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拝啓

満開の桜もそろそろ見頃を過ぎ、散りはじめました。

暖かくなリゴルフを楽しむのによい季節になりました。

日頃スカイウェイC.Cで はお世話になり、誠にありがとうございます。

突然このようなお手紙を差しあげることをお詫び申しあげます。

1、 スカイウェイCo Cを会員の手で再建しましょう。

会社の申し立てた民事再生に、私たちは反対します。

会員の皆様は、すでにご承知の通リスカイウェイC.Cは本年 3月 31日 に東

京地方裁判所に民事再生手続を申立て、倒産いたしました。

会員には寝耳に水の話であり驚くとともに、現経営陣の非常識・無責任な対応に

開いた口がふさがらない思いです。償還を 15年もの間引き延ばし挙旬、理事会

の同意も得ることなしに、会員ヘー切の説明をすることのないままにこのような

申し立てをしたことは暴挙でしかなく強く非難いたします。この預託金の償還を

延長した 15年もの間、経営者は預託金を返還するためにいかなる策を講じたと

いうのでしょうか。むしろ明らかにされたのは、坂本社長は同人の元の勤務先の

社長に、会員に秘密にして 500万円もの預託金を返していた事実が集会で明らか

になりました。コンプライアンス違反や、特別背任と指摘されても弁解のしよう

のない事態です.                 =

会員へ何の相談もなく突然民事再生を申請し、スポンサー企業としてアコー

ディア・ゴルフを選定し、スポンサー契約を締結したというのですから、経営者

は会員の権利をどのように考えていたのかと腹が立つばかりです。



会社主催の今回の手続の説明会が 4月 4日 の午後に行われました。

会員は約 300名が参加いたしました。

会社の説明は来年 3月 に期限の来る預託金の償還ができないので、スポンサー

を選んで償還してもらうことにしたというものでしかありませんでした。会員の

ためだと強調したのです。会社の説明ではスポンサーは預託金の償還の予算を取

っているというのですが、当たり前のことです。しかし今日までのアコーディア・

ゴルフの例ではその金額は、預託金債権者を満足させる金額となることはありえ

ない、少額にとどまるものと想定されます。

参加した会員は 14名の方々が発言を求め全員が経営者の無策を非難するとと

もに、今回の民事再生に反対することを意見として述べました。さらに坂本社長

がもと勤務した会社の社長に対しては内密に預託金 500万円を返還した事実も

本人が認めたことにより、会員の怒りはたいへん大きなものとなり、会場は同社

長を非難する声…色となりました。

2、 会員の権利を守る会を立ち上げました。

私達はこれに先立ち同日の午前中に都合のついた 50名の会員が参加して会議

を持ち、「(仮称)スカイウェイC,Cの 再建を考える会」を立ち上げることとい

たしました。会員の手にスカイウェイ取り戻し、会員の手で再建するための方策

について意見交換いたしました。会議にはアコーディア・ゴルフ (旧 日東興業)

から会員がゴルフ場を取り戻し会員の手により再建を果たした千葉県市原市の

浜野ゴルフクラプの実例が紹介されました。

浜野ゴルフクラブの再建の活動に深く関与した清水直、満田繁和、御山義明の

各弁護士が私たちの代理人として参加してくださることを了承されています。浜

野ゴルフクラブの会員による再建活動の当初から関与して、1600名の会員を積極

的に再建活動に導き、多くの困難を乗り越えて見事ゴール ドマンサックス (当時

の日東興業のスポンサー)に勝利して、再建を果たした弁護士です。当日このう

ちの満田、御山の両弁護士から、詳しく会員によるスカイウェイC.Cの今後の

再建の道筋をご説明いただきました。浜野ゴルフクラプは会員の団結により、預



託金会員制のゴルフ場を株主会員 i国 のゴルフ場として再建したゴルフ場であり、

私たち会員によって、今後スカイウェイ Co Cを再建させるために選択する手段・

具体的な方策の説明がされました。また当日は参加されませんでしたが会社再建

の著名な清水直弁護士も私たちの会の代理人としてご参加いただけることが説

明されました。清水直弁護士は、50年にも及ぶ弁護士の活動を通じて多くの企

業の会社再建を実現してきた方であり、日本における企業の再建を行う弁護士の

第一人者です。浜野ゴルフクラプの再建にも弁護団の中心として活動されました。

清水先生に私たちの会の代理人になっていただき、再建をゆだねることは鬼に金

棒といっても過言ではありません。

満田・御山両弁護士の説明では 2つの要件を会員が団結して行えば「会員の、

会員による、会員のための」のスカイウェイCo Cの実現は、必ずできるという

ことでした。

その一つは会員が団結して会社の民事再生に反対する活動を行い、とりあえず

500名の反対会員を組織することです。

その二つ日は会員が申立人となる会社更生を早急に申し立てることです。また

預納金などの費用を会員の手で用意することです。

これを実現すれば会社の民事再生を否決して、会員が中心となるスカイウェイ

C,Cの再建を間違いなく実現できることになるというものです。しかも遅くと

も来年には会員の手元にクラプを取り戻せることになるのです。

両弁護士から確信を持ち、再建する会の活動に会員が参加されるよう会員相互

に働きかけるよう、話がされました。

またスカイウェイC.Cの財務の内容、会社の説明の脅しの内容への反論、会

員の資金回収の方法、スポンサー候補のアコーディアゴルフがスポンサーとなる

ことに対してゴルフをする人々から敬遠される理由について次のような指摘が

されました。

(1)、 スカイウェイC.Cの財務の内容を分析すると浜野G.Cの場合より

ははるかに容易に会員による会社再建が可能であること.債務の内容はほぼ会員

の預託金債務であること。銀行債務もなく (定期預金との相殺後)、 担保の設定も



ないこと (空の担保設定はあるものの)。 このため会社更生による再建は浜野の場

合に比べてはるかに容易であること。

(2).債権額のほぼ 100%に 近い割合を占める預託金債権者が大同団結し

てスカイウェイC.Cの 再建を会員の手により実現し、同クラブを会員の手に取

り戻し、会員がクラブの経営運営を行うことを目指す。このため、会社が申し立

てた民事再生手続を否決するために、民事再生に反対する会員組織をとりあえず

約 500名の規模で早期に組織して立ち上げること。さらにその後規模の拡大を

図る。

民事再生の否決のためには債権者の頭数の過半数の反対により否決するこつ

ができることをまず理解致しましよう。多くの会員にこのことを伝えていきまし

ょう。

まだスカイウェイC.Cは、アコーディアゴルフの系列のゴルフ場にはなって

いないのです。アコーデイアゴルフはまだ単なるスポンサー候補でしかないので

す。民事再生を否決すればアコーディアゴルフが登場することはないのです。

(3).会社は盛んに民事再生が否決されたら破産となり、会員は権利を失う

と主張するが、この説明は誤りであることを会員が理解すること。会員が中心と

なって早い時期に会社更生の手続を申立て、この手続で「会員の会員による会員

のためのスカイウェイC,C」 を再建する、という道筋が説明されました。

(4).株主会員への権利の変換、会員の資金回収の方法

スカイウェイC.Cは株主会員制のゴルフ場に生まれ変わること

会員の預託金債権は会社の財務内容から返還される見通しはゼロであるから、

これをゴルフプレー権付きの株式に権利変換し、会員がスカイウェイC,Cの株

主となること。

ゴルフプレー権付きの株式を保有する会員は、退会するとき市場で株式を売却

し、対価を得ることができること.

アコーディア・ゴルフの系列コースに加わつた、例えば習志野C.Cの価格は

7～ 9万円と惨潜たるものですが、浜野G.Cは再建直後に 7-800万円の価格

を付け、最近でも300万円前後の価格で市場で取引されています。このことか



ら考えても、アコーディア・ゴルフの系列コースでは価値を生み出すことはでき

ず、株主会員制のクラブにすることこそが会員権の価値を高める方策です。

(5).ア コーディア・ゴルフのゴルフ場の特徴

アコーディア・ゴルフのゴルフ場では年会費を5万 円としながら (セントラル

ゴルフクラプの場合)、 土日視日の会員とゲストの利用料の差が数百円しかないこ

と、土曜、日曜の予約の取りにくいこと、グストを入れすぎるためコースがあれ

ていること、年会費を毎年 3月 31日迄に入金しないと4月 1日 以降プレ下させ

ないと文書で通知してくること、などの運営の舌L暴さや、PGMとのTOB騒動、

90コースをシンガポールの投資家に売却した焦土作戦と指摘されるアセット

ライト方式による無理が今後必ず生じてくること。村上ファンドの流れをくむレ

ノグループが20%を超えるアコーデイア・ゴルフの株式を保有することによる

経営の不安定さについての説明がなされました。

アコーディア・ゴルフは、スカイウェイCo Cのスポンサーとしては最悪と指

摘しなければならないと感じます。

またアコーディア・ゴルフが太平洋クラブのスポンサーとして関与するとさ

れた民事再生が会員の反対により否決されたのは、アコーディア・ゴルフの会員

を無視したゴルフ場の経営・運営の方式が広くゴルファーに認識された結果です。

3、 私達はこのような実状のもと、至急約500名の会員の参加をめざす「(仮

称)スカイウェイC.C倶楽部の再建を考える会」を立ち上げるため会員の皆様

の同会への参加を呼びかけます。

またあわせて下記日時に上記会員総会の発会のための会合を持ちますので、奮

って御参加下さるようご案内いたします。

4 なお、当日当会の活動にご賛同いただける皆様から民事再生に反対する上

申書、および会社更生により再建することに賛成する旨の同意書 (いずれも裁判

所あて)、 をいただきますので印鑑 (三文判で構いません。)を ご用意ください。

敬具



日 時

記

平成 27年 4月 17日 18時 ～ 21時

郵送料、講師謝礼に使用します。

弁護士

弁護士

弁護士

弁護士

場 所

参加費用  金 5000円

会場費用、文書印刷費用、

参加する弁護士   清 水   直

御 山 義 明

満 田 繁 和

 ́ 萩 谷 麻衣子

一般財団法人日本教育会館

東京都千代田区一ツ橋 2-6… 2

電話 03-3230-2831

同封した地図をご参照ください。



世話人一覧

青木弘  明智清悟  石川明芳 石川英俊  今井浩一

上代登志晴 上代治樹 蛯名尚英 大久保幸三 大竹良一

大塚岩夫 大塚静江 大塚正晃 大森弘之 岡本彰司 奥原巌

金井輝雄 木内宗二郎 木内健二 木村和秋 小暮保志

小宮山四郎 酒井久雄 篠崎義貝J 白井敏夫 相馬智人 相馬春枝

曽田浩三 高木俊憲  田中見三夫  千種信雄  塚本英敏

外虚恵美子 内藤秀雄  永島琴夫  根本満  長谷川一治

林康博 平井満 平林明 藤代優 古岡伸 堀田充 増岡隆一

松本誠一 益田典  見崎徹  三橋恒子  宮川徳巳

官田幸忠 村島義則  森岡啓  山田謙四郎  山本邦芳

呂工博  渡邊正人  渡邊正巳



「仮称スカイウエイカントリークラブの再建を考える会」

創立総会のご案内

同封 しました文書に記載 した理由の通 り、スカイウェイ CCを会員によ り再建

するため、下記 日時に創立総会を開催いたします。

ふるってご参加 ください。

記

日 時    平成27年 4月 17日   18時  ～ 21 時

場 所    一般財団法人日本教育会館

東京都千代田区一ツ橋 2-6-2

電話 03-3230-2831

同封した地図をご参照ください。

参加費用  金 5000円

会場費用、文書印刷費用、郵送料、講師謝礼に使用します。

参加する弁護士   清 水   直  弁護士

御 山 義 明  弁護士

満 田 繁 和  弁護士

萩 谷 麻衣子  弁護士

なお当日のご連絡は弁護士満田繁和までお願い致します。

連絡の方法 電話 03-5211-5421

携帯 090-4735-5505


