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事業再生計画の策定に関するお知らせ 

（支配株主との取引） 

 

当社は、本日開催の取締役会において、支配株主であり社外取締役である河端繁氏からの借入金の債務

免除及び今後の融資枠設定を含む、事業再生計画を策定し、証券会員制法人札幌証券取引所に対し提出い

たしましたのでお知らせいたします。 

なお、同氏は、当社株式保有率 69.9％の支配株主であり、本取引は、支配株主との取引等に該当します。 

当社は、平成 23 年 12 月１日付「当社株式の時価総額について」でお知らせしたように、平成 23 年 11 月

の月間平均時価総額及び月末時価総額が１億２千万円未満となったことにより、同書面を、札幌証券取引

所株券上場廃止基準第２条第４号を準用する同基準第２条の２第３号に定める書面として提出しました。

本書面の提出により、証券会員制法人札幌証券取引所株券上場廃止基準第２条第４号を準用する同基準第

２条の２第３号に定める期間は９か月となり、平成 24 年８月 31 日までのいずれかの月において、月間平

均上場時価総額及び月末上場時価総額が所要額（札幌証券取引所により、平成 24 年１月より平成 24 年 12

月末までの間、一時的に時価総額基準を 2億円から１億２千万円に変更がなされております。）以上となっ

たときは同上場廃止基準には該当しないことになります。 

さらに、当社は、札幌証券取引所株券上場廃止基準第３条の２に規定する再建計画等の審査に係る申請

を行いました。当社の申請により、翌日平成 24 年２月 15 日より 1か月間の平均上場時価総額及び最終日

の上場時価総額のいずれもが２億円以上となった時は上場廃止基準には該当しないことになります。 

以下、事業再生計画書の概要を記載しますが、詳細については、添付の資料をご参照ください。 

添付資料「事業再生計画書」 

 

１． 事業の現状（金融支援を受けるに至った経緯） 

当社は、平成 22 年３月、経営陣が交代して以降、継続して進めてきた「第二の創業基本方針」を愚

直に進めたことにより、WTRPG ユーザーの利用拡大や、お取引先であるＳＮＳゲーム製作会社との取引

拡大などが実現しております。信頼関係の構築により、法人事業の顧客からの制作委託ニーズは拡大

しております。その結果、平成 23 年 12 月単月では、売上の拡大、原価率の改善および販売管理費の

削減の結果、営業黒字を計上することができました。 

しかしながら、平成 23 年 12 月期において、旧経営陣による不適切な取引および不適切な会計処理

にかかる過年度の訂正を行った結果、純資産が大きく毀損しており、当社は、167,000 千円の債務超過

の状況にあります。 



このため、本日開示いたしました「継続企業の前提に関する注記に関するお知らせ」に記載のとお

り、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 

また、平成23年12月13日付の「当社株式の監理銘柄（審査中）追加指定に関するお知らせ」及び平

成23年12月14日付開示の「平成23年12月期第３四半期報告書の提出、監理銘柄（確認中）指定の解除

及び監理銘柄（審査中）指定理由並びに過年度修正による年度別影響額に関するお知らせ」にて公表

のとおり、札幌証券取引所が定める監理銘柄及び整理銘柄に関する規則第３条第１号ａ（ｊ）（上場

会社が株券上場廃止基準第２条第11号ａ前段に準用する同基準第２条の２第３号に該当すると認めら

れる相当の事由があると同所が認める場合）及び監理銘柄及び整理銘柄に関する規則第３条第１号ａ

（ｋ）（上場契約違反等に該当するおそれがあると同取引所が認める場合）、並びに監理銘柄及び整

理銘柄に関する規則第３条第１号ａ（k）及び（ｎ）（投資者保護のため、同取引所が当該銘柄の上場

廃止を適当と認めた場合に該当するおそれがあると同取引所が認める場合）に該当し、監理銘柄に指

定されております。    

このため、当社は、主要株主である河端繁氏との金銭消費貸借取引に基づき借り入れを行っており

ますが、当社の財務状況および今後の事業の見通しについて、協議を行った結果、当社の事業再生の

ためには、過年度の旧経営陣による事業の失敗および不適切な取引による財務的な影響を、同氏から

の債権放棄および新たな融資を含む金融支援により解消することが必要であるとの認識が一致いた

しました。 

 

２． 支配株主との取引について 

当社は、支配株主との取引に関しては、札幌証券取引所の定める企業行動規範に関する規則 第 10 

条の２ において、支配株主を有する上場会社として、少数株主にとって不利益なものでないことに

関し、当該支配株主との間に利害関係を有しない者による意見の入手を行うものとされております。

また、当社は、当社の定めるコーポレートガバナンスに関する指針として、支配株主との取引等を行

う際における少数株主の保護の方策に関して、当社と、支配株主との取引条件におきましては、市場

価格その他当該取引に係る公正な条件を勘案して独立の第三者間の取引条件と同様のものにて決定

することを基本方針とし、取締役会は、取引内容及び取引の妥当性について審議の上、取引の是非を

決定することとしております。よって、当該取引について、独立役員であり、当社の社外監査役であ

る森本友則氏より、「本取引は、少数株主にとって、不利益なものでもなく、また、社会一般的な取

引と比較して、取引条件が当社にとって、不利益なものではない。」との意見をいただいております。

当社取締役会においても、これら取引は、少数株主の利益を害することなく、むしろ、当社の財務基

盤の安定化につながる取引であり、株主価値を高める取引であると認識しております。 

また、当社監査役よりも、本取引が健全かつ妥当である旨の意見を得ております。 

 

３． 負債総額（平成 23 年 12 月 31 日現在） 

 債務残高 

河 端 繁 氏 150,000 千円 

市 中 銀 行 100,027 千円 

合  計 250,027 千円 

 

４． 金融支援の概要 



(１) 債務免除 

借入先 免除を受ける債務の内容 債務免除額 

河端 繁 平成 21 年 12 月 28 日締結の金銭消費貸借契約 50,000 千円 

河端 繁 平成 21 年 12 月 29 日締結の金銭消費貸借契約 20,000 千円 

河端 繁 平成 23 年 12 月 21 日締結の金銭消費貸借契約 80,000 千円 

 合      計 150,000 千円 

 

(２) 河端繁氏との融資枠の設定による新規融資 

借入先：  河端 繁  氏 

契約期間： 平成 24 年２月 14 日から平成 25 年２月 13 日まで 

融資枠：  金 80,000 千円 

５． 事業再生計画の概要 

(１) 事業再生が必要となった原因 

 上述したように、当社は、旧経営陣による事業の失敗および不適切な取引による影響で、平成 23

年 12 月期に当期純損失 180,623 千円を計上し、167,188 千円の債務超過となりました。平成 22 年４

月以降、経営陣を一新し、事業の改善に取り組んでおり、平成 24 年 12 月期には、売上高 840,000 千

円、経常利益 540,000 千円を見込んでおりますが、事業の改善だけでは、現在の債務超過を解消でき

る見込みはありません。よって、今般の再生計画を策定し、財務基盤の充実を図るものであります。 

 

(２) 事業再生計画の具体的内容 

 旧経営陣の不正に係る訂正により、当社における不良資産等は一掃されており、販売管理費も削減

していることから、経営改善効果が期待されます。よって、債務超過解消を目的に、主要株主から債

務の免除を含む金融支援を受けることとしました。 

 

(３) 新資本の投入による支援や債務の株式化などを含む自己資本の増強策 

 上記債務免除により発生する債務免除益による純資産の増加および、業務改善による純利益の積み

上げにより、自己資本が強化されることを見込んでおります。なお、資本欠損を補填するための１０

０％減資等を行う予定はございません。 

 

(４) 資産・負債・損益に係る今後の見通し 

これまで継続してきた業務改善の効果により、利益率の向上と、売上の増加を予想しております。

また、それに伴い、残る借入金等の負債の圧縮および、純資産の充実が実現できる見通しです。詳細

については、添付の事業再生計画 「４．今後の見通しについて」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

単位：千円 

 平成 23 年 12 月期

（実績） 

平成 24 年 12 月期

（予想） 

平成 25年 12月期

（予想） 

平成26年12月期

（予想） 

売上高 414,414 840,000 1,000,000 1,200,000 

営業利益 △69,776 58,000 121,000 163,000 

経常利益 △73,537 54,000 116,000 160,000 

当期純利益 △180,623 184,000 116,000 145,000 

純資産 △167,188 16,812 133,000 278,000 

総資産 221,414 465,000 481,000 587,000 

(５) 資金調達計画 

 主要株主の河端繁氏より、今後の業務拡大に備え、運転資金として、80,000 千円の融資枠の設定に

ついて合意をいただき、当社の求めに応じて融資をいただけることに合意しております。 

(６) 債務弁済計画等 

① 市中銀行からの借入金について 

三井住友銀行との金銭消費貸借取引契約に基づく弁済は年間 20,316 千円であり、約定通りの

返済を継続する予定であります。 

② 主要株主よりの借入金について 

河端繁氏に内諾をいただいている融資枠設定に基づく融資については、80,000 千円の極度貸

付額を想定しております。事業の拡大とともに、平成 25 年 12 月期には、40,000 千円、平成 26

年 12 月期には残額の 40,000 千円の返済は充分可能であると考えております。 

 

６． 株券上場廃止基準への該当等に関する事項 

 

債権者による債務の免除又は第三者による債務

の引受若しくは弁済（債務免除等）の額 

 

       150,000 千円 

最近事業年度の末日の債務の総額        250,027 千円 

最近事業年度の末日の債務の総額に対する債務

免除等の額の割合 

 

          60.0％ 

なお、 当社は、証券会員制法人札幌証券取引所に対して、株券上場廃止基準第３条の２第１項に基づ

き、当社が平成 24 年 2月 14 日付で開示する再建計画にかかる上場廃止基準の取扱い１．（７）ｃへの適合

性の審査、並びに株券上場廃止基準第２条第１項第７号を準用する同基準第２条の２第３号に規定する上

場時価総額の審査を貴取引所が実施することを申請します。従いまして翌日 2月 15 日より 1か月間の平均

上場時価総額及び最終日の上場時価総額のいずれもが２億円以上となった時は上場廃止基準には該当しな

いことになります。 

 

 

 

 

７． 今後の見通し 



 当社は、平成 23 年 12 月 13 日公表の「第三者調査委員会報告書の受領に関するお知らせ」のとおり、

旧経営陣による不適切な取引及び不適切な会計処理に伴う訂正による影響等により、平成 23 年 12 月期 

に債務超過の状態となっており、これを解消するために事業再生計画を作成しております。 

当社はこれまでに、事業環境の変化に対応し、事業形態及び組織の変更をおこない、当社の財務基盤

を再構築することで、企業価値向上の実現を図るべく邁進してまいりました。 

当社は、平成 21 年 12 月以降、運転資金として、主要株主である河端繁氏との金銭消費貸借契約を

締結し、本日現在までに合計 150,000 千円を借入れておりますが、当社の財務状況及び今後の事業の

見通しについて、協議を行った結果、当社の事業再生のためには、過年度の旧経営陣による事業の失

敗及び不適切な取引により発生した財務的な影響を解消することが必要であるとの認識で一致いたし

ました。このため、当社は、同氏からの借入れ総額 150 ,000 千円について、債務免除の合意書を締結

いたしました。 

なお、当該債務免除により、150 ,000 千円の特別利益が発生します。この特別利益につきましては、

本日公表の平成 24 年 12 月期の業績予想に、織り込み済みであります。 

 

８．開示体制の強化 

当社は適時開示体制について求められる一定の水準に到達し、維持継続していくことを目的として、適

時開示業務を執行する体制を適切に整備して参ります。 

整備の基本的な考え方としては、迅速性の意識向上、開示対象となる情報の横断的収集、正確性の確保、

開示に至るまでの手続きの明確化、情報開示に関する十分な理解を掲げ、具体的には以下のような取組み

により改善を図ってまいります。 

（１）適時開示業務を執行する体制づくりについて 

  適時開示に対するチェック体制を見直して、適時開示のタイミング及び要件についての業務フロー等

を作成し、IＲ担当者だけでなく関連部署全ての役職員が理解と互いに指摘できる環境を整え情報の横断的

収集及び正確性の確保に努めます。 

 （２）適時開示に関する意識向上について 

 当社の部門長に対して、取引所発行の「会社情報適時開示ガイドブック」をもとに開示規則等のミーテ

ィングを定期的に開催し、部門長の適時開示に関する意識を高めてまいります。 

 

９．上場維持について 

 当社は、添付の事業再生計画を推進し、業績の改善を図り、市場からの評価を高め、上場時価総額を２

億円以上に回復させて、今後とも札幌証券取引所上場維持に努めたいと考えております。 

 

 

                                   以上 
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１．当社の旧経営陣が経営していた時期の経営概況（平成 22年 3月以前） 

（１） 創業者を含む旧経営陣による不適切な取引について 

① これまでの経緯 

平成 22 年 3 月 26 日に現在の代表取締役である藤田一郎が代表取締役に就任し

て以降、当社の過年度に係る経営状況および、会計処理の状況について、通常の

取引形態と異なる取引や、突出して大きな取引などについて調査を行っておりま

した。当社は、平成 20 年 12 月期おいて、子会社株式の売却、債権放棄および、

保証債務に対する引当処理などを行っており、当社の業績に大きな影響を及ぼす

おそれのある事象については、適正な処理が行われたものと理解しておりました。

しかしながら、その後の調査の結果、一部取引については、使途不明な支出を認

定し、また、固定資産についても、事業活動上の必要性を検討し、除却等保守的

な処理を行っております。そのような疑わしき取引について、社内調査として、

旧経営者である TO氏への面談、また OD 氏の証言により、使途不明支出の一部（著

作者の遺族が保有する著作物の使用許諾権対価として支出されていた 21,000 千円）

が認定できたため、平成 23 年 2 月 14 日開催された取締役会にて、当時、既に取

締役を辞任し、契約社員の職にあった OD 氏を懲戒解雇処分とし、また、平成 22

年 3月 26 日開催の株主総会にて決議し、TO氏へ支払った退職慰労金 300 万円の返

還請求（現時点未返還）を行っております。しかしながら、その他の会計処理に

関しては、疑わしき取引であっても、その会計処理の根拠となる商取引としての

外形は、会社側資料として揃っており、社内調査ではその処理を取り消すまでに

充分な証憑は確認できませんでした。 

平成 23 年 10 月 4 日より、証券取引等監視委員会による検査を受けることとな

り、当社の旧経営陣により行われた過去の取引において、不適切な会計処理が行

われていたとの疑義が生じたため、平成 23年 10月 12日開催の取締役会において、

当社と利害関係のない外部有識者のみによる第三者調査委員会の設置を決議し調

査を開始していただきました。また当社の顧問弁護士を委員長とする社内調査委

員会による社内調査も行っております。 

② 旧経営陣による不適切な取引 

調査の結果、旧経営陣の共謀と、社外の協力者の協力により行われていた不適

切な取引は、その目的は以下の 3つに類型されました。 

1.  テラネッツが札幌証券取引所・アンビシャス市場への新規株式公開の上

場承認を得ることを企図して行われた取引 

2.  平成 19年 2月末に札幌証券取引所・アンビシャス市場への上場を果たし

た以降の取引については、株式会社チャリ・ロト（平成 19 年 10 月 1 日

に第三者割当増資の引受により子会社化）への金融支援を継続するため

に、テラネッツの財務内容を金融機関向けに良く見せるために行われた

取引 

3.  平成 20年以降に認められた不適切な 2つの取引については、いずれも平

成 14年 2月 12 日発行の第 3回転換社債（額面 55百万円）に関連した損

失補填のための支払に充てるための資金づくりのための取引 
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③ 過年度に提出した有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出 

 調査の結果をふまえ、判明した上述の不適切な取引および不適切な会計処理に

ついて、当社は、過年度に提出した有価証券報告書等に係る訂正報告書を、平成

23年 12月 27日から平成 24年 1月 19日までに、関東財務局に対して提出をして

おります。 

④ 不適切な取引および不適切な会計処理を訂正したことによる影響額について 

 上述の不適切な取引および不適切な会計処理を訂正したことによる過去５事業

年度に関する純資産影響額は、平成 23 年 12 月第 3 四半期末までの累積で、△

487,640千円であり、各事業年度の主要な会計項目については、下記適時開示にて

もお知らせしておりますが、次頁の通りとなります。 

＜参照＞ 

平成 23 年 12 月 14 日付 

「平成 23 年 12 月期第３四半期報告書の提出、監理銘柄（確認中）指定の解除及

び監理銘柄（審査中）指定理由の追加並びに過年度修正による年度別影響額に関

するお知らせ」 

平成 23 年 12 月 22 日付 

(訂正)「平成23 年12 月期第3 四半期報告書の提出及び過年度修正による年度

 別影響額に関するお知らせ」の一部訂正について 
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個別 

訂正前 訂正後 影響額 

平成 18 年 12 月期 

売上高（千円） 403,025 337,225 △ 65,800 

営業利益（千円） 104,618 3,285 △ 101,333 

経常利益（千円） 66,467 △ 33,666 △ 100,133 

当期純利益（千円） 60,782 △ 89,822 △ 150,605 

純資産（千円） 431,305 280,700 △ 150,605 

総資産(千円) 474,709 325,810 △ 148,899 

平成 19 年 12 月期 

売上高（千円） 561,850 366,850 △ 195,000 

営業利益（千円） 61,418 △ 94,452 △ 155,871 

経常利益（千円） 54,438 △ 107,340 △ 161,779 

当期純利益（千円） 56,391 △ 167,707 △ 224,098 

純資産（千円） 760,697 358,993 △ 374,703 

総資産（千円） 1,131,961 757,152 △ 374,808 

平成 20 年 12 月期 

売上高（千円） 581,082 481,082 △ 100,000 

営業利益（千円） 35,655 △ 33,903 △ 69,559 

経常利益（千円） 38,247 △ 32,403 △ 70,650 

当期純利益（千円） △ 1,148,992 △ 907,527 241,465 

純資産（千円） △ 388,294 △ 521,534 △ 133,239 

総資産（千円） 324,637 231,672 △ 92,965 

平成 21 年 12 月期 

売上高（千円） 563,826 563,826 0 

営業利益（千円） △ 28,147 6,285 34,432 

経常利益（千円） △ 41,944 △ 1,722 40,222 

当期純利益（千円） 214,942 222,223 7,281 

純資産（千円） 42,452 △ 83,505 △ 125,958 

総資産（千円） 348,736 255,427 △ 93,308 

平成 22 年 12 月期 

売上高（千円） 507,871 507,871 0 

営業利益（千円） △ 102,400 △62,450 39,950 

経常利益（千円） △ 111,932 △ 71,983 39,949 

当期純利益（千円） △ 159,046 △ 103,170 55,875 

純資産（千円） 83,410 13,328 △ 70,082 

総資産（千円） 320,642 274,298 △ 46,344 

平成 23 年 12 月期 

第 3四半期累計期間 

売上高（千円） 291,064 291,064 0 

営業利益（千円） △ 81,541 △ 64,467 17,074 

経常利益（千円） △ 85,424 △ 67,682 17,741 

当期純利益（千円） △ 88,358 △ 70,617 17,741 

純資産（千円） △ 3,995 △ 56,335 △ 52,340 

総資産（千円） 206,009 172,633 △ 33,375 
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（２） 旧経営陣による事業の失敗 

① 平成 18年 12月期および平成 19年 12月期について 

上述したように、旧経営陣による不適切な取引および不適切な会計処理は、当

社の売上および利益を過大に計上する目的で行われたものであり、訂正後の当社

の平成 18年 12月期の当期純損失は 89百万円であり、また平成 19年 12月期の当

期純損失は、167 百万円であり、合わせて 257 百万円の純損失でありました。 

旧経営陣は投資家のみならず、事業に携わる社員に対しても、不正により当社

の誤った経営状況を伝えることとなり、充分な経営努力を怠り、事業拡大に対す

る当社全体の意欲を喪失させるものでありました。よって、必要な事業改善を行

うこともせず、かかる状況を放置していたものであります。 

さらに、旧経営陣は、充分な財務力の裏付けや、収益回収見込みもない状況で、

当時債務超過であった株式会社 KOVS（現株式会社チャリ・ロト）に対し、38 百

万円の出資を行うとともに、18 億円の金融支援を約束するに至り、同社を子会社

化しました。 

② 平成 20年 12月期について 

 子会社となった株式会社 KOVS では、インターネットを利用した競輪車券投票

権の販売事業（チャリロト事業）を拡大する計画であり、事業開始のためには、

多額の設備投資が必要でありました。多額の設備投資を数年で回収することが可

能であるとの計画書は存在したものの、地方を含めた各地で開催される競輪場を

運営する地方自治体との契約は計画通りには進まず、当年において計画通りに事

業が進展する見込みが全くありませんでした。 

 そもそも、当社の財務状況より、そのような多額な投資を行うことは、リスク

が高い事業であり、当然の結末として、当社は当該事業からの撤退を余儀なくさ

れ、子会社に対する貸付金 848 百万円について債権放棄するとともに、子会社の

リース契約に対する連帯保証について、その全額を引き当てることとなり、1,148

百万円（訂正前）もの当期純損失を計上し、388 百万円の債務超過（訂正前）とな

りました。 

 一方で、子会社に対する貸付金を調達するため、当社は三井住友銀行より 140

百万円、北洋銀行より 37 百万円および東京三菱 UFJ 銀行より 20 百万円借り入れ

ており、事業撤退の結果、債務だけは当社に残る結果となりました。 

③ 平成 21年 12月期について 

 当社が上場する札幌証券取引所アンビシャス市場の上場廃止基準により、2期連

続した債務超過となる場合には上場廃止となることから、当社は資本強化を含む

財務改善に迫られており、平成 21 年 3 月 26 日、当社は、大株主であった河端繁

氏に対して、第三者割当増資により 115,800千円の資本強化を行いました。 

 当時は、携帯端末の機能向上により、当社が受託制作していたデジタルコンテ

ンツの中でも、主流としていたアバターの需要が低下し、より精細なイラストへ

と変化をしていましたが、上述の通り、技術の変化に対応することに遅れたため、

訂正後においても、営業利益はかろうじて黒字を確保できていたものの、経常利

益はマイナスとなっていました。このような営業状況においては、営業上の損失
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により、3月の増資により純資産を強化したにも関わらず、再び債務超過となる可

能性が高くなり、河端繁氏の親族および、藤田一郎が所有経営するビジネスソリ

ューション株式会社に対して期中 2度目となる第三者割当増資を行い、100百万円

の資本強化を行いました。結果的に、前期に引当てた、子会社が契約していたリ

ース債務に対する連帯保証契約を解除することができたため、引当金戻し益を計

上することができ、当期純利益は 215 百万円の黒字（訂正前）を確保することが

できました。 

④ 平成 22年 12月期 

しかしながら、大株主である河端繁氏は抜本的な経営改善が必要と判断し、当

社は、経営コンサルティング業務を行っていたビジネスソリューション株式会社

に対して、事業改善に関するコンサルティング業務を委託いたしました。 

その結果、当社は、原則として、デジタルコンテンツ受託制作事業およびイン

ターネットを利用した WTRPG に、事業資産を特化させることによる経営改善を

行うことを決定し、平成 22年 3月、創業者である TO氏が退任し、藤田一郎が代

表取締役会長として就任いたしました。 

※ WTRPG(ウェブトークロールプレイングゲーム)とは、インターネットのウ

ェブブラウザ上に展開するライトノベルの中で、ユーザーが設定したキャラ

クターが活躍することができるオンラインゲームゲームのことです。 

⑤ 事業の現況（平成 23年 12月期） 

法人向け営業分野においては、クライアントのニーズに合ったイラスト系を中

心とした単価が高いデジタルコンテンツを迅速かつ大量に制作するため、札幌オ

フィスの法人制作部署を東京本社へ異動させました。また、アバター中心の受託

制作から、イラスト系のデジタルコンテンツ制作へシフトし、その売上が法人売

上全体の９割近く占め、より高単価で、技術力の高い案件の獲得等の効果を実現

することができました。特に、第３四半期及び第４四半期については、お客様か

らの高いご信頼をいただき、継続して高額の受託を実現することができました。

一方、コンシューマー向けサービスでは、当社オンラインゲームの第９作目とな

る『エリュシオン（ELYSION）』を平成 23 年８月にリリースし、同時運営のタイ

トルが３本となり、顧客層が大幅に広がりました。しかし、新作オンラインゲー

ム投入の影響により、既存サービスについてアイテムの買い控え等が生じ、コン

シューマー向けサービス全体で減収となりました。また、費用面に関しましては、

クラウドソーシング・サービスの開発に関連して、開発費用、採用費、人件費が

増加しました。 

当社において、平成 18年から平成 21 年の旧経営陣の共謀と外部の協力者の協

力のもとで、不適切な取引及び不適切な会計処理が行われておりました。社外の

有識者のみで構成する第三者調査委員会を設置し、過去行われた不適切な会計処

理等の類型、不適切であると認定した取引及び会計処理の内容、不適切な会計処

理等が行われた経緯及び要因等、不適切な会計処理を生じさせた内部統制上の欠

陥等、再発防止策に関する提言等について、同委員会より詳細にわたる調査の結

果を報告いただきました。このような旧経営陣による不正な取引を解明するため
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の調査費用並びに訂正財務諸表の作成及びその監査費用等多額の特別損失が発生

しました。 

このような結果、当事業年度における当社の売上高は 414,414 千円（前年同期

比 18.4％減）、営業損失 71,291 千円（前年同期は営業損失 62,450 千円）、経常

損失 74,960 千円（前年同期は経常損失 71,983 千円）となりました。 

過年度において、当初の旧経営陣の共謀と外部の協力者の協力の基に行われた

不適切な取引及び不適切な会計処理を反映した有価証券報告書等を提出していた

ことによる課徴金支払い命令の勧告の総額 49,960 千円を課徴金引当金として特別

損失として計上するとともに、第三者調査員会による調査費用や、過年度に関す

る独立監査人に対する監査費用等も 48,285 千円を特別損失に計上いたしました。

その他の特別損失も合わせ、104,563 千円の特別損失を計上しております。これに

より、当期純損失は 180,623 千円（前年同期は当期純損失 103,170 千円）となり

ました。 

 

２．新経営陣による経営改善（平成 22年 4月以降） 

上述のように、当社の経営状況には、多くの改善が必要と判断し、平成 22年 3月 26 日

に現在の代表取締役である藤田一郎が代表取締役に就任した以降、外部クリエイターへの

外部発注による、デジタルコンテンツ制作する法人事業および、ＷＴＲＰＧを運営するコ

ンシューマー事業を中心に、事業を拡大してゆく「第二の創業基本方針」を定め、その方

針に沿って、当社は、適宜規程や、社内運営ルールの改善を進めてまいりました。 

 

（１） 内部管理体制の強化 

当社の過年度に係る経営状況および、会計処理の状況について、通常の取引形態と

異なる取引や、突出して大きな取引などについて調査を行っております。調査の結果、

一部取引については、使途不明支出を認定し、また、固定資産についても、事業活動

上の必要性を検討し、除却等保守的な処理を行いました。また使用許諾権について、

充分な調査を行わないまま多額の支払いを行ったことについて、平成 23 年 2 月 14 日

付け、取締役を退任していた TO 氏と、取締役を辞任していた OD 氏の元取締役 2 名に

対する処分を決定しております。 

平成 21 年以降、内部統制制度が本格的に導入されておりますが、当社における内部

統制の状況は不十分であったため、内部統制に関する専任者を定め、実効性を高める

ようにしております。 

また、社内規程についても、当社の実体に則して改訂されているべきものが多く、

適宜改訂を行うとともに、その運用ルールも厳格に定めて実行しております。 

 

（２） 固定的な販売管理費用の見直しと削減 

① 不要不急の交通費等の削減 

 不要不急の出張旅費や、それに伴う費用支出を見直し、業務効率を向上させ、事

務用品費の見直しなども行った結果、50%超の経費削減が実現しております。 
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② 事務所費用等の削減 

 東京、札幌の事務所家賃について、周辺の不動産市況を踏まえた交渉を成立させ

ました。また、福利厚生を目的に、創業者が所有していた別荘を保養所として契約

して管理費を負担しておりましたが、利用者もなく、契約を解除いたしました。そ

の結果、不動産関連費用を約 20%削減いたしました。  

③ 資産の圧縮 

 減価償却の対象となる資産について、その使用状況および保管状況について、再

確認を行い、必要性が確認できない資産や、使用していないものについては、保守

的な会計方針のもと、除却または、減損を行いました。その結果、平成 21年 12月

期と比較して、平成 23年 12月期の減価償却費は 29百万円から 10百万円となりま

した。 

④ 人事制度の改定 

1. みなし残業制度の廃止 

 当社は、みなし残業制度を導入し、月間 40 時間の残業をみなし残業手当とし

て支給したうえで、厳格な業務時間管理を怠っておりました。この制度は、経営

としての人件費管理のために資するものであるものの、適切な業務効率の向上や、

労働者の能力向上意欲を低下させる可能性もあり、社員との合意の基、実労働時

間による労務管理に変更いたしました。 

 このことにより、管理職の労務管理に対する意識向上や、生産性向上のための

施策などを合わせ実行することで、実労働時間はみなし残業制度があったことに

比べ低く抑えられており、社員の能力向上が実現できております。 

2. 人事評価制度の見直し 

 以前より、人事評価制度は存在したものの、各人が設定した目標の達成につい

ての議論や、その評価については、経営トップによる評価のみであり、評価制度

は形骸化しておりました。平成 22年 12月期より、人事評価制度を改め、四半期

ごとに各人が上長と協議して設定した目標について、その達成度合やその過程を

議論する会議を、管理職全員で行い、その結果により社員の評価を決定しており

ます。その結果、管理職は社員の能力向上や、会社業績への関与を意識すること

になり、一般社員は自らの評価を意識し業務を遂行することが実現できるように

なっております。また、管理職が他の部門の社員の評価も協議することから、他

の部門の業務および社員の能力にも興味を持ち、結果、全社的な経営目標の推進

に寄与することが実現できております。 

 また、社員の能力と評価の見直しを行うことで、有能な人材のモチベーション

向上も実現しております。 

3. 社員の処遇改善 

 組織の見直しや、社員の能力の向上により、社員一人あたりの生産性が向上し

たことから、社員数の削減を行い、在籍する社員の処遇の改善を行いました。給

与テーブルは段階的に約 10%程度改善し、有給休暇制度も積極的に活用できるよ

うに、夏季休暇の 2日に加え、3日の有給休暇を取得することを制度化し、長期

休暇取得による心身のリフレッシュと、計画的な業務を行わせることができるよ
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うになりました。 

 管理職層についても、平成 24年 1月より約 15%の改善を行っております。 

 

（３） 営業体制の再構築 

① 法人事業 

平成 22年 12月期以降については、当社の営業状況に応じて、営業組織の見直し

を行いました。旧経営陣の特命を受けて活動をしていた企画営業組織を廃止し、担

当者は退職いたしました。 

営業事務を整理したうえで、別の部署が分担をし、営業担当については、営業施

策に応じた顧客アプローチを積極的に行うことができるようになったため、営業効

率が格段に向上しました。 

平成 23年 4月以降については、大口クライアントに対してその関係構築を進め、

安定した売上を受託できるクライアントが増加した一方、新規クライアントへのア

プローチを強化させております。 

② コンシューマー事業 

 当該部門については、既存コンテンツのみで、安定して月間 1300 万円程度の売

上を計上しておりました。アクティブユーザー数 700名程度の、既存コンテンツで

あるWTRPG７、WTRPG８に加え、平成 23年 9月には、WTRPG９をプレリリー

スいたしました。新コンテンツのリリースにより、既存コンテンツの売上は月間

1100万円程度に低下したものの、新コンテンツプレリリースにより、本格的な課金

サービスが開始されていないにも関わらず、6000名を超えるユーザー登録がされる

ほどの好評をいただいております。本格的な課金サービスは平成 24 年 5 月以降と

なりますが、新コンテンツ単体でも、既存コンテンツ 2 本以上の売上が期待されて

います。新コンテンツWTRPG９のタイトルは、「エリュシオン」といい、仮想の学

園にて、超常能力生徒として敵と戦う作品であり、多くのユーザーと親和性が高く、

生徒として戦うユーザーの創造力を強く掻き立てる作品であるとともに、キャラク

ター同士が、当社のコンテンツ内だけではなく、Twitterや、Facebookなどの外部

SNSを活用してコミュニケーションをすることが可能な機能を盛り込むなど、これ

まで当社が老舗として培ってきたWTRPG分野での専門性を結集させたゲームとし

ております。 

③ 新規事業への取り組み 

平成 24年 3月中旬より、事業開発部にてマッチングサービスが開始されます。当

社は、法人事業として、クライアントの要望に応じて、当社に登録するクリエイタ

ーのなかから、その能力や、スケジュールを当社が判断して発注しておりました。

大量のデジタルコンテンツを制作することをクライアントより受託する場合には、

複数のクリエイターに対して発注を行い、その制作管理を当社の社員が行うことで

統一性のあるデジタルコンテンツを制作しております。 

マッチングサービスとは、基本的にクライアントのデジタルコンテンツを制作して

もらうクリエイターを探すニーズと、デジタルコンテンツを制作したいというクリ

エイターのニーズを、WEB サービス上でマッチングさせることであり、当社は、
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その受発注をシステム上で仲介することとなります。当該サービスは、システム構

築に伴い、その減価償却費用と、システムの管理コストが原価費用として想定され

ますが、マッチング取扱高の一定の比率の手数料収入を売上として計上する予定で

す。よって、損益分岐売上を超えた場合の超過収益性が高いビジネスモデルとなっ

ています。 

当該サービスは、法人事業との比較では、小規模な案件であることが想定されます

が、多数のクライアントのニーズが寄せられることと、一案件あたり多数のクリエ

イターより、応募があることが期待されます。売上の源泉となる取扱高は、登録応

募するクリエイターの数にクライアントのニーズが比例すると考えられるため、当

初数年ではマッチング事業単体での収益性は低いものと考えています。しかしなが

ら、当該事業の収益性に加え、マッチングサービスは、当社の 5000 名を超えるク

リエイターに加え、多くのクリエイターが応募することになり、当社全体としての

デジタルコンテンツの制作に携わるクリエイターを、より多く募集することが可能

になると思われます。 

よって、マッチングサービスは、全社的な売上向上および、収益性向上のための効

果があるものとして、システムの開発およびサービスの開始を準備しております。 

 

（４） 制作体制の再構築 

① 法人業務制作体制とコンシューマー業務制作体制の一体化 

受託制作業務を担当していた制作部門は、法人に対する営業と一体となり活動す

る一方、WTRPG サービスに関する制作も担当しています。制作業務としての専門

性向上と、外注管理の効率向上を目的に、制作部として独立させ、全社ノウハウを

集結し、適正な人員配置を行ったことで、顧客ニーズに、より迅速に対応すること

が可能になりました。 

さらに、平成 23 年 8 月 1 日より、法人に対する制作業務を行っていた人員を東

京に異動させ、顧客ニーズにより迅速かつ深く携わることにより、対応が遅れてい

たイラスト事案についても、受託を積極的に進めることができるようになりました。

その結果アバター制作事案より、情報端末の機能向上や、スマートフォンに対応す

る高精細なイラスト制作などの受託が増加し、業務転換が実現しております。 

② クリエイター管理および教育への取り組み 

 上述のように、平成 24 年 3 月中旬より、事業開発部にてマッチングサービスが

開始されます。当該事業は、当社の売上の源泉である当社のクリエイターを増加さ

せる効果が期待されており、同時に、そのクリエイターの能力についても、定性的

な項目の登録だけではなく、デジタルコンテンツという質的な項目の情報も同時に

入手できることから、当社は、デジタルコンテンツ制作を業務として受託できるク

リエイターに関し、日本で最大のデータベースを持つ企業になることを実現させま

す。 

当社の多くのクライアントは、当社に発注すると同時に、独自の方法でデジタル

コンテンツを制作するクリエイターを探し、直接発注を行っていることも多くあり

ましたが、当社がクリエイターに関するより多くのデータベースを持つことにより、
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より幅広いクライアントの要望に応じて受託をすることが可能になります。 

当社は、今後、マッチングサービスの機能を拡充することにより、登録するクリ

エイターの能力だけではなく、受託可能なスケジュールデータも管理するなど、ク

リエイターが業務としてデジタルコンテンツを制作するためのポータルサービスを

構築してゆきたいと考えています。 

さらに、クリエイターに対して、必要な能力についての教育指導や、能力検定を

行い、当社がクライアントに提供するデジタルコンテンツに対して、一定の保証を

提供できるまでにしたいと考えております。 

そこで、平成 24 年 3 月以降、マッチングサービス開始とともに、クリエイター

管理についての専門部署を設け、クリエイターの創作活動に積極的に支援してゆき、

登録クリエイターを現在の 5000名から、年々倍増させる計画です。 

③ 原価管理の刷新 

 当社では、法人事業において、受託プロジェクトごとの原価管理が不明確であり

ました。平成 22 年 7 月以降、外注原価についての管理を厳格にするとともに、平

成 23 年 1 月以降については、制作部にて、制作に携わる内部人件費についても、

プロジェクトごとの管理を進めました。その結果、ある一定の精度にて、内部人件

費（工数）を含めたプロジェクトごとの原価管理を行うことが可能となりました。

これまでも、法人事業に関する部門営業利益の管理は行っておりましたが、プロジ

ェクト管理が可能となることで、営業政策的な売価設定や、原価交渉が可能となり

ました。 

 さらに、内部人件費を含めた原価管理が可能となったことから、平成 24年 12月

期より、制作部については、販売管理費より法人事業に関する原価として計上し、

管理する方針であります。 

 

（５） 再度の資本強化 

 上述の経営強化策および、財務健全化を行った結果、当社は再度の資本強化が必要

となり、平成 22年 12月に河端繁氏より約 2億円の出資を受けることとなりました。 

 

（６） 小括 

当社は、平成 22年 4月以降、計画性をもって上述の事項に取組んでおり、今回の事

業再生計画策定に当たり、「基本方針」を変更したことは、一切有りません。 

つまり、今回の事業再生計画の策定は、過年度において、旧経営陣により行われた

不適切な取引および不適切な会計処理に関する訂正を行ったことにより発生した損失

の結果生じた債務超過を解消する目的での計画策定であり、事業の方針等については、

平成 22年 4月以降の当社の事業運営の基本となっている「第二の創業基本方針」から

一切の変更はありません。 

 

３．事業再生計画の具体的内容 

（１） 大株主による金融支援について 

 大株主による金融支援を受けることの内諾をいただいております。具体的な内容に
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ついては、「５．債権者への金融支援依頼事項」をご参照ください。 

 

（２） 営業制作体制の強化 

① コンシューマー事業の強化 

コンシューマー事業においては、平成 23年 8月より、WTRPGの新作である「エ

リュシオン」（WTRPG9）をプレリリースしております。現在の登録キャラクター

数は 6000を超え、当社が過去にリリースした８本のコンテンツとの比較において、

最大の評価をいただいている状況であります。平成 24 年 4 月より、有料サービス

が本格的に開始するため、サービスの安定化とともに、月間売上高 20百万円を超え

る売上が期待できる見込みです。 

現在運営している WTRPG7 と WTRPG8 のユーザー約 700 名を対象に、これま

で年 2 回のオフイベントを、大阪、名古屋、東京、札幌にて開催してきましたが、

WTRPG9 にて、圧倒的多数のユーザーの参加が見込めるため、大阪、名古屋、東

京を中心に、オフイベントを年 4 回の開催とし、登録ユーザーのアクティブ化を働

きかけることによる売上の増加を実現します。 

② 法人営業体制の強化 

 法人営業の状況として、SNSサービス内でのゲームコンテンツを中心としたデジ

タルコンテンツ制作ニーズは、依然多く、当社では、登録クリエイターを常に募集

を行い、制作に対応しております。現状では、当社の制作能力以上のクライアント

ニーズが多く存在しています。また、大口顧客に絞った営業に注力することで、利

益率の向上も実現させます。 

③ 制作管理の強化 

1. 登録クリエイターの増加 

 上述の通り、より多くのクライアントニーズに対応するためには、クリエイタ

ー数の増強が必要となります。当社では、平成 24年 3 月より、マッチングサー

ビスを開始し、クリエイターが当社の業務により簡単に携わることができる仕組

みを導入する予定であり、その結果、平成 24年 12月末において、クリエイター

数を 3倍に増加させる予定であります。クリエイターの募集活動や、クリエイタ

ーの創作活動に寄与する情報の提供など、当社の売上利益の源泉となるクリエイ

ターに対し、登録、仕事の発注を積極化させるための専門担当部署を平成 24 年

3月設置する予定であります。 

2. 制作業務の効率化 

 制作業務とは、当社が受託したデジタルコンテンツの制作をクリエイターに外

注するにあたり、その発注仕様のとりまとめおよび、外注制作物の制作管理を行

うディレクション業務が主たる業務となります。平成 24 年 2月より、受託を行

う法人事業部営業課と、法人制作課にて、受託プロジェクト管理を行う SFA シ

ステムを導入し、制作工程管理およびプロジェクトごとの売上、原価管理を厳密

に行うことで、利益率向上と、よりスムースな制作業務が可能になります。 
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（３） 新規事業の開始 

 上述のように、平成 24年 3月中旬に、新規事業としてマッチングサービスを開始す

る予定です。マッチングサービスは、インターネット上の web サイトにおいて、クラ

イアントのデジタルコンテンツ制作等のニーズを登録し、それに対してクリエイター

より募集投稿したものをクライアントが選択していただくことで、受発注が成立させ

ることができるサービスとなります。 

 気軽なニーズでも利用できることから、潜在的なクライアントニーズやクリエイタ

ーの開拓が期待されます。 

 

（４） 札幌事業所の閉鎖 

 当社は、東京秋葉原の本社以外に、札幌市に支店を設けております。札幌市は、創

業の地でありますが、かねてより営業拠点として東京事務所を設け、後に本社を東京

に移しておりました。しかしながらクライアントが東京に多いことと、営業と制作が

一体となって業務を進めることから、法人制作業務は、平成 23年 8月より札幌より東

京に異動しております。現在は、コンシューマー事業部およびそれに付随する一部制

作業務と情報システム開発部、管理部が札幌事業所にて業務を行っておりますが、当

該業務を札幌にて行う理由が希薄となっており、東京本社にて業務を行うことで、事

務所費用のみならず、書類の移動や人員の出張費用などの多くを削減することが可能

となります。よって、平成 24年 3月初に、全人員を東京に異動させ、賃借物件の原状

復帰工事を行ったうえで札幌事業所は平成 24年 3月末をもって閉鎖いたします。 

 

（５） 役員報酬の削減 

 平成 23 年 9月以降、平成 23 年 12月まで、取締役は、月額報酬 80 万円を 30 万円

に引下げております。また代表取締役は平成 23 年 10 月から 12 月までは、その報酬

30万円も受領を辞退しております。 

 

（６） 一般管理職の職責の厳格化と処遇改善 

 一般管理職については、組織運営および部下の育成など、その職責を明確にしたう

えで、その処遇を見直しました。一般社員については、平成 22年 4月以降、その評価

に応じて、処遇の改善を行ってまいりましたが、管理職の評価については、据え置い

ておりました。組織をまとめる管理職としての職責および職能が一定の水準に達した

と判断し、今後の事業拡大に向けて、モチベーションアップを図るため、平成 24年 1

月に、職責の厳格化と処遇の改善を行いました。 

 

４．今後の事業見通し 

（１） 過年度に提出した有価証券報告書等にかかる課徴金について 

当社は、課徴金にかかる金融商品取引法第 178 条第 1項の規程に基づき、審判手続

開始決定通知書を金融庁長官より受領しております。当該課徴金納付命令の勧告内容

について、顧問弁護士からの意見も得て、対応の検討を行って参りました。 

その結果、当社では、当社への課徴金納付命令の勧告に対し、同通知書に記載され
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た金融商品取引法第 178 条第１項各号に掲げる事実のうち、平成 18年 12 月期以降に

ついて、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書、半期報告書、四半

期報告書を提出したことにかかる課徴金の総額 27,000 千円および「重要な事項につき

虚偽の記載がある」平成 19 年 1 月 30 日提出の有価証券届出書（新規公開時）に基づ

く募集を行ったことにかかる課徴金 4,250 千円は認めるものの、平成 21年 3 月 10 日、

平成 21 年 11 月 2 日及び平成 22 年 12 月１日提出した有価証券届出書については、「虚

偽の記載」があることは認めるものの、かかる課徴金の総額 18,710 千円については否

認又は争う答弁書を平成 24 年 2 月 9日に金融庁審判官へ提出いたしております。 

今後、当社では、審判手続開始決定通知書の手続きに従い、当社の主張を行ったう

えで金融庁審判官による審判を受けることとなります。その審判手続きおよび審判の

結果、課徴金納付の勧告による課徴金総額 49,960 千円の課徴金納付命令が決定される

可能性もございます。 

なお、当該課徴金総額 49,960 千円については、その他に係る費用を含めた支払に備

えるため、平成 23 年 12 月 21 日、当社の主要株主である河端繁氏より、80百万円を借

り入れております。また、平成 23年 12 月期において、課徴金引当金として特別損失

に計上しております。 

 

（２） 今後 3期の事業見通しの概要について 

 平成 23 年 12 月期において、過年度にかかる訂正を行った結果、純資産が大きく毀

損しており、当社は、167百万円の債務超過の状況にあります。しかしながら、当社の

お取引先である SNSゲーム製作会社や、WTRPGユーザーからは、変わらぬお取引を

いただいており、法人事業の顧客からの制作委託ニーズは、むしろ拡大しております。 

 当社は、主要株主である河端繁氏の全面的な支援を受け、事業を継続拡大すること

で、お客様や、株主様よりの信任に応えてゆく所存であります。 

 平成 22年 4月、経営陣が交代して以降、継続して進めてきた「第二の創業基本方針」

により、平成 23 年 12 月単月では、売上の拡大、原価率の改善および販売管理費の削

減の結果、営業黒字を計上することができました。特に、法人事業部おける SNSゲー

ム制作事業者よりのデジタルコンテンツ制作委託ニーズは拡大しており、当社では、

今後とも拡大するご要望に対応するため、制作に携わるクリエイターの拡充を急いで

おります。3月開始する予定のマッチングサービスにより、クリエイター拡充を加速さ

せることで、対応力を増強し、売上の増加を実現させることができる見込みでありま

す。 

 今期については、プレリリースにおいて、好調である WTRPG の新作「エリュシオ

ン」のサービス拡充もあり、売上高 840百万円、経常利益 54百万円を見込みます。 

そこで、今般、主要株主である河端繁氏より、さらなる金融支援を依頼し、内諾を

いただいております。次頁の事業の見込みについては、その金融支援を実行いただけ

ることを前提に作成したものであります。 
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【単位：千円】 

 平成 23年 12月期

（実績） 

平成 24年 12月期

（予想） 

平成 25年 12月期

（予想） 

平成 26年 12月期

（予想） 

売上高 414,414 840,000 1,000,000 1,200,000 

営業利益 △71,291 58,000 121,000 163,000 

経常利益 △74,960 54,000 116,000 160,000 

当期純利益 △180,623 184,000 116,000 145,000 

純資産 △167,187 16,812 133,000 278,000 

総資産 220,212 465,000 481,000 587,000 

 

５．債権者への金融支援依頼事項 

（１） 主要株主からの借入金に対する債権放棄 

当社は、主要株主である河端繁氏との金銭消費貸借取引に基づき借り入れを行って

おりますが、当社の財務状況および今後の事業の見通しについて、協議を行った結果、

当社の事業再生のためには、過年度の旧経営陣による事業の失敗および不適切な取引

による財務的な影響を解消することが必要であるとの認識が一致いたしました。よっ

て、河端繁氏が保有するすべての債権について債権放棄をする旨の意向表明を受けて

おります。 

(平成 24年 1月 31日現在) 

契約日 債務残高 

平成 21年 12月 28日 50,000,000円 

平成 21年 12月 29日 20,000,000円 

平成 23年 12月 21日 80,000,000円 

合計 150,000,000円 

 

（２） 主要株主からの運転資金の融資枠設定に基づく融資 

 上述したように、当社の事業の状況は、大きく改善しつつあります。しかしながら、

計画に基づき、事業を安定化および拡大させるためには、今後運転資金が不足する恐

れがあります。そこで、当社は、河端繁氏に対して、前項の債権放棄に加えて、80 百

万円の融資枠をご設定いただき、当社からの資金ニーズに応じて貸付を行っていただ

くことをお願いしております。河端繁氏よりは、今後の事業再生のためには必要であ

ると内諾をいただいております。 

 

（３） 市中銀行からの借入金について 

 当社は、三井住友銀行との金銭消費貸借取引契約に基づき平成 24 年 1 月末現在、

96,641 千円の借入残高となっております。当該借入金についての全部または一部の債

権放棄や、返済スケジュールの変更等の要請は行っておらず、約定通りの返済を継続

する予定であります。 
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６．弁済計画 

（１） 市中銀行からの借入金について 

 三井住友銀行との金銭消費貸借取引契約に基づく弁済は年間 20,316千円であり、約

定通りの返済を継続する予定であります。 

 

（２） 主要株主よりの借入金について 

 河端繁氏に内諾をいただいている融資枠設定に基づく融資については、80 百万円の

極度貸付額を想定しております。事業の拡大とともに、平成 25年 12月期には、40百

万円、平成 26年 12月期には残額の 40百万円の返済は充分可能であると考えておりま

す。 

 

７．経営者の責任 

（１） 旧経営陣への責任追及について 

① 責任追及の範囲について 

社内調査により、旧経営者である TO 氏への面談、また OD 氏の証言により、不正

支出の一部（著作物の使用許諾権対価として、21,000 千円を充分な調査をすること

なく不正支出していた）が認定できたため、平成 23 年 2 月 14 日開催された取締役

会にて、当時、取締役を辞任し、契約社員の職にあった OD 氏を懲戒解雇処分とし、

また、平成 22 年 3 月 26 日開催の株主総会にて決議し、TO 氏へ支払った退職慰労金

300 万円の返還請求（現時点未返還）を行っております。 

当社は、過年度において、当社および子会社において、過度な設備投資が行われ、

その投資に対する十分な利益を得られなかったことから、子会社株式の売却および

子会社への貸付債権の放棄などを行った結果、平成 20年 12月期に債務超過となり、

第三者割当増資による資本強化などを行ってまいりました。 

平成 22 年 3 月 26 日以降、経営陣を刷新し、当社の経営資源を、当社の強みであ

るデジタルコンテンツの受託制作事業及び、インターネットのウェブを利用したオ

ンラインＲＰＧゲームを運営するコンシューマー事業に集中しております。 

また、過年度に行われた営業活動や、投資を判断するに至った経緯、当時の内部

統制状況などの調査を進めておりました。 

さらに、平成 23年 10月 12日以降は、当社との関係のない有識者のみで構成する

第三者調査委員会を設置して調査を行いました。 

その結果、当社において、平成 18 年から平成 21 年の旧経営陣の共謀と外部の協

力者の協力のもとで、不適切な会計処理が行われておりました。過去行われた不適

切な会計処理等の類型、不適切であると認定した取引および会計処理の内容、不適

切な会計処理等が行われた経緯及び要因等、不適切な会計処理を生じさせた内部統

制上の欠陥等、再発防止策に関する提言等について、詳細にわたる調査の結果を第

三者調査委員会より報告いただきました。 

また、不適切な取引に伴い、社外に流出したと認められた金額についても、不正

損失として平成 18年度以降の決算に 98百万円を計上しております。 

さらに、平成 24 年 1 月 27 日に金融庁証券取引等監視委員会より、過年度に提出
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した有価証券報告書等に係る訂正報告書に関し 4,996 万円の課徴金命令の勧告がさ

れ、金融庁において、審判開始が決定されました。当社は、平成 24 年 1 月 30 日開

催の取締役会において、当該課徴金を平成 23 年 12 月期の特別損失として一旦計上

することを決定しておりますが、当社は、平成 21 年 3 月 10 日提出の有価証券届出

書、平成 21年 11月 2日提出の有価証券届出書および平成 22年 12月 1日提出の有

価証券届出書により行われた第三者割当増資は、旧経営陣の経営判断の失敗が原因

となり、当社の事業存続および、札幌証券取引所アンビシャス市場への上場維持の

ために必要となった資本強化および資金調達を目的に行われたものであり、本来課

徴金を科すことによる不適切な会計情報を提供して得た資金を吐き出させ、今後の

不正を防止する目的とは異なるものとして、当該 3 つの有価証券届出書に係る訂正

報告書に関する課徴金 1871万円については、審判手続き等を進める所存であります。 

当社は、旧経営陣により行われた不適切な取引および不適切な会計処理により、

当社が被った全ての損害について、旧経営陣に対して法に則りその責任を追及する

手続きを行ってまいります。 

② 定款に定める責任免除を適用しないことについて 

当社は、会社法第 423 条第 1 項に規定されている、取締役、監査役および会計監

査人の損害賠償責任について、同法第 424条、第 425条および第 426条により、取

締役会の過半数の同意がある場合に、取締役については、当社定款第 28 条第 1 項、

社外取締役については、当社定款第 28 条第 2 項、監査役については、当社定款第

40条において、その責任の一部を免除することを定めています。 

しかしながら、今回の旧経営陣による不適切取引および不適切な会計処理につい

ては、旧経営陣に重大な過失があると認定し、会社法 426 条に定める免除の対象外

であると判断しております。 

よって、当社が被った損害および費用について、その責任が特定できた取締役、

監査役について、当該定款に定める責任の一部免除を行わないことを決定いたしま

した。今後旧経営陣に対しては、損害賠償請求等の必要な手続きを順次行ってまい

りますが、訴訟手続き等の日程および、その結果は不明確であり、本事業再生計画

には反映させておりません。 

 

（２） 現経営陣の責任について 

 上述のように、現状の財務状況に陥っている原因は、旧経営陣の不適切な取引およ

び不適切な会計処理によるものであります。よって現経営陣の責任については、本事

業再生計画を実行した結果により、株主により、その判断がされるものと考えており

ます。 

以上 

 


