Pillars of the Gox Rising Civil Rehabilitation Plan Proposal
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東京地方裁判所提出用 Gox Rising 民事再生計画提案の骨子
2019 年 2 月 6 日
[1]

Maximize distributions to Creditors from the cash and coins held by the Trustee to the Mt. Gox
Estate.

[1]

マウントゴックスの財産の受託者が保有している現金やコインの債権者への分配を最大化
する。
(a) Distribute cash to Fiat Creditors on a 1:1 basis.
(a) 法的に資格のある債権者に対して 1：１ベースで現金を分配する。
(b) Mark-to-market claims of Crypto Creditors and distribute to Crypto Creditors all coins and
remaining cash, net of costs incurred by the Trustee, on a pro-rata basis without any further
sales of coins to cash. Distributed coins to include any additional coins that may be captured
from forks (see [3] below).
(b) クリプト債権者の時価評価ベースでの請求、クリプト債権者へ分配される全てのコイ
ンおよび残っている現金は、受託者によって発生した費用を控除した後、正味費用を
コインから現金への追加販売をすることなく比例配分ベースで分配される。分配され
るコインはフォークよりキャプチャされる追加のコインも含む。（下記 [3]を参照のこ
と）
(c) Distributions of coins to Crypto Creditors to be handled by an FSA regulated Japanese
exchange approved by the Trustee.
(c) 受託者が承認した、金融庁が規制する日本の証券取引所で処理されるクリプト債権者
へのコインの分配。
(d) Equity will make no claim on any of the cash and coins held by the trustee.
(d) エクイティは、受託者が保有する現金およびコインのいずれに対しても請求を行わな
い。

[2]

Optimize speed and precision of distributions to Fiat and Crypto Creditors.

[2]

法的に資格のある債権者およびクリプト債権者への分配のスピードと精度を最適化する。
(a) Equity will not delay the distribution process in any way.
(a) エクイティは何があろうとも分配のプロセスを遅延することはない。
(b) To address potential liabilities unable to be resolved by the Trustee in a timely manner,
including pending lawsuits and ghost claims, establish adequate holdbacks to permit the start of
distributions. Remaining funds subject to holdbacks to be distributed as liabilities are resolved.
(b) 係争中の訴訟やゴーストクレーム等、受託者がタイムリーに解決することのできない
潜在的な負債に対処するために、分配を許可するための適切な保留期間を設定する。
保留となっていた残余資金は負債が解決された時に分配される。
This document may be updated and/or amended from time to time
based on feedback from Creditors and other participants.
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[3]

[3]

Capture forks. Establish to what extent forks and splits can be captured by the Trustee prior to
distribution of any coins. Trustee’s approved agent to capture the coins from these forks and splits
and distribute them pro-rata to Crypto Creditors (see also [1] above).
フォークのキャプチャ。コインを配分する前に、どの程度の範囲で受託者によってフォー
クやスプリットをキャプチャできるか確定する。これらのフォークやスプリットより、コ
イン受託者が承認した代理人がキャプチャし、クリプト債権者に比例配分する。（上記
[1]を参照のこと）

[4]

Provide bid for intangible assets and a vision for a new Mt. Gox Exchange.

[4]

無形資産への入札と新しいマウントゴックス取引所のビジョン。
(a) Assuming the Trustee does not intend to relaunch the Mt. Gox Exchange as an operating
business as part of the Civil Rehabilitation, Gox Rising Limited will put forward a bid for the
intangible assets of the Mt. Gox Estate, including brand and domain names, trademarks and
other intellectual property, for this purpose.
(a) 受託者がマウントゴックス取引所を、企業再生の一部として運営するビジネスとして
再ローンチする予定がないと仮定した場合、ブランド、ドメイン名、商標やその他の
知的財産を含めたマウントゴックスの無形財産を Gox Rising Limited が上記の目的で
入札する。
(b) The Gox Rising bid will be based on a fair market value appraisal and include the funding of a
new and independent foundation to assist in the continued pursuit of residual claims on behalf
of Crypto Creditors including the recapture of the lost / stolen coins and other legal claims.
(b) Gox Rising の入札は公正な市場価格の評価に基づいており、紛失・盗難コインの回収
やその他の法的請求を含む、クリプト債権者に代わる残余請求を継続的に行い支援し
ていくための新規で独立した財団の資金を含む。

[5]
[5]

(c) Gox Rising is separately putting forward a Vision for this new Mt. Gox Exchange which will
voluntarily create significant additional value for participating Crypto Creditors towards full
recovery of their claims.
(c) Gox Rising は、この新しいマウントゴックス取引所のビジョンを別途提示する。この
新しいゴックス取引所は、任意的にクリプト債権者に対してクレームの完全リカバリ
という形で重要な追加の価値を生み出していく。
Continue the pursuit of residual assets including the lost / stolen coins.
紛失・盗難コインを含む残余資産の追跡を継続する。
The new foundation initially funded by the GoxRising intangible asset purchase and governed by a
committee of creditors will assist continued recovery efforts on behalf of and for the benefit of
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Crypto Creditors even after settlement of the Mt. Gox Estate. Creditors may assign their residual
asset claims to the foundation in return for a new coin that will be tradeable on the new Mt. Gox
Exchange. The new coin holders will be entitled to distribution of recovered assets net of recovery
costs.
この新しい財団は元々GoxRising の無形資産購入により出資され、債権者委員会によって
運営されている。クリプト債権者に代わり、マウントゴックスの財産の決済後もクリプト
債権者の利益のために継続的にリカバリを行っている。債権者は残余資産の請求をこの財
団に割り当てることができ、その見返りとして新しいマウントゴックス取引所で取引可能
な新しいコインを受け取ることができる。この新しいコイン保有者は、回収費用控除後の
回収資産の分配を受ける権利を有する。
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