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平成 23 年 9 月 30 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））

 

事業の現状、今後の展開等について 

 

当社は、事業の現状、今後の展開等につきまして、本日、下記の通り株式会社東京証券取引所

に対し、同社有価証券上場規程第 603 条第 1 項第 5 項 a に定める書面を提出いたしましたので、

お知らせいたします。 

本書面の提出により、平成 24 年 3 月 31 日までのいずれかの月において、月間平均時価総額及

び月末時価総額が 3 億円以上になったときは、有価証券上場規程第 603 条第 1 項第 5 項 a に規定

されている上場廃止基準に該当しないことになります。 

当社では、下記「2. 今後の展開」に記載した改善計画を鋭意推進することにより、業績の回復

を図るとともに、早期に債務超過を解消することで市場からの評価を高め、時価総額の回復努め

てまいる所存です。 

株主の皆様ならびに関係各位におかれましては、引き続きご支援、ご鞭撻を賜わりますようお

願い申し上げます。 

 

     記 

 

1. 当社事業の現状 

当社が属する IT 業界、特に企業向けのソフトウェア販売、IT サービス領域においては、企業

の IT 関連投資が依然回復しておらず、当社を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。この

ような状況の中、当社は平成 22 年 6 月期まで 3期連続で当期純損失を計上するともに、同事業年

度末には、のれん減損等により債務超過に陥ることとなりました。当該状況を解消すべく、前事

業年度である平成 23 年 6 月期においては、下記の施策に取り組んでまいりました。これら施策に

ついては、一定の成果を挙げ、特にリアルコム単体では黒字への回復を果たしたものの、連結ベ

ースでは当期純損失 23 百万円を計上し、4期連続で当期純損失となっております。 

① 財務基盤の強化 

米国子会社及びインド子会社の事業譲渡を行いました。懸案であった赤字の海外事業の

整理を完了したことにより、事業譲渡による収入に加え、海外事業への赤字補填のための

資金負担を軽減することが出来ました。また、債務超過を解消し、資金繰りをさらに安定

させ、継続企業として存続していくために、当社のこれまでの強みを生かしつつも、当社

既存の事業領域にとらわれることなく、リスクを見極めながら新規分野に進出できる形で
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の、資本業務提携を模索してまいりました。 

② 収益力の強化 

  リアルコム単体においては、自社製品である KnowledgeMarket や他社製品である

Nintex Workflow に係るライセンス、SI、保守売上などが堅調に推移し、また経費抑制や

効率的な事業運営を行うことで、営業損益、経常損益、当期純損益においていずれも黒字

への回復を果たしました。 

 

しかしながら、良好な市場評価いただいていた、コンサルティングサービスについては同サー

ビス単独提供を中止せざるを得ない状況になり、また、次の成長分野として取り組んでいる

SharePoint 関連事業やスマートフォン事業については、一部売上を上げることが出来たものの、

これら新規事業については立ち上がりが当初想定より遅れております。 

このように、堅調に推移している中核事業である KnowledgeMarket 事業やベースに次期成長の源

泉と捉えている SharePoint 関連事業やスマートフォン事業の立ち上げを粛々と行っていくのみ

では、債務超過の解消、資金繰りの安定等の財務基盤の強化を達成し、市場からの評価を高める

ことは困難であるとの認識を持っております。 

また、資本業務提携に向けた活動については、IT 企業を対象に提携の可能性を模索してまいり

ましたが、当社が債務超過であり、4 億超の有利子負債を抱えていることなどから、不調に終わ

り、資本業務提携の実現には至っておりませんでした。 

  

2. 今後の展開 

当社は当社事業の現状を踏まえ、引き続き、財務基盤の強化及び収益力の強化を目指し、対応

策として、平成 23 年 9 月 28 日に開示しております「当社による WWB 株式会社の株式交換による

完全子会社」（以下、「本株式交換」という）を実施してまいります。 

本株式交換の目的と事業執行体制及び計画については、以下の通りとなります。 

 

(1) 本株式交換の目的 

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
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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。

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
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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

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、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。 

 

(2) 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
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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

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。 

 

  

以 上 

 


