らせ」と題する IR 資料の開示を行った。 
 
   c. 仕入・購入関係 
 
   前述の時系列表記載のとおり、PE 社は、RT 社から、本件基本契約を締結する前に、

平成 21 年 6 月 30 日に 2 社間でレーザー売買契約を締結し、「米 DP 社製 P３レーザ

ー 532nm」なる商品を 2 台、各 3,675 万円で購入している（売買代金の支払期日は、

半額 H21.7.21、残半額 H21.8.20）。 
    
   しかし、この PE 社が RT 社から仕入れたレーザーの価格には不可解な点がある。 
 
   本件基本契約を締結した当月である平成 21年 7月にP社が作成した投資家向けのプ

レゼン資料には、１台のレーザースクライバー装置の製造のために必要な「レーザー

仕入れ」代金は、レーザー1 台あたり 1,500 万円である旨が記載されている。 
   もし本件事業で使用するレーザーが「米国 DP 社製の P３レーザー 532nm」であ

るならば、プレゼン資料に記載されている「レーザー仕入れ」のレーザーは、PE 社が

RT 社から 6 月 30 日に購入したレーザーと同一のはずである。 
   しかし、プレゼン資料に記載されている「レーザー仕入れ」コストはレーザー１台



あたり 1,500 万円であるにもかかわらず、PE 社が RT 社から購入したレーザーの価格

は１台あたり 3,500 万円と定められていて、2 倍以上の価格差がある。かかる価格差の

生じた理由が、関連資料を検討する限りでは明確ではない。 
 
   この点、大証からの平成 23 年 1 月 11 日付け確認事項（以下「1/11 確認事項」とい

う）「８−１」に対して GW 社は、PE 社が RT 社から購入したレーザー１台の価格が

3,500 万円であることについて、「新規参入にあたってのはじめての仕入れということ

で割高なものになっておりますが、その後は、部材としてある程度まとまったロット

で購入することを前提に、PCE 社（注：PE 社のこと）でレーザースクライバーを製

造するにあたり仕入れるレーザーの単価を 15 百万円程度と見積もっており、その単価

をもとに本件事業の計画を策定していました」と回答している。 
 
   確かに、かかる回答には一定の合理性は認められるが、「はじめての仕入れだから割

高である」としても、やはり1,500万円で購入することも可能なレーザー1台について、

3,500 万円という価格設定には疑義が残る。 
 
   この点につき、RT 社の T 氏に確認したところ、RT 社は、平成 21 年 2 月の太陽電

池国際展が開催された時点において、すでに、米 DP 社の高性能レーザーを使用したレ

ーザースクライバー装置を 2 台、完成させていた、とのことである。製造原価は、1 台

につき 8,500 万円であった。 
   RT 社としては P 社と業務提携をすることによって、P 社に完成済みの装置 2 台を原

価で購入して欲しい、という意向を持っていたが、業務提携を決定した時点において

は、P 社はまだ資金調達の見込みを持っていなかった。そこで、RT 社は、レーザース

クライバー装置を、「米 DP 社製レーザーとその周辺部品を含む部分」と「それ以外の

部分」に二分し、前者の製造原価が 3,500 万円で、後者の製造原価が 5,000 万円だっ

たため、まずは前者の「レーザーとその周辺部品」を 3,500 万円で購入してください、

と P 社に打診し、P 社が 2 台分の「レーザーとその周辺部品」を 3,500 万円×2 の価格

で購入した、とのことである。 
 
   すなわち、レーザー売買契約においても、また P 社による回答によっても、P 社は

RT 社より、米 DP 社製のレーザーそのものを 1 台あたり 3,500 万円で購入したかのよ

うに受け止められるが、実際には、「レーザーそのもの」ではなく、「レーザーをレー

ザースクライバーとして活用出来るように周辺部品等も組み入れて加工したもの」を

3,500 万円で P 社が RT 社から購入した、というのが実態であるから、レーザー単体の

仕入価格である 1,500 万円より高い価格で取引されていたのである。 
 



   よって、下図のとおり、PE 社は RT 社から平成 21 年 6 月 30 日付けで P3 レーザー

2 台とその周辺部品を 3,500 万円×2＝7,000 万円で購入したが、対象物は RT 社の工

場に保管されたままになっていたため、平成 22 年 5 月に、RT 社が、当該対象物を実

験機として販売候補先である TS 社に 7,000 万円で販売・納入したのである。 
 
 

 レーザースクライバー装置

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   P 社が RT 社より、レーザーとその周辺部品を購入したからといって、レーザースク

ライバー装置を、「レーザーとその周辺部品」と「それ以外の部分」に物理的に二分し

たのではなく、この２つで構成されるレーザースクライバー装置はそのまま RT 社の工

場に保管されていた状態にあった。 
   このため、P 社サイドにおいて、自らが RT 社から 3,500 万円で購入したものが、「レ

ーザーそのもの」なのか「その周辺部分」を含むものなのかについての正確な把握が

出来なかったものと推測される。 
 

その後、RT 社は、レーザー売買契約に基づいて PE 社に販売した「レーザーとその

周辺部品」を、レーザースクライバー装置の販売候補先である TS 社に販売し、実験機

として加工して納入した。 
このとき、TS 社に実験機を売却したことによって RT 社が取得した売却代金（7,350

万円）は、「レーザーとその周辺部品」の所有権が PE 社にある以上、PE 社に支払わ

れるべき性質のものである。しかし、かかる売却代金は、未だ RT 社から PE 社に全額

支払われていない。 
これに対して、GW 社は、平成 22 年 10 月に RT 社と打ち合わせを行い、月額 500

万円の分割払いにより回収する旨を RT 社と合意しており、今後も RT 社に対して請求

し続ける予定とのことである。 

 
 PE 社 

 
 RT 社 

 
  TS 社 

レーザーとその

 周辺部品

3,500 万 ×2 7,000 万  円 円

レーザーとその周辺部品を 2 レーザーとその周辺部品を 2 台

台分、P 入 (H21.6.30) 社が購 分、販売納入(H22.5) 



とはいえ、当該将来回収金額は、結果的に、PE 社が製造体制を確立できなかったこ

とを踏まえると、当該取引にかかる収益が実現しているとは認められず、損益計算書

上、売上として計上されることは妥当ではない。この点、GW 社は監査法人とも検討

した結果、RT 社への返品として経理処理しているとのことである。 
 
   その他の仕入れ関係では、平成 21 年 8 月 28 日に、PE 社は RT 社から、レーザース

クライバー装置から「レーザーとその周辺部品」を除いた、いわば装置のケースのよ

うな部分（レーザーユニット）を各 5,250 万円で購入しているが（支払期日 H21.12.20）、
これらのレーザーユニットについては、P 社が購入代金を調達出来なかったことから、

平成 22 年 6 月 21 日の PE 社取締役会で RT 社への返品処理が決議された。 
   
   d. 製造関係 
 
   本件基本契約では P 社及び PE 社がレーザー・スクライバ装置の製造を担当する旨

規定されているが、P 社及び PE 社は工場を持っておらず、部材も RT 社で保管された

ままであった。このため、P 社はレーザースクライバー装置を自ら製造する意思も体制

もないにもかかわらず、RT 社と本件基本契約を締結したのではないか、との疑念が生

じた。 
 
   しかし、S 氏によれば、RT 社の工場や人材をそのまま流用したのは、すでにレーザ

ースクライバー事業は、研究開発段階ではなく、事業化の段階に入っていたため、RT
社のリソースを利用した方が効率的であり、低コストでの製造が可能になる、との考

えに基づく判断だったとのことである。ただ、PE 社に製造の実態（すなわち、製造コ

ストの負担）がなければ資金調達がそもそも困難になるため、PE 社としては、RT 社

から工場を賃借し、正当な賃借料を支払うとともに、人材についても PE 社で正規に雇

用し、給料の支払や社会保険への加入等を行うつもりで準備をしていたようである。

平成 21 年 7 月に P 社が作成したプレゼン資料においても、「PCE 資金計画・スケジュ

ール」というページの「人員計画（人数）」という項目において、人員の「1 ヶ月当た

り報酬給与額想定」として、役員の報酬を月額 70 万円、開発・技術・生産・サービス

にあたる従業員の給与額を月額 55 万円、営業・管理にあたる従業員の給与額を月額 40
万円と記載していることから、人材を PE 社で正規に雇用するつもりであった、との S
氏の証言が裏付けられる。 

   この点については RT 社の T 氏も認めるところであるから、かかる合意が P 社と RT
社でなされていたことが推認される。 

 
   他方、S 氏の証言のとおり、PE 社が RT 社から工場を賃借する予定で準備していた



のであれば、平成 21 年 6 月 30 日付けのレーザー売買契約で PE 社は RT 社からレー

ザーとその周辺部品を 2 台分購入しているのであるから、その段階で、PE 社は、RT
社から工場等の保管場所を賃借する内容の書面を交わしておくべきだったといえる。

しかし、本件基本契約を締結した時点では、まだ資金調達の見込みが十分ではなかっ

たため、工場の賃貸借について書面で合意するまでには至らなかった。この点は、S 氏

を含め関係者の証言の一致するところである。 
 
   なお、GW 社の大証に対する回答において、「PE 社はファブレスメーカーであるか

ら、レーザースクライバー装置の製造は、RT 社に製造委託する予定であった」との回

答があり、かかる回答をきっかけに、「PE 社が RT 社からレーザースクライバー装置

の製造権を付与されていたとしても、他方で、PE 社から RT 社に製造委託する予定だ

ったのであれば、PE 社は実質的には装置の製造には関わらないのではないか（製造に

関与しないにもかかわらず、PE 社が製造するかのような株主への開示を行ったことは、

虚偽の開示にあたるのではないか）」との疑念が生じ、大証からの指摘を受ける結果と

なっている。 
 
   しかしながら、当時の P 社役員であった S 氏及び Y 氏は、PE 社から RT 社に「製

造委託」を行う、といったことは、当時、RT 社の T 氏とは一切協議していなかったと

証言しており、RT 社の T 氏の証言による裏付けもとれた。 
   また、平成 21 年 7 月 21 日付け「株式会社レイテックスとの業務提携基本契約締結

に関するお知らせ」、及び、同年 10 月 6 日付け「第三者割当による新株式及び第 3 回

有償新株予約権の発行に関するお知らせ」、並びに、平成 21 年 7 月に P 社が作成した

プレゼン資料においても「PE 社から RT 社へ製造委託する」といった表現は一切出て

こない。 
   反対に、プレゼン資料の「事業化スキーム（太陽電池用スクライバー事業）」という

ページに、RT 社が＜販売・保守・用途開発＞を行い、P 社グループが＜機器の製造＞

を行うこととし、RT 社から P 社グループに「製造委託、製造技術協力」を行い、P 社

グループから RT 社に「資金提供、販売委託」を行う旨が記載されている。 
   さらに、前述のとおり、同プレゼン資料の「PCE 資金計画・スケジュール」という

ページには PE 社で雇用する役員や従業員の想定報酬額、給与額が記載れている。 
 
   これらの資料の記載や、S 氏、Y 氏、T 氏の証言に鑑みれば、少なくとも本件事業を

開始した当時は、P 社及び PE 社が RT 社に製造委託することは想定されておらず、あ

くまでも PE 社において製造体制を確立しようとしていた事実が推認される。 
 
   e. 販売関係 



 
   販売や営業活動に関しては RT 社が担当する、ということで終始一貫している。 
   平成 21 年 10 月 5 日付けで、具体的にプレゼンをしている会社名とその内容をリス

ト化されたものが存在するが、その内容が具体的かつ詳細であることに鑑みると、当

該リストの信用性は高い。 
   かかる各社へのプレゼンを経て、平成 21 年 11 月、台湾メーカーとの商談が本格化

し、翌年平成 22 年 2 月 12 日付けで、CS 社の 100％子会社である TS 社と RT 社の間

で、「Letter of Intent」（購入意向書）を交わすに至っている。同 LOI には、TS 社の

検収に 3 ヶ月程度を要する旨の記載があり、検収が成功すれば、平成 22 年 8 月 31 日

頃には、TS 社から正式に購入のオーダーを RT 社に行う旨が定められている。 
   かかる購入意向書を踏まえて、同年 5 月、RT 社から TS 社に対し、レーザーを搭載

した実験機が販売納入された。しかし、実際には同年 8 月までには検収は終わらず、

RT 社の T 氏によれば現時点においても検収作業は続いているようである。検収が続い

ている理由は、RT 社の T 氏によれば、日本サイドでの事業化が進まなかったことと、

部品やレーザーの波長等も変えて、改良を重ねながら検査をしているからである、と

のことであった。 
 
   このように、営業活動を含めた販売行為は、RT 社において継続的に行われてきたこ

とが推認される。 
   ただし、ちょうど CS 社との商談が本格化し始めた頃である平成 21 年 10 月に、P

社の新株発行の大量失権が生じたため、本件事業の事業展開の歯車が、この時期から

徐々に狂い始めてきたものと推測する。 
 
（５）資金調達方法、及び、調達資金の使途 
 
 ① 概要 
 
   資金調達方法、及び、調達資金の使途に関する事実関係の検証に当たっては、前掲

の時系列表にある、平成 21 年 10 月の第三者割当増資とその失権、及び、平成 22 年 4
月の第三者割当増資とその使途を中心に、P 社、PE 社及び RT 社が製造環境をどのよ

うに整える計画であったのか、その計画はどの程度までは進んでいたのか、について

重点的に調査した。 
 
   関係者からのヒアリングによれば、本件事業を推進するにあたっては、3 億円から 5

億円程度の資金調達が不可欠というのが 3 社の共通認識であり、P 社は当該計画に基づ

いて、平成 21 年 10 月 6 日付開示の第三者割当増資を実施した。 



 
  本件事業の、当初の具体的な事業（製造）計画としては、P 社の資金調達に伴って、

PE 社では 7 人程度の RT 社社員（技術者）を自社で雇用し、PE 社が RT 社の工場の

生産設備の一部を貸借し、さらに PE 社の取締役に、RT 社代表の T 氏、H 氏が就任す

ることにより、PE 社としての製造体制を整えようとしていた（S 氏・Y 氏によれば、

当該事業計画書は当時の大証の担当者に提出、確認済とのことである）。 
  しかし、同年 10 月 23 日付開示の IR にもあるように、その後、当該新株発行及び新

株予約権は大量失権した。当該失権理由については、同年 11 月 17 日に大証宛に提出

されている経緯報告書にあるように、仲介人（ファイナンシャルアドバイザー）を信

頼していたため、引受人との直接の意思確認を怠ったことが原因であったと S 氏はコ

メントしている。 
 
  当該新株発行及び新株予約権の大量失権により、PE 社において本件事業の受け入れ

体制の進捗は大きく減速した。S 氏によれば、当時、RT 社社長 T 氏と H 氏から役員

承諾書まで授受していたものの、当該資金調達の大幅な遅延により、PE 社取締役就任、

PE 社での RT 社技術者の雇用、RT 社からの生産設備の一部の貸借など、主要な計画

すべてが進行せず、結果として PE 社におけるレーザースクライバー製造体制は整わず、

平成 23 年 2 月 17 日、本件事業からの撤退を発表するに至ったのである。 
 
  以下、平成 23 年 2 月に決定した本件事業からの撤退にあたって GW 社が大証宛に作

成した「太陽電池製造装置レーザースクライバー事業 撤退に至る説明書」に基づき、

「調達予定額と実際の調達額」及び「予定されていた資金使途と実際の資金使途のズ

レ」について、その事実関係を整理する。 
 
② 調達予定額と実際の調達額について 
 
   P 社は平成 21 年 10 月 6 日開催の取締役会において、平成 21 年 10 月 23 日を払込

期日とする第三者割当増資（以下「平成 21 年増資」という）を決議した。平成 21 年

増資にて、当初は新株式発行で 199,017,000 円（@8,190 円×24,300 株）、第 3 回新株

予約権発行で 1,880,000 円（@94 円×2,000 個×10 株/個）、第 3 回新株予約権行使で

188,000,000 円（@9,400 円×2,000 個×10 株/個）の合計 388,897,000 円の調達を予定

していた。 
 
   しかしながら、引受を予定していたアレグリア第１号投資事業組合及び戸谷賢治氏

の失権が生じたため、実際は新株式発行で 2,457,000 円（@8,190 円×300 株）、第 3
回新株予約権発行で 1,316,000 円（@94 円×1,400 個×10 株/個）の合計 3,773,000 円



の調達に留まった。 
 

【平成 21 年増資 当初調達予定額と実際の調達額】     （単位：円） 
 当初予定額 実際の調達額 

新株式発行 199,017,000 2,457,000 

第 3 回新株予約権発行 1,880,000 1,316,000 

第 3 回新株予約権行使 188,000,000 － 

合計 388,897,000 3,773,000 

 
   当初は平成 21 年増資で調達した資金は全て本件事業に充当する予定であったため、

本件事業への資金支出予定を大幅に変更することを余儀なくされ、新たな資金調達先

を選定することとなった。 
 
   平成 22 年 1 月 15 日付で、同年 5 月の第三者割当増資での出資者となるエンジェル

1 号投資事業組合より 50,000,000 円を借り入れることが出来たため、ようやくレーザ

ーとその周辺部品の購入代金の残額を支払うことが出来たが、レーザーユニット 2 台

については支払の目途が立たなかったため、支払資金不足となり、レーザユニット 2
台は、それぞれ平成 22 年 6 月 29 日と同年 8 月 17 日に RT 社へ返品せざるを得なくな

った。なお、エンジェル１号投資事業組合からの借入債務は現物出資（Debt Equity 
Swap）により平成 22 年 5 月 31 日に新株式の発行をした。 

 
③ 資金使途予定と実際の資金使途について 
 
 a. 予定されていた資金使途 
 
   P 社は、平成 22 年 5 月 28 日開催の臨時株主総会で承認を得ることを前提に、平成

22 年 4 月 23 日開催の取締役会において第三者割当による新株式及び第 4 回新株予約

権発行の決議を経て、平成 22 年 5 月 31 日に新株式及び第 4 回新株予約権の発行（以

下総称して、「本件増資」という）を行った。本件増資は、失権により調達が出来なか

った平成 21 年増資の代わりに実行したものであるため、調達資金の多くは、本件事業

に充当する予定だった。 

 

   新株式 8,000 株を 1 株あたり 11,233 円で発行し、89,864,000 を調達した（うち

50,000,000 円は借入債務の現物出資）。 
 
【新株式発行による当初の資金使途予定】          （単位：百万円） 



 資金使途予定項目 金額 支出予定時期 

① PE 社における、本件事業の仕入れ

債務及び外注加工費決済資金 
48 H22 年 6 月～7 月 

② PE 社における、本件事業の機械装

置購入資金 
30 H22 年 6 月 

③ PE 社における、本件事業の運転資

金（外注加工費、人件費等） 
2 

H22 年 7 月 

～H23 年 6 月 

 
   第 4 回新株予約権 38,000 個を 1 個あたり 124 円で発行し、発行時に 4,712,000 円調

達し、平成 23 年 1 月 21 日までの行使分合計 15,300 個（1 株/個、行使価格 12,356 円

/株）により 189,046,800 円調達し、合計 193,758,800 円の調達を行っている。 
 
【第 4 回新株予約権発行・行使による当初の資金使途予定】  （単位：百万円） 

 資金使途予定項目 金額 支出予定時期 

① PE 社における、本件事業の運転資

金（仕入代金、外注加工費、人件

費等） 
219 

H22 年 7 月 

～H23 年 6 月 

② 新規投資育成事業資金 
212 

H22 年 6 月 

～H23 年 6 月 

 
 b. 本件事業における実際の資金使途実績 
 
   本件増資にて調達した資金のうち、本件事業に充当したのは、「レーザーとその周辺

部品」の購入代金として平成 22 年 1 月 28 日に PE 社から RT 社へ支払った 36,750,000
円のみである。これは、新株式発行による資金使途のうち「本件事業の仕入債務及び

外注加工費決済資金」へ充当することが予定されていたものである。 
   なお、本件増資の払込期日は平成 22 年 5 月 31 日だが、新株式発行の一部は借入債

務の現物出資であったため、本件増資の払込期日以前に資金支出を行った。 
 
   新株予約権の発行・行使にて調達した資金（193,758,800 円）の一部は、もう一つの

資金使途である新規投資育成事業資金に充当している。 
 
（６）情報の開示 

 
① 本件事業の実態と開示について 

 



    前述のとおり、本件事業は、米 DP 社から仕入れた高性能レーザーを利用して PE
社がレーザースクライバー装置を製造し、RT 社が販売を行うことを前提に、P 社が

資金調達を行う、というスキームで開始された。 
  このうち、「PE 社がレーザースクライバー装置の製造を行う」ことについて、PE
社が工場、人材、部材等を保管していた訳ではなかったため、PE 社には製造の実態

がなかったのではないか（もしくは、PE 社にて製造を行う体制を整える計画は、当

初からなかったのではないか）との疑念が生じ、開示内容との齟齬が問題となった。 
 
  しかしながら、前述のとおり、関連資料及び関係者からのヒアリングを精査した

結果、当初は、PE 社にて、RT 社の工場を賃借し、人員を RT 社から PE 社に転籍さ

せたうえで、かかる人員の報酬給与相当額を PE 社にて支払う体制を整える予定であ

ったことが推認出来る。 
  P 社による資金調達の失敗が大きな要因の一つとなり、結果的に PE 社にてレーザ

ースクライバー装置を製造することは出来なかったが、これは結果論であり、当初の

予定としては PE 社にて製造するための体制を整えようとしていたのであれば、本件

事業を開始した当時の P 社による開示内容と実態との齟齬はなかったといえる。 
 

② 資金使途の変更と開示について 
 
    新株式発行による資金使途について、平成 22 年 4 月 23 日付け開示資料「第三者

割当による新株式（金銭出資及び現物出資（デットエクイティスワップ））及び第４

回有償新株予約権ならびに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」によれ

ば、①PE 社における、本件事業の仕入れ債務及び外注加工費決済資金として 48 百万

円を平成 22 年 6 月から同年 7 月に、②PE 社における、本件事業の機械装置購入資

金として 30 百万円を平成 22 年 6 月に、③PE 社における、本件事業の運転資金（外

注加工費、人件費等）として 2 百万円を支出する予定とされていた。 
 
    新株式発行による資金使途予定の①（PE 社における、本件事業の仕入れ債務及び

外注加工費決済資金）と③（PE 社における、本件事業の運転資金（外注加工費、人件

費等））については、平成 22 年 1 月 15 日に借入をして調達した資金を原資とし、②

は本件増資の払込によって調達した資金を原資とすることを予定していた。 
 

    しかし、①について、IR 資料では、支出予定時期を平成 22 年 6 月から同年 7 月

と開示していたにもかかわらず、実際の支出は平成 22 年 1 月に行っている。 
    GW 社の説明によると、かかる開示内容との齟齬が生じたのは、平成 21 年 6 月 30

日に RT 社より購入した P3 レーザーの残金の支払が遅延していたため、これ以上遅



らせることが出来ず、借入による資金調達後、支払を実行したが、本件増資の払込期

日が平成 22 年 5 月 31 日であったことから、当該払込期日以降の日を記載しなければ

いけないという思い込みから、払込期日直後の時期を記載してしまった、とのことで

ある。 
 
    ②については、レーザーユニット等の機械装置購入資金に充当する予定だった。

PE 社は平成 21 年 8 月 28 日に RT 社よりレーザーユニット 2 台を 105,000,000 円（税

込）で購入しており、その購入代金が本件増資実行時点で未払いとなっていたものの、

現物出資以外の新株式発行で調達した資金では、当該支払をするには充分でなく、か

つ未払債務を抱えたまま、他の機械装置も購入出来ず、結果的に支出予定時期を過ぎ

てしまった。なお、結果的にレーザーユニット 2 台の購入代金を支払うことが出来な

かったため、平成 22 年 6 月 29 日に 1 台、同年 8 月 17 日に残りの 1 台を RT 社に返

品した。 
   
    ③については、本件事業が本格稼働をしていないことから支出は生じていない。 

 
【新株式発行による調達における資金使途実績】 （単位：百万円） 

当初の資金使途予定 資金使途実績  
資金使途予定項目 

金額 支出予定時期 金額 支出時期 

① PE 社における、本件事業の

仕入れ債務及び外注加工費

決済資金 
48 

H22 年 6 月 

～7 月 
36.75 H22 年 1 月 

② PE 社における、本件事業の

機械装置購入資金 
30 H22 年 6 月 － － 

③ PE 社における、本件事業の

運転資金（外注加工費、人

件費等） 
2 

H22 年 7 月 

～H23 年 6 月 － － 

 合  計 80 － 36.75 － 

 
    以上のとおり、新株式発行による資金使途①乃至③は、支出予定時期を過ぎてか

らの支出が行われてなかったのであるから、本来であれば資金使途時期・内容の変更

について開示すべきであった。 
    しかしながら、GW 社は、その当時、本件事業を本格稼働させることに重きを置

いていたため、稼働をすることが出来れば、時期のズレはあったとしても予定通りの

使途で支出を出来ると思っていたようである。また、平成 22 年 9 月の前後で役員構

成が大きく変わり、新たな経営体制構築を優先してしまったことが資金使途の変更の



開示を失念してしまった大きな要因であると説明している。 
 
２．妥当性の評価 
 
（１）経営体制及び意思決定プロセスの妥当性 
 
   意思決定権限を持つ役員が多すぎると、意思決定プロセスに支障をきたす場合があ

るが、本件事業開始当時の役員構成は、代表取締役社長１名、取締役 2 名、常勤監査

役１名、監査役 2 名であり、役員構成としては標準的といえる。 
   他方、いわゆる「ワンマン経営」であり、社長の意思決定権限が強すぎると独善的

な経営に陥る場合があるが、当時の役員であった S 氏及び Y 氏によれば、当時の P 社

は、役員会議を頻繁に開催し、監査役も含めて議論を重ねたうえで、意思決定を行っ

ていた、とのことである。 
   本件事業は、P 社代表の S 氏と、RT 社代表の T 氏の関係性から始まった事業である

が、だからといって S 氏単独の決定によって進められた訳ではなく、S 氏及び Y 氏に

よれば、収支計画等について監査役から厳しい指摘がなされることもあって、再度の

見直しを行ったこともあった、とのことである。 
   
   さらに、P 社は、平成 20 年 6 月 1 日付けで「業務分掌規程」及び「職務権限規程」

を作成し、それぞれ細かい業務について役職ごとに担当範囲を分けて定めており、実

際の業務がかかる規程に基づいて遂行されていたのであれば、業務フロー及び意思決

定プロセスにコンプライアンス上の重大な欠陥があったとは認められない。 
 
（２）本件事業の実施状況の妥当性 
 
 ① 本件事業の実態の有無 
 
   本件事業は、「１」で記載したとおり、PE 社がレーザースクライバー装置の製造を

行うことを前提に、親会社である P 社が本件事業のための資金調達を行い、RT 社が工

場、部材、人材、技術を PE 社に提供し、装置の営業活動や販売を行う、というスキー

ムで開始した。 
   しかし、結果的に、P 社による調達資金が本件事業に使われた実績は、米 DP 社製の

レーザーとその周辺部品 2 台分の代金（7,350 万円）のみであり、P 社が調達した資金

が PE 社でのレーザースクライバー装置の製造業務（工場の賃借料、人員の報酬給与の

支払等）や、RT 社の販売活動に充てられることはなかった。 
   かかる結果だけを見れば、本件事業の実態に疑義が残ると言わざるを得ないが、関



係者からのヒアリング及び当時作成された関連資料の記載に鑑みれば、少なくとも本

件事業の開始決定を行った平成 21 年 7 月の時点では、P 社、RT 社ともに、上記スキ

ームで本件事業を遂行しようとする目的はあったと認められる。 
   よって、当初から、本件事業の実態がなかった訳ではなく、P 社による資金調達が予

定通り行かなかったことによって、全体の事業スキームが徐々に崩壊し、事業が前進

しなかったものと考える。 
    
 ②（事業の実態が存在するとして）本件事業の開始乃至撤退の妥当性 
 
   ①のとおり、少なくとも開始当初は、本件事業の実態はあったものと認められるが、

そもそも本件事業の開始を決定したこと、及び、その決定に至るプロセスが妥当であ

ったか否かが問題となる。 
   まず、米 DP 社製のレーザーが、プレゼン資料のとおり高性能であることが確かであ

れば、同レーザーを利用したレーザースクライバー装置には国内外のメーカーの需要

を見込むことが出来る。その意味では、P 社及び PE 社が、本件事業に参入する合理的

な理由は存在する。 
 
   しかし、本件事業を P 社グループの主幹事業とする旨をことさらに開示するのであ

れば、開示する前に、RT 社と業務提携契約を締結するだけではなく、もう少し細部に

関する基本的な合意をしたうえで開示すべきだったのではないか、と考えられる。 
 
   例えば、平成 21 年 2 月に開催された第 2 回国際太陽電池展に RT 社が出展したとこ

ろ、国内外のメーカーから問い合わせが殺到し、さらに、同年 6 月には米 DP 社製の

レーザー2 台を搭載したレーザースクライバー装置の製造が完了していた、というので

あれば、平成 22 年 2 月付けの TS 社からの LOI のような「購入意向書」を、RT 社が

いずれかのメーカーから取得したことを確認したうえで、P 社として本件事業に参加す

ることを決定することも可能だったのではないか、とも考えられる。 
   「ニワトリが先か、卵が先か」の議論に近いが、早く本件事業の開始決定をリリー

スしなければ、資金を提供しようとする者が現れることもない、とも考えられるが、

他方で、より確実性のある資金調達を行うのであれば、もう少し事業の足場を固めて

から、すなわち、前述の「購入意向書」を取得し、RT 社からの工場の賃借や人員の転

籍に関する合意が完了したうえで本件事業の開始決定をリリースしても良かったので

はないか、と考えられる。 
   その意味で、P 社による本件事業の開始決定のリリースは市場の混乱を招いたり株主

に過大な利益や損失を与えるような、明らかに不当なものとまでは評価出来ないが、

やや時期尚早なリリースだったのではないか、との疑いを禁じ得ない。 



 
   次に本件事業の撤退を決定したこと、及び、その決定に至るプロセスが妥当であっ

たか否かが問題となる。 
   この点、レーザースクライバー事業は、将来性のある事業といえるが、「仕入／製造

／販売」というプロセスは必ずしも「手離れ」の良いものとはいえず、多額の先行投

資、販売先との交渉、技術的な検証などを重ねなければならない事業であり、技術的

な専門知識が十分ではない GW 社が積極的に関与して効果的な事業とはいえないと考

えられる。RT 社の T 氏によれば、10 台以上の単位で販売出来なければ先行投資を回

収するのは難しい、とのことであったが、10 台以上の装置を製造するには、少なくと

も 3 億円から 5 億円が必要となり、現在の GW 社の資金状況に鑑みると「重い事業」

といえる。 
   よって、客観的に見ても、GW 社が本件事業から撤退を決定したこと自体には合理

性が認められる。 
 
   ただし、遅くとも平成 22 年 9 月に代表取締役が S 氏から M 氏に変わった段階で PE

社における本件事業の遂行が事実上停止していたことを考えると、その時点で本件事

業からの撤退を決定することも出来たはずである。 
   しかしながら、その時点での GW 社における、本件事業そのもののマーケティング

及び収益予想、本件事業において「製造」を担当する PE 社の所有物が「レーザーその

もの」なのか「レーザーとその周辺部品」なのかの正確な把握、PE 社において「製造」

体制を整えることが現実的か否かについての検証、などが十分ではなかったことに起

因して、本件事業からの撤退を決定するタイミングが遅れたという側面があることも

否めない。 
 
   とはいえ、安易に事業からの撤退を決定するべきではない、という要請があったこ

とも考えると、本件事業からの撤退の決定やそのプロセスに不備があったと断じるこ

とは出来ないと考える。 
  
（３）資金調達方法、及び、調達資金の使途の妥当性 
 
   S 氏、Y 氏の証言によれば、当時の P 社は、資金提供の候補先の選定や紹介を、ほ

ぼファイナンシャルアドバイザー（FA）に任せており、FA を仲介して、引受先との情

報共有を行っていた、とのことであるが、調達する金額が高額であることや、引受先

に個人が含まれていたことも踏まえて考えると、FA に任せて資金調達を図ったことは

適当ではなかったと評価せざるを得ない。この点は、S 氏も自覚するところであった。 
 



   また、平成 21 年 7 月作成のプレゼン資料に、「PCE３カ年収支計画（太陽電池用ス

クライバー事業）」というページに第１期から第３期までの収支計画が掲載されている

が、販売台数について、第１期が 15 台、第 2 期が 50 台、第３期が 80 台との記載があ

るものの、かかる台数の根拠が見当たらない。第１期の 15 台のうち 12 台は O 社を想

定、と記載されているものの、この時点において、P 社も、RT 社も、O 社から購入意

向書を取得したり、同社と基本的な合意をしたりはしていなかったのであるから、あ

くまでも想定レベル又は口頭での協議レベルでの販売計画に過ぎない、といえる。か

かる想定レベルでの収支計画であれば、仮に O 社に販売出来なかった場合のリスクに

ついても想定したうえで収支計画を立てるべきであったと考える。 
 
   投資家を募る際に提示する重要事項説明においてはポジティブな要素とネガティブ

な要素を双方提示したうえで、投資家に判断を仰ぐのが一般的だが、本件事業におい

て P 社は、プレゼン資料や IR 資料においてネガティブ要素やリスク要因についてほと

んど言及していない。より精度の高い収支シミュレーションを行ったうえで、資金調

達を行うべきだったと考える。 
 
   また、調達した資金の使途については、平成 22 年 4 月開示の第三者割当増資による

資金調達について、平成 23 年 2 月 17 日付開示の第三者割当増資の使途変更並びに予

約権消却に関するお知らせの IR にもあるように、資金使途予定時期を過ぎても支出が

行われなかったことの変更開示について、P 社のアナウンスが遅延したことは否めない

が、レーザースクライバー事業用資金をその他の事業資金に流用していた事実は認め

られなかった。 
 
   なお、結果的には、PE 社が、当初の予定通り、レーザースクライバー装置の製造を

実現出来なかったことを踏まえると、RT 社から TS 社への実験機の販売納入にかかる

収益が PE 社に実現しているとは認められず、売上計上の根拠は存在しない。この点、

平成 21 年 6 月 30 日購入分の P3 レーザーについて貴社は、平成 23 年 2 月 17 日開示

のレーザースクライバー事業の撤退のお知らせの IR にもあるように、監査法人とも協

議の結果、売上計上せずに返品処理していることが確認出来た。したがって、本件事

業に関連する会計処理の主要な問題点について、特筆すべき点は見当たらなかった。 
 
（４）情報開示の妥当性 
 
   本件事業に関する情報開示については、 
 

 本件事業の開始決定時期が早過ぎたのではないか 



 当初の予定と異なり、P 社及び PE 社が本件事業を実施する体制を作れていない

事実を正確に開示すべきではなかったか 
 調達資金の使途を変更したことについても、より早く開示すべきではなかったか 

 
といった点が問題となるが、いずれも広い意味での IR の正確性には違反すると評価せ

ざるを得ないものの、市場を混乱させ、投資家に過大な利益や損失を生じさせるよう

な不当な開示とまで断じ得るほどのものではないと考える。 
 
Ⅴ．関与役員の責任 

 
  株主が会社のために取締役に責任追及等の訴えを提起する、いわゆる「株主代表訴訟」

においては、当該取締役の行為が、損害賠償責任等を生じさせる程の違法な行為なのか、

それとも、「経営判断」の範疇に属する行為なのか（道義的、社会的な問題はあっても、

少なくとも法的に違法とまではいえない行為なのか）が争点となる場合が多い。 
  そして、かかる株主代表訴訟においては、会社の取締役が日々行う経営判断は量も膨

大であり、当該取締役にしか分からない人間関係や事実関係に裏付けられていることが

多いこと、裁判所が経営判断の適否について断言することが難しいこと、さらに、取締

役に対して厳格な責任追及を行うことは取締役の行動に萎縮効果を及ぼす可能性がある

こと等を理由として、明らかに法令に違反しているような行為でない限りは、「経営判断」

の範疇であるとして違法と評価されないケースが多い。 
 
  P 社の当時の取締役が、本件事業に参加することを決定したプロセスや、その後の開示

の時期や内容の正確性については、必ずしも適切とは認められないところがあることも

否定出来ないが、とはいえ、明らかに法令に違反した行為であると断定しうる事情は見

当たらなかった。 
  また、当時の P 社代表の S 氏、取締役の Y 氏はそれぞれ責任をとる形で取締役を辞任

し、退社しており、社会的責任は果たしたと評価出来る。 
  もちろん、当委員会が把握出来なかった事情等が存在するような場合は格別、当委員

会の調査により得た事情のみでは、当時の P 社取締役、監査役に法的な責任が生じると

は断定出来ない。 
 

Ⅵ．コンプライアンス（広義）の観点から今後改善すべき点 
 

  法令を遵守する、という点のみならず、投資家や金融機関等の資金提供者（その候補

者）への正確な情報提供、各取引に関する契約書類の作成及び保管、子会社を含めた会

社内の統制、意思決定プロセスの透明性なども含めた、広義のコンプライアンスの観点



から、本件事業での反省を踏まえ、GW 社では今後、以下の点に留意するべきであると

考える。 
 
１．コーポレートガバナンス体制の強化 
 
  上記のとおり、当時の P 社は、役員会議を頻繁に開催し、監査役も含めて議論を重ね

たうえで、意思決定を行なっていた、とのことである。 
  しかし、他方で、上記のとおり、本件事業に関する情報開示、資金調達等に不充分な

点が認められ、また、結果として、本件事業への参入が奏功しなかったことなどを踏ま

えると、今後は、①取締役会において、取締役間で一層の活発な意見交換を行なうとと

もに相互牽制を図り、②監査役にもより積極的に意見を述べてもらい、業務執行に対す

る監視・監督機能を高める必要がある。なお、これらの意見交換や監視・監督等をより

実効性のあるものにするために、独立性・専門性の高い社外役員を積極的に登用するこ

とも検討に値する。 
  また、法務・会計等の専門的問題については、弁護士への相談、会計監査人への積極

的な情報提供により、より徹底したコンプライアンスの管理を図ることも不可欠である。 
 
２．内部管理体制の強化 

 
 P 社においては、「組織規定」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」、「稟議規程」等が作

成され、組織体制の役割分担・業務分掌の明確化等が定められている。しかし、上記の

とおり、本件事業に関する情報開示、資金調達等に不充分な点が認められ、また、結果

として、本件事業への参入が奏功しなかったことなどを踏まえると、実際の業務がこれ

らの内規に忠実に則ってなされていたか疑義が生じ、また、そもそもこれらの内規が現

在の GW 社の実態にそぐわない可能性もある。 
 したがって、今後は、GW 社としては、より適切な内部管理体制を構築すべく、関連

する内規の策定・改定を行い、かつ、実際に内規に則った業務運用がなされるよう内部

監査等を通じて監視を強化すべきである。 
 特に、ＩＲについては、投資家の利害に直接影響を与える可能性があるところ、上記

のとおり、P 社（GW 社）においては、時期や内容において不正確な情報開示が散見さ

れ、かつ、大証からの個別の質問に対して、重要な点で実態とは異なる回答を行ってい

ることからすると、より厳格な体制を整備することが急務と言える。 
 
３．情報保存管理体制の強化 
 
 上記のとおり、本件事業に関して、当事者である P 社、PE 社、RT 社の三者間におい



ては、本件基本契約とレーザー売買契約しか契約書類が存在せず、また、当時の交渉の

やり取りを記録した会議録や社内での管理状況を記した資料等もほとんど見受けられず、

これが本件事業の実態の有無について疑義を呈される一因となっている。 
 したがって、今後は、GW 社としては、文書管理規程などの内規に基づき、業務執行

に係る情報を、適切に保存し、事後的に業務執行の適法性・妥当性を検証することが出

来る体制を構築する必要がある。特に、重要な取引に際しては必ず契約書を作成・保管

し、重要な打合せについては議事録を作成・保管する、という運用を徹底することが大

切である。 
 
４．グループ会社管理体制の強化 
 
 上記のとおり、本件事業に関しては、子会社である PE 社による遂行状況を、P 社が必

ずしも充分に管理・把握していなかったことから、撤退時期が遅れたという側面も否定

出来ない。 
 したがって、今後は、GW 社としては、グループ会社の業務はグループ会社に一任す

るのではなく、グループ会社管理規程などの内規に基づき、グループ会社の業務を管理・

監視する体制を強化することが必要となる。具体的には、①P 社においてグループ会社

を統括する部署を設置したり、②グループ会社に対して業務執行状況・財務状況の定期

的な報告義務を課したり、③グループ会社の役員・使用人等を兼任する役員・使用人を

通じてグループ会社の業務執行の管理・監督を行う、等の方法が考えられる。 
 
５．リスク管理体制の強化 
 
  上記のとおり、P 社は、本件事業に関して、多額の資金調達を FA に任せ、また、リス

ク要因を充分に反映していない収支計画を作成し、結果として資金調達に失敗し、これ

が本件事業への参入が奏功しなかった大きな要因となっている。また、ヒアリングした

限りでは、P 社の元役員は、本件事業に係る事業内容や技術内容に必ずしも精通してい

るとは見受けられない面があり、このような事情が本件事業への参入が奏功しなかった

一因となっている可能性も完全には否定出来ない。 
 したがって、今後は、GW 社としては、より慎重なリスク評価を行い、緻密な事業計

画を作成した上で業務を執行するために、リスク管理体制を強化することが必要となる。

特に、今後、GW 社が新規投資をする際には、投資先に係る事業内容や技術内容を充分

に理解した上で、リスク評価を行うことが大切と考える。 
以上 
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