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平成 23 年 9 月 28 日 

各  位 

 

東京都台東区柳橋一丁目４番４号 

リ ア ル コ ム 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  谷 本  肇

（コード番号：3856 東証マザーズ）

問合せ先：取締役執行役員 CFO 山本 融

（連絡先 03-5835-3180（代表））

 

 

リアルコム株式会社による WWB 株式会社の株式交換による完全子会社化のお知らせ 

 

 

リアルコム株式会社（代表取締役社長谷本 肇、以下｢リアルコム｣又は「当社」という）及び

WWB 株式会社（代表取締役社長 龍 潤生、以下「WWB」という）は平成 23 年 9 月 28 日開催のそれ

ぞれの取締役会において、リアルコムを完全親会社とし、WWB を完全子会社とする株式交換（以

下「本株式交換」という）を行うことを決議し、本日、両社の間で株式交換契約（以下「本株式

交換契約」という）を締結いたしました。WWB の子会社化を通じて、リアルコムは太陽光発電（ソ

ーラー）事業、次にスマートグリッド事業へ参入するとともに、グループとしての資本力強化を

推し進めていきます。なお、当該株式交換は平成 23 年 11 月 24 日開催予定の当社臨時株主総会に

おいて特別決議による、株主様の承認を得ることを条件としております。 

 

 

記 

 

１． リアルコムグループのこれまでの歩み、課題とそれに対する対応 

リアルコムグループ（以下｢当社グループ｣という）は、創業者谷本がシリコンバレーでのビジ

ネス経験を通じて得た知見をベースに「ソフトウェアとコンサルティングサービスを融合し、ワ

ークスタイル、ライフスタイルを変革するグローバルカンパニーになる」ことをビジョンとして

創業されました。創業 4 年目からは事業ドメインを大企業向けのワークスタイル変革に集中し、

「ナレッジマネジメント、情報共有に特化したエンタープライズソリューション企業」として、

自社開発ソフト「KnowledgeMarket」を核にソフトウェアとコンサルティングの提供を行って参り

ました。 

リアルコムのビジョンにご賛同いただき、丸紅様、三菱商事様他大手商社、鹿島建設様、大林

組様他大手ゼネコン、そして三菱東京ＵＦＪ銀行様、東京海上日動火災様他大手金融機関その他

多くの日本を代表する企業様に当社ソリューションをご採用いただきました。また、日本アイビ

ーエム様、CSK 様ほか多くのパートナーにも支えられ、順調に業績を拡大し、2007 年 9 月に東京

証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。上場前の 2006 年には、グローバル化の一環として

米国シリコンバレーに米国法人を設立し、新製品のソフト開発拠点としました。 
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しかしながら、こうした過程においていくつかの課題が顕在化し、業績予想の下方修正と赤字

転落を強いられ、戦略の見直しを迫られました。具体的には、ライセンス販売中心の大型案件依

存度が高くなった結果、営業活動が大手企業狙いになり、営業サイクルが長くなると同時に個別

案件獲得の成否（遅延）による業績の振れ幅が大きくなってしまいました。また、大手企業であ

るお客様が望むソフトウェア品質、信頼性を担保しながらも同時に市場の先端を行く新しい製品

開発、機能開発をスピーディーに実現する開発能力や意識の維持が困難となり、保守的にまずは

品質、信頼性確保に走り、ベンチャー企業らしい「攻めの開発」やお客様からご覧頂き「大手ベ

ンダー企業に比べて、よりかゆいところに手が届く」ソリューションの提供能力に限界が見えて

参りました。 

このような課題を解決するため、当時、当社グループでは、中核事業である KnowledgeMarket

事業の維持拡大に加え、大きく 3 つの方策によって対応いたしました。第一に、全社的開発能力

の強化、米国拠点の強化及び市場への参入を実現するため、米国 AskMe 社（およびインドの同社

開発拠点）を 2008 年に買収しました。第二に、自社製品の大手企業一発狙いのライセンス販売に

よらない、単価は小さくても継続的な収入が見込めるサービス、製品の導入を企図し、マイクロ

ソフト社との競業を本格化させ、当社のポータル製品 SharePoint を核にしたクラウドサービスの

提供（BPOD：Best Practice on Demand）および SharePointの機能を補完する海外ソフト製品「Nintex 

Workflow」の導入販売を開始しました。第三に、それまで基本方針として、当社製品の販売と一

体化する形で提供していたコンサルティングサービスを個別単独で提供することにより、お客様

ニーズへの柔軟な対応を実現しつつもお客様ニーズのより深い理解を通じた製品・サービス開発

能力の向上を狙いました。 

これら施策のうち、SharePoint 関連事業は一定の成果を得ることができました。具体的には、

Nintex 社製品の導入販売は成功をおさめ、Nintex 社の海外市場（除米国）では No.1 の実績を収

めております。また、当初計画より立ち上がりに時間がかかっているものの、クラウドサービス

BPOD 事業は一定の成果を収めつつあります。さらに、BPOD 事業に加え、2010 年後半より企業向

けスマートフォン事業の立ち上げにも成功し、将来の収益源として期待できるベースが付け加え

られています。 

また、中核の KnowledgeMarket 事業は、お客様基盤からの継続的なご支援をいただくことで、

安定した収益基盤の役割を果たすことができました。課題である「攻めの開発」は十二分には達

成でききれていないものの、会社の収益を下支えする役割をきっちり果たし続けております。 

しかしながら、コンサルティングサービスの個別単独提供は目標を実現できませんでした。当

社グループが提供する、ナレッジマネジメントおよび情報提供分野におけるコンサルティング、

さらにはマイクロソフト社 SharePoint 導入にかかわる上流コンサルティングは、ニッチなサービ

スとして良好な市場評価をいただいてきてはいたものの、コンサルティング個別提供では、成長

性、収益性ともに上場企業として行うサービスとしては不十分で、事業の柱となりえないことが

明確になりました。本来ならばこうしたコンサルティングと、リアルコムが提供する製品、サー

ビスと融合させることで「トータルソリューション」として差別化し、収益を稼ぐべきものが、

行き過ぎた自分主義からくる視野の狭さや組織管理、収益管理の問題から、シナジー追求どころ

か、全社的なチームワーク、組織運営を阻害する要因となってしまいました。本件に関しては、

担当執行役員を更迭し、コンサルティング組織を単独の組織としてではなく、KnowledgeMarket

や SharePoint 系それぞれのソリューションを行う事業組織に吸収させる形でのテコ入れを行っ
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ております。 

さらに、買収した海外事業は思うような成果を上げることができませんでした。買収直後に起

きたリーマンショックによる米国市場の冷え込みが一因ではあったものの、より大きな要因とし

て、グローバル人材の不足、マネジメント経営資源割り当ての優先順位の問題から、買収後の組

織マネジメントが不十分で、企図した全社的開発力の底上げが成らないばかりか、収益面でも赤

字転落に陥ってしまい、結果、2010 年 6 月期に、連結において米国子会社におけるのれんの減損

等で 3 億 9,571 万円の損失を計上するとともに、リアルコム単体においては、米国子会社に対す

る関係会社株式の評価損並びに同社への貸付金に対する引当金 7 億 6,209 万円を計上することと

なりました。これら米国事業にかかわる損失額を他事業からの収益、既存資産で賄うことができ

ず、連結、単体ともに債務超過に陥る事態となりました。また、2008 年 4 月における AskMe 社の

買収は全額、銀行からの借入れ（5 億 1,000 万円）で行ったため、債務超過に加え、多額の有利

子負債（平成 23 年 6 月末時点で 4億 2,578 万円）を残す結果になり、継続性の疑義を生じさせる

状況となりました。 

こうした状況を脱却すべく、海外事業については、米国子会社の事業売却、インド子会社の事

業譲渡を平成 23 年 6 月期末までに実現し、事業売却益約１億 2,000 万円を計上いたしましたが、

債務超過額および銀行融資残高の減少には資することができませんでした。一方で、これら海外

事業の整理により、さらなる赤字拡大を防止し、経営資源を国内事業へ集中する体制を整えるこ

とができました。また、平成 23 年 6 月期国内事業(単体)においては営業利益、経常利益、当期純

利益において黒字への転換を果たしました。 

いずれにしても、依然として 341,496 千円の債務超過となっており、上場維持のためには平成

24 年 6 月期末までに当債務超過を解消することが急務となっております。また、平成 23 年 6 月

以降において当社の時価総額が 3 億円未満となっていることからも、着実かつ魅力的な事業展開

シナリオの策定、実行が急務であるとの危機感を持って来ました。当グループのこれまでの事業

展開の流れを継承し、中核事業である KnowlegeMarket の継続的な事業維持、成長をベースに、ス

マートフォン事業、SharePoint 関連事業、およびこれら事業を下支えするコンサルティングサー

ビスを追加成長の源泉として捉えてはいるものの、これら事業を粛々とで行っていくのみでは今

年度中の債務超過の解消、より高い市場評価（株価）を勝ち取っていく上では不十分との認識に

至っております。 

 

２． 財務基盤強化に向けた対策と成長シナリオ策定 

海外事業ののれんの一括償却による債務超過の可能性は、2009 年末より予測できていた事態で

あったため、2010 年以降、海外事業のテコ入れや国内事業収益体質強化と並行し、第三者割当増

資を絡め一緒に成長シナリオを描き、実現していけるパートナーを国内外の IT 企業を対象に探索

し続けました。こうした活動を通じ、内外 50 社以上のパートナー候補との協業可能性を模索して

きました。 

結果、多くの企業様が弊社の事業の独自性をご評価いただき、協業に前向きな姿勢を示してく

れたものの、債務超過の状態である（あるいはそのリスクがある）状態で、かつ 4 億円を超える

有利子債務をそのまま引き継ぐ形での増資の引き受け、子会社化は非常に困難であるとの反応が

多くありました。こうした反応の背景の一つには、国内の SI 業界、情報系エンタープライズソリ

ューション市場の成熟化、企業間の競争激化を通じた収益力、成長力の鈍化などからくる強い閉
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塞感もあったと感じております。一方、リアルコム事業に大いに興味を持ち、投資余力の大きい

海外企業も多数ありましたが、DES（Debt Equity Swap：債務の株式化）等債務軽減スキームがな

い状況での投資に踏み切れるパートナーを見つけるには至りませんでした。取引銀行様とは非常

に有効な関係を維持し続けており全面的な協力をいただいておりますが、現時点では何らかのス

キーム導入を通じた短期的な債務軽減ではなく、長期的な関係をベースにした返済をしていく方

向で合意しております。また、第三者割当増資と新株予約権などを組み合わせた資本の増強、債

務超過解消を実現する提案を複数の投資企業よりいただくことはありましたが、債務超過解消後

のステップとして十二分に魅力的な単独での成長シナリオを描ききることができなかったため、

それらの提案を受け入れることはしませんでした。 

こうした状況を受け、本年春先より、市場成長が頭打ちになり閉塞感の強い国内大企業向けソ

リューション市場の枠にとらわれることなく、中堅中小向け市場、あるいは創業時に行っていた

一般消費者向け市場やその他の市場など、あらゆる事業の可能性、あらゆるパートナリングの可

能性を検討し、リアルコムらしい（既存の市場のパイを奪うのではなく、イノベーションを通じ

た需要創造を行う）、新しい成長戦略を策定することが、結果的には足元の財務状況の改善、資本

力強化への王道と考え、魅力的な成長シナリオの策定に鋭意努めて参りました。分野選定におい

ては、1.急激な市場の伸びが期待できること、2.業界ルールが激変する（業界ルールを当社が変

えることができる）可能性があること、3.当社グループがこれまで培ってきた経験、ノウハウが

活用できる、つまりリアルコムらしいオリジナリティを発揮し、市場で勝ち抜くことができるこ

と、の三点を主要な評価基準といたしました。なかでも、現在当社グループが属する市場ドメイ

ンが比較的成熟している市場であることから、大きな市場の伸びが起き、変化が激しい市場を見

つけるという 1及び 2の分野に注力しました。同時に、3.当社の経験、ノウハウ、と言う意味で、

お客様視点でソフトウェアを開発、提供してく能力、海外（特に米国）とのネットワーク、先端

トレンドの把握能力を基準に事業選定、パートナー選定を行ってまいりました。 

こうしたなかで、例えば、国内中堅中小向け市場は、市場規模は大きいものの、市場の成長性、

当社の強みやカルチャーとのフィットの面で、大きな魅力度を見出すことができませんでした。

換言すれば、これまでの当社グループの歴史の中でも当該市場への参入は何度かチャレンジして

おり、過去の経験を踏まえ、再評価したものの今回もこの市場で成功する確信を持つには至りま

せんでした。また、消費者向け市場は非常に大きな変化が起きている市場ではあるものの、上場

企業が実質、自前で新規参入する市場ではないと結論つけています。言い換えれば、当市場は、

サービスに対する強い思い入れを持った少数の人間が立ち上げを行っていく市場であり、当社グ

ループの現社員が行うというよりは、当社がそうした人物、会社に投資をするスタイルでの参入

になると考え、シナジー面で大きな効果を見出しにくいとの判断をしました。 

いずれにしても、今回の新しいシナリオを打ち出していく上では、強烈な市場の変化が期待さ

れる、当社の強みを生かしながらも全く新しい形での事業展開を行うことで、当社内外にある閉

塞感を大きく打破し、創造的破壊と再生を行うようなシナリオが必要であると感じてきておりま

した。こうしたことで、新たな収益の柱を獲得するだけではなく、当社グループの組織を良い意

味で揺り動かし、刺激を与えることで役員、社員の意識を変え、既存事業を含め当社グループの

事業全体を活性化させていきたいと考えてきました。 
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会社を大きく変えていく新規事業を考えていく上で、米国をはじめ海外の動向も常に参考にし

てきました。その中で、2005 年以降シリコンバレーにて「インターネットの次のイノベーション」

として注目を浴びていたクリーンテックベンチャーの動向は目を引くものでした。米国と日本で

は電力インフラの整備状況やエネルギーに対する考え方などに違いがあり、米国の動向がそのま

ま日本に当てはまるとは言えないものの、世界を代表するベンチャーキャピタルがこぞってクリ

ーンテクノロジーに巨額の投資を行っており、欧米、中国のベンチャー企業への総投資額は 2005

年以降からの 5 年間のみで 1.5 兆円を超えるものでした。またオバマ大統領は、就任後「グリー

ンニューディール政策」を掲げ、10 年間で 1,500 億ドル（11 兆円強）をグリーンエネルギーに投

資し、500 万人の雇用を生み出すことを発表しております。クリーンテックの立ち上げ時におい

ては、スマートメーターや電気自動車、太陽光発電や風力発電の素材や要素技術への投資が目立

ったため、当社グループの事業分野とは距離のある市場として捉えていました。 

しかしながら、要素技術や基礎技術への投資の動きがある程度の落ち着きを見せた次の段階と

して、2008年ころから当分野でもネットワーク、ソフトウェア分野でのベンチャーが目立ち始め、

グーグル、マイクロソフト、IBM、HP、SAP 等大手 IT ベンダーの活動も活発化してきました。直

近では、今年 6月に、米国 Solar City 社にグーグルが 200 億円程の出資をし、話題を呼びました。

Solar City 社は、PayPal やテスラモーターズの創業メンバーである Elon Musk 氏が創業にかかわ

った、ソーラーシステムの設計、施工、金融、アフターサービスや節電モニタリングを行う「フ

ルサービスソーラープロバイダー」です。 

また、「クリーンテック」と言う言葉をより広い形で包含する言葉として、「スマートグリッド」

との言葉が一般的になりました。（当社グループでは、「スマートグリッド」を、クリーンテクノ

ロジー」「スマートホーム」「スマートコミュニティ」に代表される、新しい再生エネルギーによ

る発電、配電、蓄電、省電市場と定義しています。） 

2009 年の米国のある調査では、スマートグリッド市場に於ける企業経営者の７割弱が IT（ソフ

ト、ハード、通信）出身者である、との調査も出てきました。こうした変化を通じ、当社グルー

プとしても、当社事業領域の拡張候補（新規事業候補）として可能性のある市場としてスマート

グリッドをとらえるに至りました。同時に、スマートグリッドは、90 年代前半のインターネット

の普及と匹敵する大きな、そして不連続な社会インパクトを及ぼす、見逃すことができない大き

な事業チャンスであると捉えております。 

スマートグリッド市場におけるプレーヤーを見てみると、技術面、市場での実証面でアメリカ

が端緒となった部分が多い一方、市場の立ち上がりに合わせ、特にソーラーパネルの分野での中

国企業の台頭が目立つようになってきました。2008 年頃は、米国のファーストソーラー社やドイ

ツのＱセルズが市場リーダーでしたが、その後中国のサンテック社が世界市場におけるトップシ

ェア企業となり、2010 年の世界の太陽電池生産量の 60%近くが中国産となり、ソフト面では米国

企業主導、ハード面では中国企業主導の市場となりつつあります。 

日本国内においても、東日本大震災を大きなきっかけとした再生エネルギーへの意識の高まり、

再生可能エネルギー促進法に代表される行政・自治体のバックアップなどにより、急成長市場と

なることが予想されています。矢野経済研究所は、ソーラー発電市場（ソーラーパネル、パワー

コントローラー、ケーブル等ハードウエア）の市場規模は 2009 年には 1,640 億円程度だったもの

の、2011 年には 6,770 億円、2014 年には１兆円を超える規模になると予想しており、その中で急

激な成長を実現している企業も出てきております。たとえば、世界一のソーラーモジュールメー
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カーである中国のサンテックパワーは、2008年6月に国内モジュールメーカーを100%子会社化し、

2009 年 12 月期には約 75 億円、2010 年 12 月期には約 125 億円へと売り上げを伸ばしています。

また、カナディアンソーラー社は 2009 年 6 月に日本に参入したばかりではありますが、2010 年

12 月期には 49 億円の売上を達成し、2011 年は 100 億円以上の売上達成を視野にとらえていると

言われています。こうした市場および成功他社の急拡大は、当社グループにとっても当該市場が

魅力的な参入対象であることを示唆していると考えております。 

さらに、ソフトバンクが地方自治体と連携し、総額 800 億円の投資で 20 か所のメガソーラー発

電所を建設する構想を発表する、楽天が家庭用太陽光発電販売に参入する、ヤマダ電機がスマー

トハウスビジネス強化のためエス・バイ・エルを買収する等、住宅メーカーや家電量販店、大手

IT ベンダー、インターネットモールなどの参入が相次ぎ、販売ルート、競争ルールが大きく変っ

ていく事、すなわち業界ルールが変わり、これからの新規参入者にとっても業界変革に成功する

ことで大きな成功が可能となる市場であると考えております。また、新規参入にあたっては、見

積もりや受発注システムの高度化、家庭やビルでの節電効果、投資効果を最大化するための制御

システムとしてのソフトウェアが重要な付加価値の一つとなりうると考えており、当社グループ

がこれまで培ってきたソフトウェア開発及びソリューション提供のノウハウ、海外ネットワーク

が応用可能であると判断しております。 

ただ、こうしたソフトウェアや IT が付加価値の源泉となる、本格的なスマートグリッドの立ち

上がりはまだ 2-3 年先になると予想していること、単独での新規参入では弊社の人員、財務体力

から不十分であると考えたことから、すでにソーラー発電システムの輸入、提供を開始している

WWB の子会社化を、当該市場参入への橋頭保とすることで、初期投資を最小化しながらも、早期

の市場参入を果たすことが最適と判断しました。 

 

３． WWB 子会社化の目的 

当社事業のパートナーである WWB は創業以来、中古建設機械（以下｢建機事業」という）のアジ

ア諸国への輸出及び国内での販売事業を行ってきた会社であり，平成 18 年の設立以来，継続して

黒字化を達成してきております。建機事業は WWB 創業者である龍潤生氏の国内外における業界で

のネットワーク、特に中国、東南アジア地域における輸出先顧客より優先的に輸入業者としての

指定を受けるなど仕入、販売ルートの確保により業績を伸ばしてきました。建機事業については、

国内、輸出販売におけるそのネットワークにより販売基盤を維持することに加え、世界コンクリ

ートポンプトラック製造最大手の建設機械メーカーである SANY（三一重工）の日本におけるコン

クリートポンプトラックの販売代理権も取得し、今後同社製品の輸入販売を行うことで、当面は

着実に売上を上げることが可能と考えております。しかしながら、建機事業については、龍氏へ

の依存度が高く、また、通常であれば売上高の増加により粗利も増加する事業ではありますが、

平成 22 年 5 月期から平成 23 年 5 月期のように（売上高推移が 1,095 百万円⇒1,131 百万円と同

様のレベルながら、経常利益が 3百万円⇒32 百万円と変動）販売状況により、収益が変動する可

能性があります。 

WWB は中核事業である建機事業に加えて新しい成長の機会を模索していました。その中で、WWB

社長龍氏の個人的人脈からソーラー市場への参入機会を得ました。具体的には、NASDAQ 上場企業

であり、生産能力でも今年中に世界トップ 10 位レベル（1GW 以上）になる見込みである中国の太

陽光セル、モジュールメーカーChina Sunergy (Nanjing) Co.Ltd (中電電気(南京)光伏有限公司。
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以下、｢CSUN｣という)から同社ソーラーパネルの自社ブランドによる販売権を昨年 11 月に獲得し

ました。CSUN のモジュールを核にシステムを構築すべく、パワーコントローラーについては安川

電機グループと、パネル取付架台についてはホリー（株）と、そしてシステム販売後のメンテナ

ンスについては、シナネン（株）子会社である太陽光サポートセンター（株）と基本契約を締結

済みであり，既にドイツ政府の公認認証機関である TUV Rheinland(テュフ ラインランド)の認

証を取得しておりますが、今後、早急に J-PEC（太陽光発電普及拡大センター）認証を取得し、

住宅向けソーラーシステム設置に対する政府からの補助金受給資格を得ることで国内市場におけ

る本格販売を目指しております。一方で、住宅向け以外の事業所向けソーラーシステムやメガソ

ーラーシステムに関してはすでに積極的な営業活動を行ってきており、すでに WWB として 15 件以

上の有力営業案件を抱えております。 

当社グループとして、WWB の子会社化を通じ、自社であれば獲得困難であった CSUN のソーラー

システムの販売権を手に入れることができること、今後急激に立ち上がる国内ソーラー市場にお

いて、すでに半年以上活動を行って来ている WWB の経験、ネットワークを手に入れることで「時

間を買う」ことができることは非常に大きい大きなメリットと考えております。WWB を橋頭保に

市場参入し、その上でスマートグリッド事業を展開していくこととなります。 

一方、WWB としては、当市場で事業展開をしていく上で、これまでの龍社長の個人的ネットワ

ーク、個人の能力に依ったやり方ではなく、より組織としての動きをすることで、信用力の向上、

戦略実行能力の向上を実現していくべき、と考え、ソーラー事業推進のためのパートナーを探し

続けていました。結果、IT 分野で事業展開を行い、上場企業として事業の独自性、組織力に於い

て一定の評価を受けている当社の子会社となることとしました。WWB としては、当社の子会社と

なることで、ソーラー事業展開における信用力の向上、事業拡大により見込まれる運転資金の増

加に対応する能力を高めるとともに、ハードの輸入販売に IT の付加価値を付けることによる付加

価値のより高い事業運営を実現することを企図しています。 

市場参入の第一ステップとして、子会社である WWB をてこに CSUN のソーラーパネルと国産パワ

ーコントローラーを中心としたシステムを、戸建住宅、集合住宅、事業所、そしてメガソーラー

向けに販売していきます。対象市場により、直接販売とともに、販売・導入パートナー網を通じ

た間接販売を行ってまいります。市場深耕を進めながらも、システムの提供から、アフターサー

ビスやファイナンシャルプランの提供などのメニューを追加し、「太陽光発電のインテグレータ

ー」としてサービスラインの拡充を図り、お客様の利便性を最大化して行きます。同時に、市場、

お客様の生の声に直接接することで、具体的な付加価値向上策、競争戦略を練っていきます。参

入当初 2-3 年は、こうした物販、サービス中心の事業展開になると予想しています。 

そして、第二ステップとして、スマートグリッドの名にふさわしいソフトウェア製品、サービ

スを付加し、「他社が真似できない」ソリューションを提供していきます。こうした IT を通じた

付加価値向上は、親会社であるリアルコムが主導権を握って行っていくこととなります。ソフト

ウェア提供にあたっては、国内、海外市場の動向もにらみながら、自社開発とライセンス導入の

バランスを図っていきます。具体的なソフトウエア開発、導入分野、方法については参入ととも

に事業企画を始めていきますが、この第二ステップが、当社の現有のノウハウ、経験が最大限に

発揮されるステップとなります。こうした第二ステップが本格的に収益を生むのは前述のとおり、

2-3 年後ではないかと考えております。このような段階的な市場導入を通じ、スムースな市場参

入を果たすとともに、激しい競合環境の中での同質競争（＝コスト競争）を避け、利益率の高い
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ビジネスを確立してまいります。 

今回の子会社化スキームは、後述のとおり企業価値を一対一で算定した株式交換となり，既存

の株主にとっては 100%の希薄化が起きることとなります。さらに、両社の売上、利益規模などを

勘案した結果、本株式交換により、当社は「合併などによる実質的存続性の喪失」に係る猶予期

間に入る可能性があります。 

しかしながら、当社の財務面においては喫緊の課題である時価総額基準及び債務超過による上

場廃止リスクの回避及び資金繰りの確保への何らかの対応が必要であることに加え、事業面にお

いては、これまで述べてきた、「大きな変化＝チャンス」のあるソーラー市場、ひいてはスマート

グリッド市場へのタイムリーな参入が可能となり、大きく収益を伸ばすチャンスがあること、建

機事業の収益を、KnowledgeMarket 事業に加えて、当社の財務基盤を支えるもう一つの柱とでき

ること、当スキームの実行を通じた組織への刺激を通じた閉塞感の打破を狙えること、と言った

潜在メリットを実現化することにチャレンジし、当社グループの事業を大きく成長させ、より高

い市場からの評価を勝ち取ることで、希薄化によるマイナスを相殺し、かつ株主価値を向上させ

ることを実現していきたいと考えております。 

 

４． 事業執行体制及び計画 

 当社の WWB の完全子会社化の目的は、ソーラー事業でのシナジー効果を徹底的に追求し、スマ

ートグリッド市場への参入機会、事業成長機会を獲得することです。WWB にとってもソーラー事

業は始めたばかりの新事業であることから、今回の合従連衡は、新しい事業を共同で作り上げる

ことと言い換えることができます。WWB の中核事業である建機事業に関しては、コストシナジー

以上の事業拡大シナジー効果を見込んではいません。こうした観点から、WWB のソーラー事業と

建機事業を切り離し、ソーラー事業にのみ資本参加を行うといった考え方も議論されました。し

かしながら、WWB に関しては、建機事業もソーラー事業も創業経営者である龍社長とナンバー2の

厳副社長の属人的な能力に依り運営されているため、事業を分けることは実質不可能であったこ

と、また本年後半より急激な市場成長が見込まれるソーラー市場において市場競争の波に乗り遅

れない形で迅速な意思決定、行動が重要と判断したことから、100%買収、合併、子会社化など「一

体化」した形での合従連衡が必要であると判断しました。また、その上で双方が個別に有する契

約、認可、権利関係を保全しやすいこと、これまで両社が行ってきた人事、組織体系に急激な変

化を与えないこと、そして現在の当社グループの財務体力で実行可能なスキームであることから

株式交換による子会社化を決定しました。 

  

立ち上げ当初は、ソーラー事業は WWB の一事業として運営し、必要に応じてリアルコム社員の

兼務や出向を行う形で進めていきます。即ち、まずは WWB を通じてソーラー事業を行い、親会社

である当社の事業部構成は大きな変更なく運営されます。 

両社では、将来の事業であるスマートグリッド事業を「イコールパートナー」として共創して

いくことを基本理念にしております。結果、親会社であるリアルコム、子会社となる WWB 双方の

取締役会においても、リアルコム出身の取締役 4 人と WWB 出身の取締役 4 人を相互に派遣し、比

率を一対一とすることで、一体化された意思決定、経営実行を実現していく予定です。 

ただ、当社が当社グループ全体に対する事業コントロール、確実なシナジーを実現するため、

当社代表取締役谷本が WWB の代表取締役副社長およびスマートグリッド事業部の副事業部長の任
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に当たり、WWB 代表取締役社長の龍氏、取締役副社長兼スマートグリッド事業部長の厳氏ととも

に責任者として事業推進をリードしていきます。また、リアルコムに於いては谷本が引き続き代

表取締役 CEO を務め、龍氏が代表取締役 COO に就任する一方で、WWB に於いては龍氏が代表取締

役社長、谷本が代表取締役副社長に就任する予定です。 

当社グループ全体の経営責任および対外的な活動を谷本がリードし、龍氏がその補佐として足

元を固めていく役割分担となります。また、KnowledgeMarket に代表されるリアルコムの既存事

業は引き続き谷本が、建機事業に於いては龍氏が主要責任者として事業を運営し、ソーラー事業

に関しては前述の通り谷本と龍氏、厳氏のトロイカ体制により推進していく予定です。事務所に

関しても、リアルコムと WWB のオフィスを統合することで、文字通り机を並べて一体化した事業

推進を行う環境を整えます。 

 こうした活動を通じ、事業開始初年度である平成 24 年 6 月期にはソーラー事業の売上 3億円強

の実現、平成 25 年 6 月期には 16 億円以上の売上の達成を目指します。本業績達成のための必要

投下資金や運転資金に関しては、リアルコム及び WWB の手持ち資金及び既存事業からのキャッシ

ュフローマネージメントを精緻に行うことに加え、資金繰りの安定化及び事業拡大のための運転

資金の調達について、第三者割当増資やその他資金調達を検討してまいります。 

 

５． 考えられるリスクおよび課題とそれらに対する対応 

 

① 経営コントロールの維持 
本株式交換により、WWB 龍氏が当社筆頭株主となり、リアルコム谷本が第二位株主、そして WWB

厳氏が第三位の当社主要株主となる予定です。こうした状況下でもリアルコムとして経営コント

ロールを維持するため、谷本がリアルコムの代表取締役 CEO で在任し続けることに加え、WWB の

代表取締役およびスマートグリッド事業の副事業部長として経営に深く関与し続けることで、当

社の事業推進、事業成長の肝要な部分をすべて掌握していきます。 

さらに、谷本、龍氏の間で覚書を取り交わすことにより、当面（2年間）の取締役比率の維持、

従業員の待遇の合理的な範囲内での維持、保全を双方約束しております。 

また、各取締役、執行役員の評価に関しては、指名・報酬委員会を新設し、客観的かつ公平な

指名、人事評価を行う体制を確立する予定です。 

 
② キーマンの維持及び競業の禁止 

WWB の既存事業である建機事業に於いては、同社創業者である龍氏のネットワークに依存して

おり、本株式交換後も龍氏を中心とした事業運営が必要となります。また、新規事業であるソー

ラー事業においても、その重要構成要素である CSUN とのパートナーシップは、龍氏と CSUN 経営

陣の人間関係がベースとなっております。契約はあくまで会社対会社の契約であり、龍氏の存在

にかかわらず当社製品の輸入販売は可能ですが、2 年後の契約更新時の不確実性や、非独占の契

約であるため、今後他の日本企業との契約が締結される可能性や、CSUN が独自に日本法人を設立

し、代理店網を独自に構築する可能性は排除できず、これらの可能性を可能な限り排除するため

にも龍氏の存在は重要となります。 

また、ソーラー事業の運営に当たっては WWB 厳取締役がこれまで中心的な役割を担っており、

同事業の立ち上がりには必要な人材であると考えております。 
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このように、龍、厳両氏に加えリアルコム代表取締役 CEO である谷本が、相当期間リアルコム

およびその子会社となる WWB の株主および取締役として経営及び、建機事業、ソーラー事業に関

与することが非常に重要であるとの観点より、リアルコム、WWB 両社間において、本株式交換契

約とは別に、覚書（以下｢本覚書｣という）を締結しております。本覚書の概要は次の通りとなり

ます。 

・ 龍氏、厳氏、谷本による相当期間内（２年）におけるリアルコム及びその子会社である WWB

の取締役の、自らの辞任の禁止 

・ 龍氏、厳氏、谷本による相当期間内（２年）における取締役会からの承認を経ない保有株

式売却の禁止 

・ 龍氏、厳氏、谷本による相当期間内（５年）のリアルコム及びその子会社 WWB と事業との

競業禁止 

注：上記覚書については、株式交換契約とともに締結。 

 
③ 建機事業の維持 

上述の通り、WWB の既存事業である建機事業においては、同社創業者である龍氏のネットワー 

クに依存しており、本株式交換後も龍氏を中心とした事業運営が必要となります。同氏が当社経

営から離脱する場合には、建機事業の維持が困難になります。また、事業計画において売上高に

対して一定の粗利率確保することを前提としておりますが、販売状況により収益が変動する可能

性があります。龍氏の継続した建機事業への従事については、上述覚書を締結し、収益変動につ

いては収益管理の徹底することで、これらリスクを最小限にして参ります。 

 
④ ソーラー事業の立ち上がり 
当事業への参入が、今回の株式交換の最大の目的である一方、ソーラー事業はリアルコム、WWB

双方にとって新規事業であり、成長市場といえども事業が立ち上がらないリスク、さらには激し

い競合にさらされた結果、立ち上がったものの十分な利益を確保できない可能性も考えられます。 
こうしたリスクを完全に排除することはできないものの、当グループとしては前述の通り、谷

本が事業推進の現場にまで踏み込んでいける万全の体制を整えた上で、WWB との一体化された事

業推進を行っていくことで成功の確率を高めて参ります。 
 
⑤ 内部統制、経営管理体制 
本株式交換により、WWB の事業が本株式交換後のリアルコムグループ（連結）において重要な

部分を占めることになります。WWB は未上場会社であり、これまでは最小限の体制で会社運営を

行って来ておりました。本株式交換後は上場会社に資する内部統制及び経営管理体制の構築が重

要な課題となります。新たに当社と当社取締役となる 4 名との間で、内部統制および経営管理体

制構築において、その重要性を認識し、内部統制を順守する旨の覚書を交わしております。これ

ら体制構築に向けては、リアルコム取締役 CFO 山本 融が WWB の管理本部長を兼任し、現状のリ

アルコムの内部統制及び経営管理体制を WWB においても実現してまいります。 
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⑥ 再審査、時価総額基準、債務超過の解消 
本株式交換により、当社は「合併などによる実質的存続性の喪失」に係る猶予期間に入る可能

性があります。つまり、仮に猶予期間に入った場合には、3年間の猶予期間内（平成 27 年 6 月 30

日まで）に東京証券取引所による新規上場に準じた審査に係る申請を当社が行えなかった場合に

は、当社株式が上場廃止になるリスクが存在します。また、当該審査の申請を行う前提として、

東京証券取引所の取引参加者である証券会社からの確認書が必要となりますが、現時点では確認

書を提出する証券会社の選任を行えておりません。 

また、当社は現在、時価総額基準において上場廃止の猶予期間に入っており、債務超過におい

ては上場廃止の猶予期間に入る見込みであります。時価総額基準においては東京証券取引所へ｢事

業の現状、今後の展開、事業計画の改善、その他東京証券取引所が必要と認める書面｣を提出した

場合には、平成 24 年 3 月末までに所定の基準を満たしている必要があること、債務超過において

は平成 24 年 6 月期に債務超過を解消している必要があります。しかしながら、これらを満たせな

い場合には当社株式が上場廃止となるリスクがあります。 

これらのリスクを回避する施策の一つとして、本株式交換を資本増強及び WWB の事業による収

益獲得と位置付けており、本株式交換実施及び今後のソーラー事業の立ち上げを通じて株式市場

での当社に対する評価向上、資金調達力の向上を目指して参ります。 

 

６． 本株式交換の要旨 

（1） 株式交換の日程 

取締役会決議日（両社）    平成 23 年 9 月 28 日（水） 

株式交換契約締結日（両社）   平成 23 年 9 月 28 日（水） 

株式交換契約承認臨時株主総会（リアルコム） 平成 23 年 11 月 24 日(木)  

株式交換予定日（効力発生日）   平成 23 年 11 月 29 日(火) 

（2） 株式交換の方式 

リアルコムを株式交換完全親会社、WWB を株式交換完全子会社とする株式交換となります。リ

アルコムは、平成 23 年 11 月 24 日(木)開催予定の定時株主総会において本株式交換の承認を条件

として、平成 23 年 11 月 29 日（火）を効力発生日とする予定です。 

 

（3） 株式交換に係る割当ての内容 

会社名 リアルコム株式会社 

（株式交換完全親会社） 

WWB 株式会社 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当ての内容 1 16.172 

本株式交換により交付する株式数 普通株式：16,172 株 

① WWB 株式 1株に対して、リアルコム株式 16.172 株を割り当てるものとする 

② 本株式交換にともない、リアルコムの 1 株に満たない株式の交付を受けることとな

る株主においては、会社法第 234 条第 1 項及び第 2 項の規定により、その端数の合

計数に相当するリアルコムの株式を売却し、かかる代金をその端数に応じて当該株

主に交付いたします。 
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本株式交換により、大幅な希薄化が生じますが、当社グループの自己資本の充実を図ることが

可能となります。また、両社の連結により WWB の既存事業である建設機械販売事業により当社財

務体質の強化が期待できるとともに、さらにソーラー事業、次にスマートグリッド事業において

両社のシナジーを追求することにより、企業価値を向上して参ります。 

 

７． 本株式交換に係る割当の内容の算定根拠等 

 

(1) 算定の基礎 

本株式交換の株式交換比率算定にあたって公平性と妥当性を期するための一環として、当社は

第三者に株式交換比率の算定を依頼することとし、当社フィナンシャルアドバイザーであるアド

バンストアイ株式会社（以下「アドバンストアイ」といいます）を第三者算定機関として選定し

ました。 

 

アドバンストアイは、リアルコムについては、リアルコムの株式が金融商品取引所（東証マザ

ーズ）に上場していることから、その市場価格が最も合理性のある株価であると判断し、市場株

価方式により算定しています。アドバンストアイは平成 23 年 9 月 20 日を基準日として、基準日

の株価終値、基準日から遡る 1週間、1ヶ月間、3ヶ月間及び 6ヶ月間の日次株価終値平均及びリ

アルコムの前期決算発表日翌日から基準日までの日次株価終値平均を用いて算定しました。なお、

アドバンストアイでは、リアルコム株式の騰落率が市場全体に比較して日次では大きく変動しや

すい傾向があること、連結子会社における事業譲渡や上場廃止猶予期間入りが決定するなどリア

ルコムの株価に重要な影響を与える事項が基準日から遡って 3 ヶ月の間に発生していることを重

視して算定を行っております。 

 

＜リアルコム株主価値レンジ＞ 

算定方式 株主価値 

市場株価 256 百万円～278 百万円 

 

当社は、WWB の評価については、WWB の株式が金融商品取引所に上場しておらず市場株価が存在

していないことから、一般的な価値評価算定アプローチ分類であるインカムアプローチ、マーケ

ットアプローチ、ネットアセットアプローチといった評価方法を検討しました。 

アドバンストアイは、インカムアプローチについては DCF（ディスカウント・キャッシュフロ

ー）方式により算定しています。アドバンストアイは、WWB が従前より営んでいる建機事業は国

内において比較的成熟した産業に属しており、同社は当該市場において収益実績を拡大し、平成

23 年 5 月期には 10 億円程度の売上高を計上している一方で、WWB が前期より営んでいるソーラー

事業と同類の事業は国内において比較的新しい産業であり、WWB としても継続的かつ十分な事業

実績を有しているとはいえないことから、事業の特性及びステージの異なる両事業（建機事業・

ソーラー事業）の価値をそれぞれ単独で DCF 方式により算出し合算することで WWB の株主価値を

算定しています。 
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＜WWB 株主価値レンジ１＞ 

算定方式 株主価値 

DCF 218 百万円～308 百万円 

 

一般的にインカムアプローチである DCF 方式は、企業が将来獲得することが期待されるキャッ

シュ・フローに基づいて評価することから、企業の将来の収益獲得能力や算定対象事業固有の性

質を評価結果に反映させられる点で優れているものの、事業計画等の将来情報に対する恣意性の

排除という観点から評価の客観性が問題となる場合があるといわれています。 

そこで、アドバンストアイは、株式市場で取引されている株式との相対的な評価により市場で

の取引環境を反映することで、ある程度の客観性を具備することが可能な、マーケットアプロー

チである類似上場会社比較方式も加えて算定しています。但し、アドバンストアイは、建機事業

については上場企業において類似の業種が見受けられるものの、ソーラー事業については同事業

を単独で営む類似上場企業が見受けられないため、両事業について類似上場会社比較方式により

価値を算定することは行わず、建機事業についてのみ類似上場会社比較方式により価値を算出し、

ソーラー事業については、上記 DCF 法式により価値を算定し、両事業の価値を合算することで WWB

の株主価値を算定しています。アドバンストアイは、建機事業の類似上場会社比較方式での算定

について、減価償却費など異なる会計方針の企業間での比較に適しており企業買収において一般

によく用いられる EBITDA 倍率による方式及び株式市場において一般によく用いられ、また比較的

成熟した産業に属する業種の評価に用いられる株価収益率による方式の 2 方式を採用しています。

なお、アドバンストアイによれば、類似上場会社比較方式については算定対象企業との完全な類

似性を持つ企業が非常に限定されている点及び評価手法により算定結果にばらつきが生じる点等

が問題となる場合がある旨の指摘がなされています。 

 

＜WWB 株主価値レンジ２＞ 

算定方式 株主価値 

類似上場会社比較 

（建機；EBITDA 倍率＋ソーラー；DCF） 
0 百万円～90百万円 

類似上場会社比較 

（建機；株価収益率＋ソーラー；DCF） 
191 百万円～281 百万円 

 

一般にネットアセットアプローチは、算定対象会社の帳簿作成が適正で各資産・負債の時価等

の情報が取得しやすい状況であれば、上記 2方式と比較して客観性に優れているものの、一時点

の純資産に基づいた価値評価を前提とするため、将来収益能力の反映や市場での取引環境の反映

が難しいということが問題となる場合があるといわれています。なお、アドバンストアイは、WWB

の評価については、WWB から開示を受けた財務諸表において直近 3期ともに営業利益黒字、経常

利益黒字、税引後当期純利益黒字の企業であり赤字体質ではないこと、設立から決算期 5期を経

過し成長過程にある企業であり、同社の収益は社長である龍氏の人的ネットワーク、これまでに

構築してきた商圏やノウハウ等、主に貸借対照表に記載されていない無形の資産により形成され

ている側面が強いこと、今後は、既存の建機事業に加えて国内において比較的新しい産業であり

WWB にとって新規事業であるソーラー事業の売上、利益が大きく伸びる事業計画であること等々
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を勘案し、ネットアセットアプローチは、WWB の株主価値の評価においては、その適用は慎重で

あるべきと判断し、同アプローチによる評価を実施していません。 

そこで、当社はアドバンストアイによる算定にはネットアセットアプローチによる算定が含ま

れていなかったことから、独自にネットアセットアプローチである修正簿価純資産方式により価

値を算定しました。WWB より開示を受けた財務諸表によれば、WWB の主な資産は建機在庫を中心と

した棚卸資産 177 百万円であり、当該棚卸資産を含む平成 23 年 5 月期の WWB の資産総額は 301 百

万円、負債総額は 235 百万円、簿価純資産は 67 百万円のところ、デューデリジェンスの結果、必

要な修正を加味した WWB の修正後の修正簿価純資産は 56 百万円となっております。 

 

＜WWB 株主価値３＞ 

算定方式 株主価値 

修正簿価純資産 56 百万円 

 

以上をまとめますと、各株主価値を適用した株式交換比率は次のとおりとなります。 

 

算定方式 株式交換比率 

リアルコム WWB 
リアルコム WWB 

 下限 上限 

市場株価 DCF 1 12.68 19.46 

市場株価 
類似上場会社比較 

（建機；EBITDA 倍率＋ソーラー；DCF）
1 0 5.69 

市場株価 
類似上場会社比較 

（建機；株価収益率＋ソーラー；DCF）
1 11.11 17.75 

市場株価 修正簿価純資産 1 3.20 4.23 

【リアルコムの市場株価がレンジであるため、修正簿価純資産の場合もレンジとなって

います】 

なお、算定機関であるアドバンストアイは、株主価値及び交換比率の算定に際して、各当事者

から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用しております。採

用したそれらの情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの

正確性及び完全性の検証を実施しておりません。算定に際して使用した財務予測に関する情報に

ついては各当事者の経営陣より現時点で可能な最善の予測と判断に基づき合理的に形成され提供

されたことを前提としております。アドバンストアイの株主価値の算定は、平成 23 年 9 月 21 日

現在までの情報と経済条件を前提としたものです。 

 

 

（2）算定の基礎となる WWB の事業計画 

   本株式交換の算定の基礎においては、WWB より提出された事業計画及びそれに対するヒヤ 

リング等にもとづき、当社は下記の通り、分析評価を行いました。 

① 売上 

(ア) 建機事業 

建機事業に関しては、既存の輸出、国内、部品の売上高に加え、新規分野として中

国の三一重工グループ（以下、SANY）との販売代理契約に基づく輸入売上を想定して

おり、算定基礎の前提となる事業計画の１年目である平成 24 年 5 月期においては、前

事業年度である平成 23 年 5 月期比 41.7%増の 1,603 百万円を見込んでおります。内訳

としては、既存分野である輸出、国内、部品の売上高は 29.6%増の 1,466 百万円、新

規分野である輸入販売の売上高は 137 百万円となっております。平成 24 年 5 月期にお

いて、前事業年度より売上高が増加する主な理由としては、SANY との販売代理契約に

基づく輸入販売を開始すること、建機販売において人材 2 名の新規採用が内定してお
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り、これら新規採用者は輸出及び国内での建機販売において豊富な経験かつ販売ネッ

トワークを有しており、建機事業における販売体制の強化が可能になることがありま

す。 

平成 24 年 5 月期の売上の前提としては、平成 23 年 12 月までの期間で既に実績とな

っているもの及び既に販売先より口頭受注の意思表示を受けている案件の積み上げ、

また同期間に売上を見込める案件として、大口の案件で具体的に商談を行っているも

の及びその他通常販売において見込んでいる案件については売上想定金額の 50%を積

み上げている他、下半期においては下記の前提条件にて売上を想定しております。な

お、平成 23 年 8 月までの実績を含む口頭受注及び商談中の案件による積み上げとして

の売上想定金額は、697 百万円となっており、うち、SANY 製品の輸入売上については、

現時点で口頭受注を受けている案件 28 百万円、商談中の案件 28 百万円があります。 

 

輸出、国内 ：1台当りの売上単価を 5百万円、下半期 6ヶ月間で 159 台の売上を 

想定しております。これに、値引き等を考慮し、同期間の売上高は

713 百万円を見込んでおります。 

部品 ：月額 2百万円を見込んでおります。 

輸入 ：販売体制が整った下半期から本格的に立ち上げることを想定してお 

ります。1台当りの売上単価を 15 百万円と想定し、下半期 6ヶ月間 

で 7台の売上を想定しております。これに、値引き等を考慮し、同 

期間の売上は 95 百万円を見込んでおります。 

 

算定基礎の前提となる事業計画の2年目である平成25年 5月期及び3年目である平

成 26 年 5 月期の売上については、輸出、国内、部品等は平成 24 年 5 月期から横ばい

であると想定し、SANY の輸入売上おいては、平成 24 年 5 月期下半期からの本格的な

売上を想定していることより、平成 25 年 5 月期では前年同期比 97%増の 270 百万円と

し、平成 26 年 5 月期では前年同期比 66%増の 450 百万円としております。輸入売上の

増加の前提として、平成 25 年 5 月期に 1名の新規採用を想定しております。 

従って、建機事業の算定基礎の前提となる事業計画の売上高は平成24年5月期1,603 

百万円、平成 25 年 5 月期 1,736 百万円、平成 26 年 5 月期 1,916 百万円を見込んでお

ります。 

 

(イ) ソーラー事業 

ソーラー事業に関しては、今後本格的に事業を立ち上げるステージである一方で、

市場伸長、他社事例を鑑みた場合、提携の立ち上がりスピードや大型案件の受注状況

によっては急激な事業成長の可能性もあることから、当社として想定している予想業

績（基本ケース）に加え、業績が上振れた場合（上振れケース）双方を算出しました。 
基本ケースの事業所向け売上に関しては、第一ステップとしてすでに受注をしてい

る、あるいは口頭ベースでの発注の意思表示を受けている約 20 件の案件を積み上げま

した。積み上げにあたっては、直接回答をいただいているものはその数字をそのまま、

代理店経由で口頭受注をいただいているものは口頭受注額の 80%を予想売上として算

定しております。その上で、現時点でこうした案件は来年 2 月までにすべて納入予定

であるため、その後の 3月から 5月までの 3か月間に、9月から 2月までの 6か月間の

1/3 強の案件が追加で獲得できると想定しております。 

また、住宅向けに関しては、案件単価を 100 万円と見込み、本年 12 月以降来年 5月

まで毎月 20 戸（合計 120 戸）納入する前提で売上想定を行っております。 

平成 25 年 5 月期、平成 26 年 5 月期に関しては、事業所向け売上の伸びをそれぞれ

前年度の 2倍、1.5 倍と見込みました。また、メガソーラー案件に関しては、メガソー

ラーを一括で受注した場合、一案件あたり 30-40 億円程度の売上が期待できるもので

はありますが、試験導入として、あるいは部分的に参画できると仮定し、平成 25 年 5

月期に 5 億円、平成 26 年 5 月期に 10 億円の受注があると想定しております。また、

住宅向けに関しては、案件単価 100 万円そのまま、平成 25 年 5 月期は毎月 60 戸（年

間 720 戸）、平成 26 年 5 月期は毎月 100 戸（年間 1,200 戸）の納入があると予測して

おります。 
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上記の結果、基本ケースにおけるソーラー事業の売上は、平成 24 年 5 月期に 350 百

万円、平成 25 年 5 月期に 1,680 百万円、平成 26 年 5 月期に 2,889 百万円と見込んで

おります。 

 

上振れケースに於いては、平成 24 年 5 月期の業績に関しては、基本ケースで積み上

げた、事業所向けソーラーにおける正式受注および口頭受注の案件に加え、500 万円レ

ベルの案件を 11 件、5,000 万円レベルの案件を 3 件獲得すると想定しました。その上

で、住宅向けシステムを基本ケースの倍の 240 戸に対して販売可能と考えています。 

また、上振れケースの平成 25 年 5 月期、平成 26 年 5 月期に於いては、事業所向け

ソーラーの伸びは基本ケース同様前年度の 2倍、1.5 倍と見込みましたが、メガソーラ

ー案件は基本ケースの倍程度の規模での案件への食い込みが可能と判断し、それぞれ

平成 25 年 5 月期に 10 億円、平成 26 年 5 月期に 20 億円の受注があると想定しており

ます。また、住宅向けに関しては、平成 25 年 5 月期は市場（年間新規導入戸数）の 0.5%

である 1,300 戸分を獲得、平成 26 年 5 月期は市場の 1%である 2,600 戸への導入を獲得

可能と考えております。案件単価は 150 万円と見込んでおります。 

上記の結果、上振れケースにおけるソーラー事業の売上は、平成 24 年 5 月期に 744

百万円、平成 25 年 5 月期に 3,719 百万円、平成 26 年 5 月期に 6,533 百万円と予測し

ております。 

 

② 売上原価、売上総利益 

(ア) 建機事業 

算定基礎の前提となる事業計画の 3 年間における売上総利益については、既存事業

である国内、輸出、部品等において、販売状況による収益の変動を考慮し、WWB の過

去 3 年の売上総利益の平均値である 6.3%を下回る 6.0%を見込んでおります。これは、

平成 23 年 5 月期における WWB の実績値である売上総利益率 8.3%を 2.3 ポイント下回

る水準となっております。また、新規事業である SANY の建機輸入においては、現時点

での受注見込案件にて見込まれている売上総利益率を根拠として、売上総利益率14.5%

を見込んでおります。これにより、建機事業全体の売上総利益率は、国内、輸出、部

品の合計売上高を 1,466 百万円と 3 年間で横ばい、輸入の売上高を平成 24 年 5 月期

137 百万円、平成 25 年 5 月期 270 百万円、平成 26 年 5 月期 450 百万円と増加する計

画において、利益率の高い輸入の売上高の比率が高まることから、平成 24 年 5 月期

6.7%、平成 25 年 5 月期 7.3%、平成 26 年 5 月期 8.0%と、売上総利益率が上昇する見込

みであり、売上総利益は平成 24 年 5 月期 108 百万円、平成 25 年 5 月期 127 百万円、

平成 26 年 5 月期 153 百万円となります。なお、平成 23 年 5 月期の実績の売上総利益

は 94 百万円となっております。 

 

(イ) ソーラー事業 

 基本ケース、上振れケースともに、法人向け及び住宅向けについて、売上総利益率

を平成 24 年 5 月期 30%とし、平成 25 年 5 月期及び平成 26 年 5 月期においては競争激

化の状況を勘案し 20%と想定しております。また、一案件の規模が大きいメガソーラ

ーにおいては、売上を想定している平成 25 年 5 月期及び平成 26 年 5 月期について売

上総利益率 10%と想定しております。 

売上総利益は、基本ケースでは平成 24 年 5 月期 104 百万円、平成 25 年 5 月期 285 百

万円、平成 26 年 5 月期 477 百万円と見込んでおり、上振れケースでは平成 24 年 5 月

期 244 百万円、平成 25 年 5 月期 643 百万円、平成 26 年 5 月期 1,106 百万円と見込ん

でおります。 
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③ 販売費及び一般管理費 

(ア) 労務費 

 それぞれの事業について、下記の通りの前提において、基本ケースでは平成 24 年 5

月期 65 百万円、平成 25 年 5 月期 92 百万円、平成 26 年 5 月期 115 百万円を見込み、

上振れケースでは平成 24 年 5 月期 65 百万円、平成 25 年 5 月期 102 百万円、平成 26

年 5 月期 133 百万円を見込んでおります。 

① 建機事業 

 算定基礎の前提となる事業計画の 1年目である平成 24 年 5 月期において、建機

事業での経験豊富な人材 2 名の新規採用を見込み、龍氏及び顧問契約による従事

者 1名を含む合計 7名の体制を想定しており、平成 25 年 5 月期においては輸入事

業の伸びに伴い 1名の新規採用を想定しております。また、平成 24 年 5 月期にお

いては現状の給与水準をベースとし、平成 25 年 5 月期、平成 26 年 5 月期におい

ては昇給等により各年 10%の労務費の増加を想定しております。 

② ソーラー事業 

 算定基礎の前提となる事業計画の1年目である平成24年 5月期においては基本

ケース及び上振れケースにおいて、顧問契約による従事者を含む 9 名の体制を想

定しております。2年目以降については、基本ケースでは平成 25年 5月期に 3名、

平成 26 年 5 月期に 3名の新規採用を想定しており、上振れケースでは、案件増加

による売上増加に対応するため平成 25 年 5 月期に 6 名、平成 26 年 5 月期に 5 名

の新規採用を想定しております。 

また、基本ケース、上振れケースにおいて、平成 24 年 5 月期においては現状の給

与水準をベースとし、平成 25 年 5 月期、平成 26 年 5 月期においては昇給等にお

り各年 10%の労務費の増加を想定しております。 

(イ) その他販売費及び一般管理費 

 各年度において売上高に対するその他販売費及び一般管理費の割合を、基本ケース

では、平成 24 年 5 月期 3%、平成 25 年 5 月期 4％、平成 26 年 5 月期 5%として、平成

24 年 5 月期 58 百万円、平成 25 年 5 月期 137 百万円、平成 26 年 5 月期 240 百万円と

見込んでおり、上振れケースでは、平成 24 年 5 月期 3.5%、平成 25 年 5 月期 7.5％、

平成 26 年 5月期 8.5%とし、平成 24年 5月期 82 百万円、平成 25年 5月期 409 百万円、

平成 26 年 5 月期 718 百万円を見込んでおります。 

 ソーラー事業においては、売上の増加に伴い、販売促進費関連の販売費が増加する

と想定し、基本ケース、上振れケース双方において、その他販売費及び一般管理費の

売上に対する割合を事業計画 2 年目、3 年目と増加させております。特に上振れケー

スにおいては、こうした急激な売上増を実現するためには基本ケース以上の販促費の

投入が必要と考えており、その他販売費及び一般管理費の売上高に対する割合を基本

ケースより大きくしております。 

 

④ WWB の合計売上、利益 

結果、基本ケースでは、平成 24 年 5 月期は売上 1,953 百万円、当期純利益 49 百万

円、平成 25 年 5 月期は売上 3,416 百万円、当期純利益 103 百万円、平成 26 年 5 月期

は売上 4,806 百万円、当期純利益 158 百万円と見込んでおります。 
一方、上振れケースに於いては、平成 24 年 5 月期は売上 2,348 百万円、当期純利益

118 百万円、平成 25 年 5 月期は売上 5,455 百万円、当期純利益 148 百万円、平成 26
年 5 月期は売上 8,449 百万円、当期純利益 238 百万円と見込んでおります。 
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（3）算定の経緯 

 当社は、上記、当社の株主価値算定結果を慎重に検討しました。当社は、当社株式が金融商品

取引所（東証マザーズ）に上場していることから、その市場価格が最も合理性のある株価である

と判断しております。当社は、連結子会社における事業譲渡や上場廃止猶予期間入りが決定する

など株価に重要な影響を与える事項が前述の算定基準日から遡って 3 ヶ月の間に発生しており、

平成 23 年 8 月 15 日には前期決算発表を行っていることから、同日以降の平均株価及び同 3 ヶ月

間の平均株価を重視しました。 

一方、当社は、WWB について、WWB から開示を受けた財務諸表において同社が直近 3期ともに営

業利益黒字、経常利益黒字、税引後当期純利益黒字の企業であり赤字体質ではないこと、設立か

ら 5 期を経過し成長過程にある企業であること、社長である龍氏の人的ネットワーク、これまで

構築してきた商圏やノウハウ等の貸借対照表に計上されていない無形資産等の価値が認められる

こと及びソーラー事業に関するシナジーにより将来における当社グループの企業価値の増大が期

待できること等を重視しております。また、修正簿価純資産方式で算定した WWB の株主価値につ

いて、他の 3 つの方式による株主価値レンジと比較したところ、類似上場会社比較方式（EBITDA

倍率＋DCF）で算定した株主価値レンジとは重複しているものの、類似上場会社比較方式（株価収

益率＋DCF）で算定した株主価値レンジ及び DCF 方式で算定した株主価値レンジの両者からは大き

く下方に位置し、全く重複していない状況が観測されます。従って、当社は、WWB の事業計画の

合理性が一定程度認められる中、修正簿価純資産方式では、前述のような貸借対照表に計上され

ていない無形資産の価値が評価に織り込まれていないため、修正簿価純資産方式による算定価値

は WWB の株主価値算定に適当ではないと判断し、同方式による算定結果は採用しませんでした。 

また、類似上場会社方式による算定に関し、類似上場会社比較方式（株価収益率＋DCF）で算定

した株主価値レンジが、DCF 方式で算定した株主価値レンジと大幅に重複しているのに対し、類

似上場会社比較方式（EBITDA 倍率＋DCF）で算定した株主価値レンジは DCF 方式で算定した株主

価値レンジと重複がありません。また、類似上場会社比較方式（EBITDA 倍率＋DCF）での株主価

値レンジについては、修正簿価純資産による算定額よりもさらに下回る部分が相当程度観測され

ます。当社は、WWB は、その事業が清算状態あるいは衰退傾向が想定されている状態にないと見

受けられ、今後、純資産が積み上がってゆく可能性が高いと予測しているため、修正簿価純資産

方式で算定した株主価値が WWB の株主価値としての下限値であるものと判断しております。従っ

て、当社は、類似上場会社比較方式において、類似上場会社比較方式（EBITDA 倍率＋DCF）によ

る算定結果の採用は妥当性が低いものと判断し、類似上場会社比較方式（EBITDA 倍率＋DCF）で

算定した株主価値レンジは採用しませんでした。 

当社は、これらの状況を総合的に勘案し、WWB と交渉を行いました。当初は、WWB の収益状況と

比較し当社の収益性や財務状況が懸念されましたが、両社経営陣における度重なる協議を経るこ

とにより、両社対等の精神を持って WWB を当社の完全子会社とすることで、特にソーラー事業次

いでスマートグリッド事業を軌道にのせリアルコムグループとして企業価値を増大することが、

当社及び WWB の株主利益に資するものであるとの合意に至り、DCF 方式及び類似上場会社比較方

式（株価収益率＋DCF）による株主価値レンジを中心指標として検討し、当社と WWB の株式交換比

率を当社：WWB＝1：16.172 とすることとしました。当該合意により当社は、平成 23 年 9 月 28 日

の当社取締役会において同交換比率が妥当であり株主利益に資するものであるとの判断から株式

交換契約締結を決議し、同日付で WWB と株式交換契約を締結するに至りました。 
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なお、本株式交換に関して当社の監査役の全員がそれぞれ当社取締役による本株式交換契約締

結の決議に賛成である旨の意見を述べております。また、これに加えて、当社の独立役員たる地

位にある取締役の本荘修二は、算定機関であるアドバンストアイは当社のファイナンシャルアド

バイザーであり当該契約が存在するものの、重要な利害関係を有するものではないと判断した旨、

また、当社代表取締役谷本肇、同取締役山本融より、算定の基礎となる事業計画につき説明を受

け、その後、アドバンストアイより算定の基礎、算定の経緯についての説明を受けた結果、下記

の通り判断し、本株式交換契約の締結について異議がない旨の意見を表明しております。 
 当社の財務基盤強化に向けた対策と成長のシナリオが課題である状況下において、

WWB の建機事業が既存事業として収益に貢献することや、ソーラー事業が当社の

成長の戦略に資する 
 WWB の株主価値の評価としては WWB の状況を鑑み将来価値を反映した DCF 方

式及び株価収益率＋DCF による算定が妥当であり、当社価値算定は概ね当社時価総

額にそったものであることから、交換比率については妥当である 
 

（4） 算定機関との関係 

当社のフィナンシャルアドバイザー（算定機関）であるアドバンストアイは、当社及び WWB の

関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。 
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８． 本株式交換当事会社の概要（平成 23 年 6 月 30 日現在。特記しているものを除く） 

(1) 商号 リアルコム株式会社 

（株式交換完全親会社） 

WWB 株式会社 

（株式交換完全子会社） 

(2)事業内容 「人」中心のナレッジマネジメ

ントを通じたワークスタイル

の変革 組織改革を実現するた

めのソフトウェア、SI 、アウ

トソーシング及びコンサルテ

ィングの提供 

建設機械、資材、特殊車両、付属品

等の輸出入及び販売 

太陽電池セル及びモジュール製造

用装置、製造用素材の販売、その他

関連製品等の製造販売 

(3)設立年月日 平成 12 年 4月 17 日 平成 18 年 6月 6日 

(4)本店所在地 東京都台東区柳橋 1-4-4 東京都港区芝大門 1-3-10 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役 谷本 肇 代表取締役 龍 潤生 

(6)資本金 767,150 千円 50,000 千円 

(7)発行済株式数 16,172 株 1,000 株 

(8)純資産 △341,496 千円 66,557 千円 

(9)総資産 288,930 千円 301,306 千円 

(10)決算期 6 月 5 月 

(11)従業員数 33 6 

(12)主要取引先 三菱東京ＵＦＪ銀行 

東京海上日動 

Shanghai Bazhou Industry 

Pt. Unitrindo Perkasa 

株式会社 NDT 

Pt. Berdikari Pondasi Perkasa 

 

(13)大株主及び持ち株比率 谷本 肇(23.14 %) 

株式会社 CSK(8.31%） 

龍 潤生（75.0％） 

厳 平（23.0％） 

宋 悦萍（1.5％） 

会田政行（0.5％） 

(14)主要銀行 三菱東京 UFJ 銀行 日本政策金融公庫 

三井住友銀行 

取引関係 該当ありません 

関連当事者 

の該当状況 

該当ありません 

資本関係 該当ありません 

(15)当事会社間の関係等 

人的関係 該当ありません 
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(16) 最近 3年間の業績      (単位：百万円) 

 リアルコム株式会社 

（株式交換完全親会社） 

(連結) 

WWB 株式会社 

（株式交換完全子会社） 

(単体) 

決 算 期 平成 21 年

6 月期 

平成 22 年

6 月期 

平成 23 年

6 月期 

平成 21 年

5 月期 

平成 22 年

5 月期 

平成 23 年

5 月期 

売 上 高 839 762 700 527 1,095 1,131

営 業 利 益 △118 △205 △76 1 5 33

経 常 利 益 △138 △235 △120 1 3 32

当 期 純 利 益 △151 △655 △23 1 2 14

1 株当たり当期純利益（円） △9,341 △40,488 △1,472 9,050 11,225 13,552

1 株当たり配当金（円） - - ‐ - - -

1 株当たり純資産（円） 19,368 △21,537 △21,652 62,655 65,025 66,557

 

９． 本株式交換後の状況 

  株式交換完全親会社 

（１） 商号 リアルコム株式会社 

（２） 事業内容 「人」中心のナレッジマネジメントを通じたワークスタ

イルの変革 組織改革を実現するためのソフトウェア、

SI 、アウトソーシング及びコンサルティングの提供  

（３） 本店所在地 東京都台東区柳橋 1-4-4 

（４） 代表者の役職・氏名 代表取締役 谷本 肇、代表取締役 龍 潤生 

（５）資本金 767,150 千円 

（６）純資産 現時点では確定しておりません 

（７）総資産 現時点では確定しておりません 

（８）決算期 6 月 30 日  

 

１０． 会計処理の内容 

本株式交換は、リアルコムを完全親会社、WWB を完全子会社とするものですが、企業結合会計

上 WWB を取得会社、リアルコムを被取得会社とする逆取得に該当し、連結財務諸表上、のれんが

発生いたします。当該のれんは、本株式交換の効力発生日前日の当社時価総額（効力発生日前日

当社株価に当社発行済み株式数 16,172 株を乗じたもの）と当社純資産との差額により発生するも

ので、本日現在の試算では 6 億円程度となる見込みです。また、のれんの対象となる事業は当社

事業となり、当社事業の収益により当該のれんの回収可能額を評価し、その償却年数を決定いた

します。のれんの回収可能額の評価において、当社事業の収益により当該のれんの回収が不可能

な場合には、当該のれんにつき減損処理する可能性があります。しかしながら、現時点では、の

れんの金額及び償却年数、回収可能性の評価による減損等の会計処理の詳細については確定して

おりませんので、本株式交換の効力発生日において、別途、お知らせいたします。 
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１１． 今後の見通し 

今期の当社グループの連結業績に与える影響額及び業績予想については、会計処理の詳細が確

定した時点である、本株式交換の効力発生日において、別途「業績予想のお知らせ」にて開示い

たします。 

また、本株式交換に伴う今後の 3 年間の見通しについては、前述算定の基礎となる事業計画の

うち、基本ケースを当社グループにおける WWB の事業計画と位置付け、本株式交換により完全子

会社となる WWB は建機事業を磐石なものとし、さらに新規事業であるソーラー事業を早期に立ち

上げることにより、平成 24 年 6 月期で売上高 1,953 百万円、当期純利益 49 百万円、平成 25 年 6

月期では売上高 3,416 百万円、当期純利益 103 百万円、平成 26 年 6 月期 4,806 百万円、当期純利

益 158 百万円を見込んでおります。さらに、本株式交換により WWB を完全子会社とすることで、

当社はスマートグリッド事業におけるシナジー効果を早期に実現してまいります。 

 

以上 


