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上場会社名　株式会社アイ・ビー・イー （コード番号：2347　　　東証マザーズ）
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代表者　　　　　代表取締役　坂井　裕 ＴＥＬ：（03）3556―2614

問合せ先責任者　取締役経営企画部長　宮嶋　淳  

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

 

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

 

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持分法　（除外）１社

 

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。

 

２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日　～　平成18年６月30日）

(1）連結経営成績の進捗状況

 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期第１四半期 163 ― △202 ― △206 ― △228 ―

18年３月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（参考）18年３月期 1,573 ― △838 ― △1,568 ― △2,111 ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年３月期第１四半期 △10,031 70 ― ―

18年３月期第１四半期 ― ― ― ―

（参考）18年３月期 △93,447 86 ― ―

　（注）　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当四半期連結会計期間における我が国経済は、景気の基調としては引き続き堅調に推移しているものの、海外景気

の減速を受けて輸出に鈍化の兆しが見え始め、原油高などの影響もあり、先行きに関しては決して楽観できない状況

であります。

　当社の主要業務領域である 「Video－IT」関連ビジネスを取り巻く環境においても、各企業の予算運用の姿勢は依

然として慎重でありますが、一方で急速なブロードバンドインフラの普及や第3世代携帯電話の普及を背景にデジタ

ル映像の利用範囲が拡大してきたことを受けて、各企業とも「Video－IT」を収益力向上のためのツールとして活用

しようという気運が高まってきております。

　当社では、このような市場ニーズに応えるために、システムインテグレーション事業、プロダクト事業、サービス

事業を通じて、デジタル映像管理システム、ビデオコミュニケーションシステム等の提供を行ってまいりました。
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 システムインテグレーション事業においては、自社の保有する映像コンテンツの多元的活用を目論む放送・映像業

界をはじめとして、一般企業においても企業内インフラはもとより、対顧客向けビジネスツールとして「Video－

IT」を活用する動きが加速化してきております。当四半期においては、放送・映像業界、eラーニングの導入を検討

している大学等教育機関、多拠点間コミュニケーションシステムやビデオ・オンデマンドシステムを活用して、社内

外の情報伝達網の強化・効率化を目指す一般企業に対して営業活動を行ってまいりました。しかし、例年大型のシス

テム案件は下半期（特に第4四半期）に検収完了する傾向が強く、当第1四半期連結会計期間においては37,627千円の

売上を計上いたしました。

　プロダクト事業においては、デジタルコンテンツ自動作成システム「EZプレゼンテーター」や字幕放送画面制作シ

ステム「NeON」、ビデオコミュニケーションシステム「GloBiz21」「WebVicon」等を中心に販売を行ってまいりまし

た。また、顧客の要望に応じて他社製のデジタル映像関連機器・ソフトウェア製品等の販売も手がけてまいりました。

この結果、60,274千円の売上を計上いたしました。 

 　サービス・その他事業では、システムインテグレーションに係る保守サービスを中心に、65,218千円の売上を計

上しております。なお、事業別の売上状況は以下のとおりです。

平成19年3月期 平成18年3月期 対前年
前期（通期）

第1四半期 第1四半期 増減率

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

システムインテグレーション 37 23.1 － － － 699 44.4

プ 　ロ　　ダ 　ク 　ト 60 36.9 － － － 575 36.6

サ　　ー　　ビ　 　ス 65 40.0 － － － 298 19.0

合　　　　計 163 100.0 － － － 1,573 100.0

 　以上の結果、当四半期連結会計期間の売上高は163,119千円となり、経常損失は206,798千円、当期純損失は228,060

千円となりました。

 （注）当社は前期において四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同期との比較について記載は行っ

ておりません。

(2）連結財政状態の変動状況

 （百万円未満切捨）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期第１四半期 3,520 △191 △5.4 △8,428 19

18年３月期第１四半期 ― ― ― ― ―

（参考）18年３月期 2,213 40 1.8 1,769 70

(3）連結キャッシュ・フローの状況

  （百万円未満切捨）

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期第１四半期 151 △1,492 1,739 654

18年３月期第１四半期 ― ― ― ―

（参考）18年３月期 △363 △134 254 256
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［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金という」。）は、貸付や借入金の返済による支出等の

減少要因はあったものの、新株予約権付社債の発行による収入や売上債権の回収等の要因により、前連結会計年度末に比

して397,763千円増加し、当四半期連結会計期間末では654,568千円となりました。

　当四半期における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 　

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当四半期会計期間の営業活動の結果得られた資金は、151,566千円となりました。これは主な支出要因として、税金等調

整前四半期純損失227,259千円がありましたが、増加要因として売上債権の回収の結果得られた資金が485,514千円あった

ことによるものです

  （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当四半期会計期間の投資活動の結果使用した資金は、1,492,961千円となりました。貸付による支出1,500,000千円が主

な要因であります。

  （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当四半期会計期間の財務活動の結果得られた資金は、1,739,158千円となりました。新株予約権付社債発行による収入が

1,975,498千円あったことが主な要因です。減少要因のうち主なものは短期借入金の返済による支出200,000千円でありま

す。

３．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日　～　平成19年３月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通期 1,900 40 39

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）1,715円49銭

［業績予想に関する定性的情報等］

 平成19年3月期の業績予想につきましては、平成18年5月26日の決算発表時に公表いたしましたとおり変更はありませ

ん。

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでお

ります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
当第１四半期連結会計期間末

（平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   654,568   256,805  

２．受取手形及び売掛金   145,988   614,502  

３．たな卸商品   136,359   117,841  

４．短期貸付金   1,626,000   ―  

５．その他   75,969   198,095  

貸倒引当金   △79,200   △23,914  

流動資産合計   2,559,685 72.7  1,163,330 52.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※2 15,340   15,922   

(2) その他 ※2 34,657 49,997 1.4 23,812 39,735 1.8

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア  352,532   389,996   

(2）その他  509 353,042 10.0 509 390,505 17.6

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  137,755   166,975   

(2）長期前払費用  235,742   262,209   

(3）その他  240,994   292,010   

貸倒引当金 ※1、3 △56,227 558,265 15.9 △101,395 619,799 28.0

固定資産合計   961,305 27.3  1,050,040 47.4

資産合計   3,520,990 100.0  2,213,370 100.0
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当第１四半期連結会計期間末

（平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   73,776   190,952  

２．短期借入金   300,000   500,000  

３．一年以内返済予定長
期借入金

※4  45,100   52,440  

４．一年以内償還予定社
債

  401,000   393,000  

５．その他   132,342   236,926  

流動負債合計   952,218 27.0  1,373,318 62.1

Ⅱ　固定負債        

１．社債   725,000   757,000  

２．新株予約権付社債   2,000,000   ―  

３．長期借入金   35,000   40,000  

４．その他   377   2,819  

固定負債合計   2,760,377 78.4  799,819 36.1

負債合計   3,712,596 105.4  2,173,138 98.2

 (純資産の部)        
 Ⅰ　株主資本        

 １．資本金  ※5  1,002,105   ―  

 ２．資本剰余金   781,445   ―  

 ３．利益剰余金   △1,972,661   ―  

 株主資本合計   △189,111 △5.4  ― ―

 Ⅱ　評価・換算差額等        

 １．その他有価証券評
価差額金

  △2,495   ―  

 評価・換算差額等合計   △2,495 △0.0  ― ―

 純資産合計   △191,606 △5.4  ― ―

 負債・純資産合計   3,520,990 100.0  ― ―

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※5  ― ―  1,002,105 45.3

Ⅱ　資本剰余金   ― ―  781,445 35.3

Ⅲ　利益剰余金   ― ―  △1,744,600 △78.8

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  ― ―  1,283 0.0

資本合計   ― ―  40,232 1.8

負債、少数株主持分及
び資本合計

  ― ―  2,213,370 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
当第1四半期連結会計期間
（自　平18年４月１日
至　平18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   163,119 100.0  1,573,039 100.0

Ⅱ　売上原価   214,144 131.3  1,532,884 97.5

 
売上総利益(△売上
総損失)

  △51,024 △31.3  40,154 2.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1、2  151,863 93.1  878,448 55.8

営業損失   202,888 △124.4  838,293 △53.3

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  5,323   10,601   

２．研究開発助成金  29,331   12,136   

３．その他  1,502 36,156 22.2 38,057 60,795 3.9

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  4,236   16,728   

２．社債発行費  24,501   78,458   

３．持分法による投資損
失

 1,057   685,342   

４．貸倒引当金繰入額  6,000   ―   

５．その他  4,272 40,068 24.6 10,411 790,941 50.3

経常損失   206,798 △126.8  1,568,439 △99.7

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  2,538 2,538 1.6 3,954 3,954 0.2

Ⅶ　特別損失        

１．投資有価証券評価損  23,000   13,999   

２．減損損失  ※3 ―   117,378   

３．商品評価損  ―   161,500   

４．貸倒引当金繰入額  ―   122,000   

５．ソフトウェア評価損  ―   99,050   

６．その他  ― 23,000 14.1 5,867 519,795 33.0

税金等調整前第１四
半期（当期）純損失

  227,259 △139.3  2,084,280 △132.5

法人税、住民税及び
事業税

 800   950   

法人税等調整額  ― 800 0.5 26,317 27,267 1.7

第１四半期（当期）
純損失

  228,060 △139.8  2,111,547 △134.2
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年４月１日　残高

（千円）
1,002,105 781,445 △1,744,600 38,949

当第１四半期連結会計期間中の変

動額

第１四半期純損失（千円） ― ― 228,060 228,060

株主資本以外の項目の当第１四

半期連結会計期間中の変動額

（純額）（千円）

― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円）
― ― △228,060 △228,060

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,002,105 781,445 △1,972,661 △189,111

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

平成18年４月１日　残高

（千円）
1,283 1,283 40,232

当第１四半期連結会計期間中の変

動額

第１四半期純損失（千円） ― ― 228,060

株主資本以外の項目の当第１四

半期連結会計期間中の変動額

（純額）（千円）

△3,778 △3,778 △3,778

当第１四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円）
△3,778 △3,778 △231,838

平成18年６月30日　残高

（千円）
△2,495 △2,495 △191,606
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(4）四半期連結剰余金計算書

  

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   751,085

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行  30,360 30,360

Ⅲ　資本剰余金期末残高   781,445

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   387,895

Ⅱ　利益剰余金減少高    

１．当期純損失  2,111,547  

２．持分法適用会社増加による剰余
金減少高

 20,947 2,132,495

Ⅲ　利益剰余金期末残高   △1,744,600
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(5）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
 当第1四半期連結会計年度
 （自　平成18年４月１日
 至　平成18年６月30日）

前連結会計年度 
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前第１四半期
(当期)純損失

 227,259 2,084,280

減価償却費  42,673 245,401

長期前払費用償却  26,250 101,500

貸倒引当金の増加額  10,118 118,045

受取利息及び受取配当金  △5,323 △10,601

支払利息  4,236 16,728

社債発行費  24,501 78,458

デリバティブ評価益  △429 △23,382

持分法による投資損失  1,057 685,342

投資有価証券評価損  23,000 13,999

減損損失  ― 117,378

商品評価損  ― 161,500

有形固定資産評価損  ― 33

ソフトウェア評価損  ― 99,050

ソフトウェア除却損  ― 5,833

売上債権の減少額  468,514 253,146

たな卸資産の減少額(△
増加額)

 △18,518 28,383

仕入債務の減少額  △117,175 △80,508

その他流動資産の減少額
(△増加額)

 21,372 △42,632

その他流動負債の増加額
(△減少額)

 △103,976 25,180

小計  149,042 △291,423

利息及び配当金の受取額  6,693 9,628

利息の支払額  △2,558 △15,987

法人税等の支払額  △1,610 △65,647

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 151,566 △363,429
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 当第1四半期連結会計年度
 （自　平成18年４月１日
 至　平成18年６月30日）

前連結会計年度 
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

有形固定資産の取得によ
る支出

 △14,726 △14,452

ソフトウェアの取得によ
る支出

 △1,503 △185,404

投資有価証券の取得によ
る支出

 ― △50,000

出資金返戻による収入  4,783 525,000

出資金分配による収入  ― 27,689

貸付による支出  △1,500,000 △50,300

貸付金の回収による収入  18,484 19,000

長期前払費用の増加によ
る支出

 ― △405,720

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,492,961 △134,186

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入による収入  ― 5,000

短期借入金の返済による
支出

 △200,000 ―

長期借入金の返済による
支出

 △12,340 △63,435

社債の発行による収入  ― 585,170

社債の償還による支出  △24,000 △333,000

新株予約権付社債の発行
による収入

 1,975,498 ―

株式の発行による収入  ― 60,720

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,739,158 254,455

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額(△減少額)

 397,763 △243,161

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 256,805 499,966

Ⅶ　現金及び現金同等物の第1
四半期末(期末)残高

 654,568 256,805
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

当第1四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社グループは、前連結会計年度において2,111,547千円の大

幅な当期純損失を計上し、当第1四半期会計年度においても

228,060千円の第1四半期純損失を計上した結果、191,606千円の

債務超過になっております。当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しております

　当社は、前連結会計年度においては、今後拡大が予想される

「Video-IT」分野の一般企業マーケットに対する事業展開にお

いて、広範な市場ニーズに柔軟に対応できる開発資源およびノ

ウハウの拡充が不十分であったため所定の成果を達するにいた

らず、重要な営業損失を計上することとなりました。同分野に

対する事業戦略の再構築および財務体質の強化を図る目的で、

前連結会計年度において不採算部分については特別損失を計上、

当連結会計年度以降の費用負担を大幅に圧縮いたしましたが、

重要な当期純損失を計上する結果となり、株主資本が大幅に減

少いたしました。当社では、当連結会計年度においては、新た

な経営陣を選任し経営体制の強化に努め、幅広い市場ニーズに

対応できる事業体制の再構築を図っておりますが、当社顧客の

多くが3月決算を採用しており、例年受託開発案件を中心に連結

会計年度末に納入と検収が集中するため、結果として下半期に

売上高及び損益が偏る傾向にあります。このため、当第一四半

期会計年度におきましては、228,060千円の第1四半期純損失を

計上し、債務超過の状況となっております。

　当社ではこれらの状況を解消すべく、平成18年３月には株式

会社インターネット総合研究所と業務提携を行い、アライアン

スの強化を通じて経営資源の整備・拡充に努めております。当

社の持つデジタル映像技術と新たな経営資源を融合させること

で、確固たる収益基盤の確保および事業の再構築を計画してお

り、前連結会計年度に行った不採算資産整理の効果も加わり、

当連結会計年度末においては財務指標の大幅な改善を見込んで

おります。 

　資金面におきましては、平成18年4月13日に転換社債型新株予

約権付社債の発行により2,000,000千円を調達しております。う

ち1,500,000千円につきましてはM&A等の資金使途が具体化する

まで間、貸付金として運用しておりますが、当座の運転資金と

して500,000千円を確保しております。さらに、平成18年7月3日

には、効果的な株主資本の強化を図るため新株予約権を発行い

たしました。本新株予約権は時価に即した価額にて新株発行が

行える仕組みになっており、当上半期ならびに当連結会計年度

中の速やかな資本強化を見込んでおります。新株発行による手

取資金については、事業活動に充当するほか、資金状況を鑑み

た上で転換社債型新株予約権付社債の買入消却等に充当するこ

とで負債の圧縮にも努めてまいります。

　当社グループでは、継続企業の前提に関する重要な疑義は解

消されるものと判断しております。よって、連結財務諸表は継

続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の

影響を連結財務諸表には反映しておりません。 

　当社グループは、当連結会計年度において前事業年度に比し

て売上高が1,216,231千円減少（44.5％減）し、838,293千円の

営業損失を計上することとなり、営業キャッシュ・フローもマ

イナスとなっております。また、減損会計の強制適用に伴い、

財務体質の強化および事業分野の再構築を目的として、当社資

産全般につき今後の収益貢献性を精査、改めて見直しを行った

結果、519,795千円の特別損失を計上、当連結会計年度は

2,111,547千円の大幅な当期純損失を計上することとなりました。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。 　

　当社は、当連結会計年度においては、今後拡大が予想される

「Video-IT」分野の一般企業マーケットに対する事業展開にお

いて、広範な市場ニーズに柔軟に対応できる開発資源およびノ

ウハウの整備が不十分であったため所定の成果を達するにいた

らず、重要な営業損失を計上することとなりました。同分野に

対する事業戦略の再構築および財務体質の強化を図る目的で、

当連結会計年度において不採算部分については特別損失を計上、

来連結会計年度以降の費用負担を大幅に圧縮いたしましたが、

重要な当期純損失を計上する結果となりました。一方で既存マー

ケットである放送・映像業界および文教業界に対しては、技術

優位性を活かし、営業の成果をあげることができました。今後

につきましては、当社のコア・コンピタンスであるデジタル映

像技術を核として、幅広い市場ニーズに対応できる事業体制の

再構築を図っていく所存です。 

　事業体制の再構築のためには、当連結会計年度に行った不採

算部分の整理と併せ、新たな経営資源の獲得・整備が必要であ

るとの観点から、平成18年３月には株式会社インターネット総

合研究所と業務提携を発表しております。今後につきましては、

アライアンスの強化を通じて経営資源の整備・拡充に努めてま

いります。当社の持つデジタル映像技術と新たな経営資源を融

合させることで、確固たる収益基盤の確保および事業の再構築

を計画しており、当連結会計年度に行った不採算資産整理の効

果も加わり、来連結会計年度末においては財務指標の大幅な改

善を見込んでおります。

　資金面におきましては、重要な後発事象に記載のとおり、転

換社債型新株予約権付社債の発行により2,000,000千円を調達し

ております。うち1,500,000千円につきましてはM&A等の資金使

途が具体化するまで間、貸付金として運用しておりますが、当

座の運転資金として500,000千円を確保しております。よって、

現在のところ新たな資本調達は計画しておりません。  

 当社グループでは、継続企業の前提に関する重要な疑義は解消

されるものと判断しております。よって、連結財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影

響を連結財務諸表には反映しておりません。
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)　連結子会社の数

 　　主要な連結子会社の名称

 　　匿名組合リアルネットワークス

(1)　連結子会社の数

同左

 　　

 (2)　主要な非連結子会社の名称等

　　 匿名組合むびじぇねプロジェクト 

　　 (連結の範囲から除いた理由) 

同組合は、純資産、売上高、当期純損益

(持分相当分)および利益剰余金(持分相当

分)からみて、重要性に乏しく、全体として

も連結財務諸表等に重要な影響を「及ぼし

ていないため、連結の範囲から除外してお

ります。

(2)　主要な非連結子会社の名称等

同左

 

２．持分法の適用に関する事

項

(1)　持分法適用非連結子会社の数　１社

 　　持分法適用関連会社の数　　　２社　　

(2)　主要な会社の名称

　 ダイナウェア・ソリューションズ㈱ 

（3）持分法を適用していた匿名組合インフォビュー

については当第１四半期連結会計期間中に清算結了

したため、持分法の適用から除外しております。

(1)　持分法適用非連結子会社の数　１社

 　　持分法適用関連会社の数　　　３社　

(2)　主要な会社の名称 

同左

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

連結子会社である、匿名組合リアルネットワー

クスの決算期は11月30日であります。連結財務諸

表の作成にあたりましては、第一四半期連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用

しております。

連結子会社である、匿名組合リアルネットワー

クスの決算期は11月30日であります。連結財務諸

表の作成にあたりましては、連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。

４．会計処理基準に関する事

項

 (1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①　有価証券

 a）満期保有目的の債券

 償却原価法を採用しております。

 b）その他有価証券

 　時価のあるもの

第一四半期連結決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法により処理し売

却原価は移動平均法により算定）を採用しており

ます。。

時価のないもの。

移動平均法による原価法を採用しております。

②デリバティブ

　時価法 

③たな卸資産

 a）商品

先入先出法による原価法によっており　　　

ます。

 b）仕掛品

個別法による原価法によっております。

 c）貯蔵品

 　先入先出法による原価法によってお

　 ります。

①　有価証券

 a）満期保有目的の債券

 同左

 b）その他有価証券

 時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法により処理し売却原価は移

動平均法により算定）を採用しております。。

時価のないもの。

 同左

 

②デリバティブ

　 　　　　　　　　同左 

③たな卸資産

 a）商品

 同左

 

 b）仕掛品

 同左

 c）貯蔵品

 同左
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項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産 

 　定率法によっております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま　

す。

　　建　物　８～15年

　　その他　３～８年

 また、取得価額10万円以上20万円未満の資産に

ついては、３年間で均等償却しております。 

①有形固定資産 

 同左

 

 

 

 ②無形固定資産

 a）自社利用のソフトウェア

 社内における見込利用可能期間（３～５年）に

よる定額法によっております。 

 b）市場販売目的のソフトウェア 

 見込販売可能期間（３年）による定額法によっ

ております。

 ③長期前払費用

 均等償却によっております。主な償却期間は５

年であります。

②無形固定資産

a）自社利用のソフトウェア 

 同左

 

 b）市場販売目的のソフトウェア  

  同左

 

 ③長期前払費用

  同左

 　(3)重要な引当金の計上基

準

 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

の特定の債権については、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております

 貸倒引当金

 同左

 

 

 （4）重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

  同左

 

 

 （5）その他四半期連結財務

諸表(連結財務諸表)作成

のための基本となる重要

な事項

 消費税の会計処理 

 　税抜方式によっております。

　 なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

 　のうえ、その差額を流動資産の「その他」と

　 して表示しております。

消費税の会計処理 

 　税抜方式によっております。 

 

 ５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現

金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。  

 

 同左
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

　当第１四半期連結会計期間から、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号　平成

17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号　

平成17年12月9日)を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は△

191,606千円であります。

――――
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(6）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第1四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．非連結子会社及び関連会社に対するもの
は次のとおりであります。
　関係会社出資金　　　22,565千円
　関係会社株式　　　　　   0千円  

 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するもの
は次のとおりであります。
　関係会社出資金　　　　28,406千円
　関係会社株式　　　　　　   0千円  

 

※２.有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　79,347千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　75,187千円

※３．担保資産及び担保付債務

 　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※３．担保資産及び担保付債務

 　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

 

 

 

 

関係会社株式 0千円 関係会社株式 0千円

　担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 25,100千円

　担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 32,440千円

※４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ために取引銀行４行と当座貸越契約および

貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当第１四半期末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

※４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ために取引銀行４行と当座貸越契約および

貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当期末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 950,000千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 650,000千円

当座貸越極度額の総額 950,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 450,000千円

※５．発行済株式総数

発行済株式総数　普通株式　22,734株

 

※５．発行済株式総数

 　　発行済株式総数　普通株式　22,734株
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（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※１．主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

 ※１．主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

 従業員給与賞与 30,566千円 

 研究開発費 25,424千円 

 業務委託費 18,643千円 

 ソフトウェア償却 35,286千円 

 役員報酬 48,000千円 

 従業員給与賞与 180,749千円 

 販売促進費 85,499千円 

 減価償却費 6,013千円 

 研究開発費 290,307千円 

 ※２．研究開発費の総額  ※２．研究開発費の総額

 一般管理費に含まれる研究開発費  一般管理費に含まれる研究開発費

 　　　研究開発費　　　　25,424千円  　　　　研究開発費　　　　　290,307千円

 ※３．減損損失

 ───

 ※３．減損損失

 減損損失の内訳は次のとおりです。

 （単位：千円） 

 用途 場所 種類 減損損

失 

画像管理シ

ステム

 

　本社 所有権移

転外ファ

イナンス

リース

 31,737

ＶＯＤシス

テム

(VVnet)

　本社 工具器具

備品

 24,137

ＶＯＤシス

テム

(VideoTank

)

　本社 工具器具

備品

　 420

配信システ

ム

　本社 工具器具

備品

 　602

コンテンツ

使用料

　本社 長期前払

費用

 60,480

 当社グループは減損損失を把握するにあたり、

事業をシステムインテグレーション事業、プロダ

クト事業、サービス・その他事業に分類し、更に

それぞれのプロジェクト・製品単位にグーピング

を実施しています。当該リース資産については、

市場環境の変化及び機能の陳腐化により収益が悪

化しているため、未経過リース料を基に算定した

帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失(31,737千円)として特別損失に計上し

ました。

工具器具備品及び長期前払費用については、市場

環境の変化及び事業分野の再構築に伴い収益性が

著しく低下したため、帳簿価格を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失(85,641千円)と

して特別損失に計上しました。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定して

おり、使用価値については、将来キャッシュ・フ

ローを3.5％で割引いて計算しています。　
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

 当第１四半期連結会計期間(自　平成18年4月1日　至　平成18年6月30日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数(株)

当第１四半期連結会計

期間増加株式数(株)

当第１四半期連結会計期間

減少株式数(株)

当第１四半期連結会計

期間末株式数(株)

 発行済株式     

 　　普通株式 22,734 ― ―  22,734 

 　　　合計 22,734 ―  ―  　22,734 

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当第１四半

期連結会計

期間末残高

(千円）

 

前連結会計

年度末

当第１四半

期連結会計

期間増加

当第１四半

期連結会計

期間減少

当第１四半

期連結会計

期間末

 摘要

提出会社

(親会社)

 第１回新株予約権 ※２ 普通株式 1,186 － － 1,186 － －

転換社債型新株予約権付

社債 ※２
普通株式 － 8,097 － 8,097 －  ※１

合計 － 1,186 8,097 － 9,283 － －

※１.当第１四半期連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。

※２.権利行使可能な新株予約権であります。

３．配当に関する事項

 　　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 現金及び現金同等物の第１四半期末残高と四半

期連結貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係

 現金及び預金 654,568千円

 現金及び現金同等物 654,568千円

 現金及び預金 256,805千円 

 現金及び現金同等物 256,805千円 
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（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１.リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額及び第１四半期末残高相当額

取得価

額相当

額

（千

円）

減価償

却累計

額相当

額

（千

円）

減損損

失累計

額相当

額

（千

円）

第１四

半期末

残高相

当額

（千

円）

 有形固定

資産
165,537 74,859 9,150 81,527

 ソフトウ

エア
543,550 237,119 20,806 285,623

合計 709,087 311,978 29,957 367,151

１.リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額及び期末残高相当額

取得価

額相当

額

（千

円）

減価償

却累計

額相当

額

（千

円）

減損損

失累計

額相当

額

（千

円）

期末残

高相当

額

（千

円）

 有形固定

資産
165,537 67,451 9,150 88,935

 ソフトウ

エア
543,550 213,063 20,806 309,679

合計 709,087 280,515 29,957 398,614

２.未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２.未経過リース料期末残高相当額

１年内 128,315千円

１年超 260,732千円

合計 389,047千円

リース資産減損勘定の

残高 
8,111千円 

１年内 134,772千円

１年超 289,974千円

合計 424,747千円

リース資産減損勘定の

残高 
12,920千円 

　３.支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

　３.支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 38,842千円

リース資産減損勘定の取

崩額 

4,809千円

減価償却費相当額 31,463千円

支払利息相当額 3,142千円

支払リース料 149,703千円

リース資産減損勘定の取

崩額

 18,817千円

減価償却費相当額 133,088千円

支払利息相当額 14,445千円

 減損損失  31,737千円

４.減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。 

４.減価償却費相当額の算定方法

 同左

５.利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法に

よっております。 

５.利息相当額の算定方法

 同左
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（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
当第１四半期連結貸
借対照表計上額（千
円）

差額（千円）

(1）株式 40,000 17,000 △23,000

(2）その他
　投資信託

50,000 47,505 △2,495

 合計 90,000 64,505 △25,495

２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 当第１四半期連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

社債 51,250

(2）関連会社株式  

関連会社株式 0

(3）その他有価証券  

非上場株式 22,000

 

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

 １.その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 40,000 46,000 6,000

(2）その他
　投資信託

50,000 47,725 △2,275

 合計 90,000 93,725 3,725

２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

社債 51,250

(2）関連会社株式  

関連会社株式 0

(3）その他有価証券  

非上場株式 22,000
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（デリバティブ取引関係）

 　　当第１四半期連結会計期間（平成18年６月30日現在）

 種類 契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利スワップ取引    

　変動受取・固定支払 200,000 △4,200 △4,200

 合計 200,000 △4,200 △4,200

　　 前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

 種類 契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利スワップ取引    

　変動受取・固定支払 200,000 △4,630 △4,630 

 合計     200,000 △4,630 △4,630 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成17

年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループの事業はデジタル映像技術とコンピュータ技術を融合した「Video－IT」ソリューション事業なら

びにこれらに付帯する業務の単一セグメントのため、記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成17

年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループは本邦以外の国々は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はあり

ません。

【海外売上高】

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成17

年４月１日　至　平成18年３月31日）

 当社グループは海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 △8,428円19銭

１株当たり第1四半期

純損失金額
10,031円73銭

１株当たり純資産額 1,769円70銭

１株当たり当期純損失 93,447円86銭

なお、潜在株式調整後1株当たり第1四

半期純利益金額については、潜在株式

があるものの、第1四半期純損失のため、

記載を省略しております

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純

利益金額については、潜在株式がある

ものの、当期純損失のため、記載を省

略しております。 

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり第１四半期（当期）純

損失金額
  

第１四半期（当期）純損失（千

円）
228,060 2,111,547

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ―

普通株式に係る四半期（当期）

純損失（千円）
228,060 2,111,547

期中平均株式数（株） 22,734 22,596

   

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期（当期）純利益金額
  

第１四半期（当期）純利益調整

額（千円）
― ―

普通株式増加数（株） ― ―

（うち転換社債） ― ―

（うち新株予約権） ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

 

 （注）

 

 

 （注）
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 （注）潜在株式の種類

①第1回新株予約権

 
当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

株主総会特別決議日 平成14年９月30日 同左

新株予約権の残高 593個 同左

新株予約権の目的となる株式の

種類
普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の

数
1,186株 同左

発行価格 165,000円 同左

資本組入額 82,500円 同左

　新株予約権の行使期間
平成15年９月14日から 

 平成24年９月13日まで
同左

 ②転換社債型新株予約権付社債

 
当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

新株予約権付社債の残高 2,000,000,000円 ―

新株予約権の数（個） 200個 ―

新株予約権の目的となる株式の

種類
普通株式 ―

新株予約権の目的となる株式の

数
8,097株 ―

 新株予約権の行使時の払込金額 247,000円 ―

　新株予約権の行使期間
平成18年４月18日から 

 平成21年４月２日まで
―

 新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び資

本組入額

発行価格　 247,000円 

 資本組入額　123,500円
― 
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 平成18年6月16日開催の取締役会の決議に基づ

き、株式会社アイ・ビー・イー第2回新株予約権

（第三者割当）を平成18年7月3日に発行いたし

ました。概要は下記のとおりです。

１. 新株予約権の名称 

 株式会社アイ・ビー・イー第2回新株予約権（第

三者割当） 

２. 本新株予約権の目的である株式の種類及び

数

 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数

は当社普通株式6,500株（以下「割当株式数」と

いう。）とする。

但し、第12項により、割当株式数が調整される

場合には、本新株予約権の目的である株式の総

数は調整後割当株式数に応じて調整されるもの

とする。

３． 本新株予約権の総数　   １個 

４. 各本新株予約権の払込金額

 本新株予約権1個あたり金338,000円

５. 新株予約権の払込金額の総額  

  金338,000円 

６．申込期間                     

 平成18年7月3日（ロンドン時間） 

７．割当日及び払込期日 

 平成18年7月3日（ロンドン時間）

８．発行地 

 英国

９．募集の方法及び割当先

 第三者割当の方法により、全てIP Synergy 

Finance Inc.に割り当てる。

10. 本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額 

 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額は、行使価額（以下に定義する。）

に行使請求にかかる割当株式数を乗じた額とす

る。

（1）平成18年３月24日開催の取締役会決議に基

づき、平成18年４月13日を払込期日とする2009

年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

を発行しました。その概要は下記のとおりで

す。

               記 

1. 発行総額 2,000,000,000円

2. 発行価額 

本社債額面金額の100％

（各本社債額面金額10,000,000円）

3. 新株予約権の発行価額 無償とする。

4. 払込期日 2006年４月13日（ロンドン時間）

5. 発行価格（募集価格） 本社債額面金額の

100％

6. 利率 本社債に利息は付さない。

7. 償還期限 2009年４月９日（ロンドン時間）

8. 償還方法 

①　本社債は、2009年４月９日（ロンドン時間。

以下別段の表示のない限り同じ。）に当該日に

おけるその総額を償還する。ただし、繰上償還

の場合は本項本号②乃至④の規定による。

②　当社は、当社が株式交換又は株式移転によ

り他の会社の完全子会社となることを当社の株

主総会で決議した場合、本新株予約権付社債の

社債権者（以下「本社債権者」という。）に対

して、償還日から30日以上60日以内の事前通知

を行った上で、当該株式交換又は株式移転の効

力発生日以前に、その時点において残存する本

社債の全部（一部は不可）を額面100円につき金

100円で繰上償還することができる。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通

株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有す

る当社普通株式を処分（以下当社普通株式の発

行又は処分を「交付」という。）する場合にお

ける株式1株あたりの払込金額（以下「行使価

額」という。）は、当初200,200円（以下「当初

行使価額」という。）とする。

11. 行使価額の修正 

 行使価額は、平成18年7月7日（金）以降の毎週

月曜日、水曜日及び金曜日（以下「修正日」と

いう。）以降、修正日の直前の取引日まで（当

日を含む。）の5連続取引日（但し、売買高加重

平均価格のない取引日を除く。）の株式会社東

京証券取引所における当社普通株式の普通取引

の毎日の売買高加重平均価格の平均値の90％に

相当する金額（但し、計算の結果1円未満の端数

が生じる場合は、その端数を切り上げた金額。

以下「修正後行使価額」という。）に修正され

る。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額

が当初行使価額の102％（但し、第13項による調

整を受ける。以下「上限行使価額」という。）

を上回る場合には、修正後行使価額は上限行使

価額とする。

12. 割当株式数の調整

当社が第13項の規定に従って行使価額の調整を

行う場合には、割当株式数は次の算式により調

整されるものとする。但し、調整の結果1株未満

の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 

調整後割当株

式数＝

調整前割当株式数 × 調

整前行使価額

調整後行使価額

 上記算式における調整前行使価額及び調整後行

使価額は、第13項に定める調整前行使価額及び

調整後行使価額とする。

③　当社は、2006年７月１日以降、その選択に

より、本社債権者に対して30 日前までの事前通

知を行った上で、その時点において残存する本

社債の全部（一部は不可）を繰上償還すること

ができる。この場合の償還価額は額面100円につ

き、2006年７月１日以降2007年4月13日までの場

合は金110円、2007年４月14日以降2008年４月13

日までの場合は金107.5円、2008年４月14日以降

の場合は金105円とする。

④　本社債権者は、2006年４月18日以降、その

選択により、その保有する本社債の全部又は一

部を額面100円につき金100円で繰上償還するこ

とを当社に対して請求する権利を有する。この

請求権を行使するために、本社債権者は、当該

償還期日の15営業日前までに、所定の償還請求

書に繰上償還を請求しようとする本社債を表示

し、請求の年月日等を記載した上、繰上償還を

請求しようとする本新株予約権付社債券を添え

て、本項第(11)号記載の償還金支払場所に提出

しなければならない。

⑤　償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、

その前銀行営業日にこれを繰り上げる。なお、

「銀行営業日」とは東京において銀行が営業し

ている日をいう。

9. 担保の内容 なし。

10.資金使途 

 新規事業およびM&Aに対する投融資、当社財務

基盤の強化・改善に充当していく予定でありま

す。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

13. 行使価額の調整  

当社は、本新株予約権の割当後、時価を下回る

価額を募集株式の払込金額としてその発行する

当社普通株式又はその処分する当社普通株式を

引き受ける者の募集をする場合（但し、当社普

通株式の交付と引換えに取得される証券もしく

は取得させることができる証券又は当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の取得又は行

使による場合を除く。）には、次に定める算式

により行使価額を調整する。なお、次の算式に

おいて「既発行株式数」は、当社の発行済普通

株式総数から、当社の有する当社普通株式数を

控除した数とする。 

既発

行株

式数
＋

新発

行・処

分株式

数

×

1株当

たりの

払込金

額

調整後

＝

調整前

×

時価

行使価

額

行使価

額

既発行株式数＋新発行・処分

株式数

また、当社は当社普通株式の分割・併合等一定

の事由が生じた場合にも適宜行使価額を調整す

る。 

14．本新株予約権を行使することができる期間 

平成18年7月6日から平成21年7月3日（いずれも

日本時間）（第16項各号に従って本新株予約権

が取得される場合、取得される本新株予約権に

ついては、取得のための通知がなされた日の翌

日）までとする。 

15．その他の本新株予約権の行使の条件 

本新株予約権は、一括行使のほか部分行使がで

きるものとする。但し、1株未満の端数について

の行使請求はできない。 

 

11.新株予約権に関する事項 

 (1)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普

通株式とし、その行使請求により当社が当社普

通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有

する当社普通株式を移転（以下、当社普通株式

の発行又は移転を「交付」という。）する数は、

行使請求に係る本社債の発行価額の総額を本項

(3)号②記載の転換価額（但し、本項第（8）号

によって調整された場合は調整後の転換価額）

で除して得られる最大整数とする。但し、行使

により生じる１株の100分の１未満の端数はこれ

を切り捨て、現金による調整は行わない。本新

株予約権の行使により端株が発生する場合には、

商法に定める端株の買取請求権が行使されたも

のとして現金により精算する。

 (2)新株予約権の総数

 各本社債に付された本新株予約権の数は１個と

し、合計200個の本新株予約権を発行する。

 (3) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき

額及び転換価額

① 本新株予約権１個の行使に際して払込をなす

べき額は、本社債の発行価額と同額とする。

② 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき

1株当たりの額（以下「転換価額」という。）は、

当初、247,000円（以下「当初転換価額」とい

う。）とする。

 (4) 新株予約権の発行価額を無償とする理由及

びその行使に際して払込をなすべき額の算定理

由
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

16．本新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1) 当社は、当社が吸収合併による消滅並びに

株式交換又は株式移転により他の会社の完全子

会社となることを当社の株主総会で決議した場

合、会社法273条第2項の規定に従って通知し、

且つ（本新株予約権証券が発行されている場合

は）公告したうえで、当該株式交換又は株式移

転の効力発生日以前の取締役会が別途定める日

に、その時点において残存する本新株予約権の

全部を発行価額と同額で取得することができ

る。 

(2) 当社は、本新株予約権の消却が必要と当社

取締役会が決議した場合は、会社法273条第2項

の規定に従って通知し、且つ（本新株予約権証

券が発行されている場合は）公告したうえで、

当社取締役会で定める取得日に、その時点にお

いて残存する本新株予約権の全部又は一部を発

行価額と同額で取得することができる。 

17．新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会

の承認を要するものとする。 

18．本新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する

場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第40条第1項の規定に従い算出される資本金

等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果

1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上

げた金額とする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する

場合において増加する資本準備金の額は、本項

(1)記載の資本金等増加限度額から本項(1)に定

める増加する資本金の額を減じた額とする。 

19．本新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権者の請求あるときに限り

本新株予約権証券を発行する。 

 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債

に付されたものであり、本社債からの分離譲渡

はできず、かつ本新株予約権が行使されると代

用払込により本社債は消滅し、本社債と本新株

予約権が相互に密接に関連することを考慮し、

また、本新株予約権の価値と、本社債の利率、

発行価額等のその他の発行条件により得られる

経済的価値とを勘案して、その発行価額を無償

とした。また、本新株予約権付社債が転換社債

型新株予約権付社債であることから、本新株予

約権1個の行使に際して払込をなすべき額は本社

債の発行価額と同額とし、当初の転換価額は2006

年３月23日(東京時間)の株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の

100％とした。

 (5) 新株の発行価額中の資本組入れ額

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式1株の資本組入額は、転換価額（ただし、

本項第(8)号によって調整される場合は調整後の

転換価額）に0.5を乗じた金額とし、計算の結果

１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切

り上げた額とする。

(6)行使請求期間

 本新株予約権付社債の社債権者は、2006年４月

18日から2009年４月２日(いずれも東京時間)ま

での間、いつでも、本新株予約権の行使を請求

すること（以下「行使請求」という。）ができ

る。

(7)行使の条件

 当社が第８項②、③により本社債を繰上償還す

る場合又は当社が本社債につき期限の利益を喪

失した場合には、償還日又は期限の利益の喪失

日以後本新株予約権を行使することはできない。

当社が第８項④記載の本新株予約権付社債の社

債権者の請求により本社債を繰上償還する場合

には、本新株予約権付社債券が償還金支払場所

に提出されたとき以降、本新株予約権を行使す

ることはできない。また、各本新株予約権の一

部行使はできないものとする。 
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

20．本新株予約権の払込金額及びその行使に際

して出資される財産の価額の算定理由 

当社は、本新株予約権の諸条件、新株予約権の

発行決議に先立つ当社普通株式の株価、当社普

通株式の株価変動性（ボラティリティ）等を考

慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテ

カルロ・シミュレーションによる算定結果を参

考に、金338,000円を本新株予約権の1個当たり

の払込金額とした。また、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額は、当初、平成

18年6月15日の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の終値の平均を10%上回る額とし

た。 

21．行使請求受付場所　　

当社経営管理部  

22. 払込取扱場所 

株式会社三菱東京UFJ銀行　青山支店 

23. その他 

(1) その他本新株予約権発行に関して必要な事

項は、当社代表取締役社長に一任する。 

(2) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規

定中読替えその他の措置が必要となる場合には、

当社は必要な措置を講じる。 

(8) 転換価額の調整

 当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社普

通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額を

もって当社普通株式を新たに発行又は当社の有

する当社普通株式を処分する場合（但し、当社

普通株式に転換される証券もしくは転換できる

証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の転換又は行使による場合を除く。）に

は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」

という。）をもって転換価額を調整する。なお、

転換価額調整式において、「既発行株式数」は、

当社の発行済普通株式総数から、当社の有する

当社の普通株式数を控除した数とする。 

既発

行株

式数
＋

新規発

行・処

分株式

数

×

1株当

たり発

行・処

分価額

調整後

＝

調整前

×

時価

転換価

額

転換価

額

既発行株式数＋新規発行・

処分株式数
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 
  ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、転換価額は、当社普通株式の分割もしく

は併合又は時価を下回る価額をもって当社普通

株式に転換されるもしくは転換できる証券又は

当社の普通株式の交付を請求できる権利（新株

予約権を含む。）を付与された証券（新株予約

権付社債を含む。）の発行が行われる場合等に

も適宜調整される。

 (9) 新株予約権の消却事由及び消却条件

 本新株予約権の消却事由は定めない。

 (10)行使によって交付された株式の配当起算

日

 本新株予約権の行使により交付された当社普通

株式に対する利益配当金又は中間配当金（商法

第293条ノ5による金銭の分配）は、行使請求が

4月１日から９月30日(いずれも東京時間)までの

間になされたときは４月１日に、10月１日から

翌年３月31日(いずれも東京時間)までの間にな

されたときは10月１日にそれぞれ本新株予約権

行使の効力が発生したものとみなしてこれを支

払う。平成17年６月29日に成立し、同年７月26

日の公布から１年半以内に施行される会社法（平

成17年法律第86号。以下「会社法」という。）

に基づく剰余金の配当（会社法第454条第５項に

定められた金銭の分配である中間配当金を含

む。）については、当該配当を受領する権利を

有する株主を確定させるための基準日以前に本

新株予約権の行使により発行又は移転された当

社普通株式を、当該基準日において発行済みの

他の当社普通株式（当社が保有する当社普通株

式を除く。）と同様に取り扱うものとする。

 (11)行使請求受付場所

 当社経営管理部

 (12)代用払込に関する事項 

 商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号によ

り、本新株予約権を行使したときは、当該行使

に係る本社債の全額の償還に代えて当該本新株

予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額

の払込がなされたものとする旨の請求があった

ものとみなす。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

     ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （2）平成18年４月13日開催の取締役会決議に

基づき、Kienny　Investments　Inc.とローン

アグリーメントを締結しました。当社は平成18

年４月13日付けで2009年満期ユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債（発行総額20億円）を発

行、発行手取金につきましては、新規事業及び

M&Aに対する投融資、当社の財政基盤の強化等に

充当していく予定でありますが、15億円につき

ましては資金使途が具体化するまでの短期的運

用を目的として貸付を行っております。その概

要は下記のとおりです。

 記

 1.貸付先　Kienny　Investments　Inc.

 2.貸付額　 金1,500,000,000円

 3.利　息　 年1％

 4.貸付日　 平成18年4月13日

 5.返済期限 平成21年4月9日

 6.返済方法

 ①当社は、当社と社債買取人（IP　Synergy　

Finance　Inc.）が連名により署名し、期限前支

払金額と資金使途を記載した通知書類を貸付先

に送付することにより、通知受領後15営業日以

内の強制期限前弁済を請求することができる。

 ②貸付先は、2営業日前までに当社に通知する

ことにより、1000万円単位で任意期限前弁済を

することができる。

7.担　保 

 社債買取人より提供される株式会社アイ・

ビー・イー2009年満期ユーロ円建転換社債型新

株予約権付社債（総額1,500,000,000円分）。な

お当該担保社債については、権利行使の対象と

なる社債の額面相当額が貸付先より期限前弁済

されない限り、新株予約権、償還請求権等の権

利を有効に行使することができない。

8.担保管理人　　東京青山・青木法律事務所 
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （3）平成18年6月16日開催の取締役会において、

株式会社アイ・ビー・イー第2回新株予約権（第

三者割当）を平成18年7月3日に発行することを

決議いたしました。概要は下記のとおりです。

１. 新株予約権の名称 

 株式会社アイ・ビー・イー第2回新株予約権（第

三者割当） 

２. 本新株予約権の目的である株式の種類及び

数

 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数

は当社普通株式6,500株（以下「割当株式数」と

いう。）とする。

但し、第12項により、割当株式数が調整される

場合には、本新株予約権の目的である株式の総

数は調整後割当株式数に応じて調整されるもの

とする。

３． 本新株予約権の総数　 １個 

４. 各本新株予約権の払込金額

 本新株予約権1個あたり金338,000円

５. 新株予約権の払込金額の総額  

  金338,000円 

６．申込期間                     

 平成18年7月3日（ロンドン時間） 

７．割当日及び払込期日 

 平成18年7月3日（ロンドン時間）

８．発行地 

 英国

９．募集の方法及び割当先

 第三者割当の方法により、全てIP Synergy 

Finance Inc.に割り当てる。

10. 本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額 

 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額は、行使価額（以下に定義する。）

に行使請求にかかる割当株式数を乗じた額とす

る。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

    ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通

株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有す

る当社普通株式を処分（以下当社普通株式の発

行又は処分を「交付」という。）する場合にお

ける株式1株あたりの払込金額（以下「行使価

額」という。）は、当初200,200円（以下「当初

行使価額」という。）とする。

11. 行使価額の修正 

 行使価額は、平成18年7月7日（金）以降の毎週

月曜日、水曜日及び金曜日（以下「修正日」と

いう。）以降、修正日の直前の取引日まで（当

日を含む。）の5連続取引日（但し、売買高加重

平均価格のない取引日を除く。）の株式会社東

京証券取引所における当社普通株式の普通取引

の毎日の売買高加重平均価格の平均値の90％に

相当する金額（但し、計算の結果1円未満の端数

が生じる場合は、その端数を切り上げた金額。

以下「修正後行使価額」という。）に修正され

る。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額

が当初行使価額の102％（但し、第13項による調

整を受ける。以下「上限行使価額」という。）

を上回る場合には、修正後行使価額は上限行使

価額とする。

12. 割当株式数の調整

当社が第13項の規定に従って行使価額の調整を

行う場合には、割当株式数は次の算式により調

整されるものとする。但し、調整の結果1株未満

の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 

調整後割当株

式数＝

調整前割当株式数 × 調

整前行使価額

調整後行使価額

 上記算式における調整前行使価額及び調整後行

使価額は、第13項に定める調整前行使価額及び

調整後行使価額とする。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

    ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 行使価額の調整  

当社は、本新株予約権の割当後、時価を下回る

価額を募集株式の払込金額としてその発行する

当社普通株式又はその処分する当社普通株式を

引き受ける者の募集をする場合（但し、当社普

通株式の交付と引換えに取得される証券もしく

は取得させることができる証券又は当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の取得又は行

使による場合を除く。）には、次に定める算式

により行使価額を調整する。なお、次の算式に

おいて「既発行株式数」は、当社の発行済普通

株式総数から、当社の有する当社普通株式数を

控除した数とする。 

既発

行株

式数
＋

新発

行・処

分株式

数

×

1株当

たりの

払込金

額

調整後

＝

調整前

×

時価

行使価

額

行使価

額

既発行株式数＋新発行・処分

株式数

また、当社は当社普通株式の分割・併合等一定

の事由が生じた場合にも適宜行使価額を調整す

る。 

14．本新株予約権を行使することができる期間 

平成18年7月6日から平成21年7月3日（いずれも

日本時間）（第16項各号に従って本新株予約権

が取得される場合、取得される本新株予約権に

ついては、取得のための通知がなされた日の翌

日）までとする。 

15．その他の本新株予約権の行使の条件 

本新株予約権は、一括行使のほか部分行使がで

きるものとする。但し、1株未満の端数について

の行使請求はできない。 
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

    ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16．本新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1) 当社は、当社が吸収合併による消滅並びに

株式交換又は株式移転により他の会社の完全子

会社となることを当社の株主総会で決議した場

合、会社法273条第2項の規定に従って通知し、

且つ（本新株予約権証券が発行されている場合

は）公告したうえで、当該株式交換又は株式移

転の効力発生日以前の取締役会が別途定める日

に、その時点において残存する本新株予約権の

全部を発行価額と同額で取得することができ

る。 

(2) 当社は、本新株予約権の消却が必要と当社

取締役会が決議した場合は、会社法273条第2項

の規定に従って通知し、且つ（本新株予約権証

券が発行されている場合は）公告したうえで、

当社取締役会で定める取得日に、その時点にお

いて残存する本新株予約権の全部又は一部を発

行価額と同額で取得することができる。 

17．新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会

の承認を要するものとする。 

18．本新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する

場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第40条第1項の規定に従い算出される資本金

等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果

1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上

げた金額とする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する

場合において増加する資本準備金の額は、本項

(1)記載の資本金等増加限度額から本項(1)に定

める増加する資本金の額を減じた額とする。 

19．本新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権者の請求あるときに限り

本新株予約権証券を発行する。 
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

    ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20．本新株予約権の払込金額及びその行使に際

して出資される財産の価額の算定理由 

当社は、本新株予約権の諸条件、新株予約権の

発行決議に先立つ当社普通株式の株価、当社普

通株式の株価変動性（ボラティリティ）等を考

慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテ

カルロ・シミュレーションによる算定結果を参

考に、金338,000円を本新株予約権の1個当たり

の払込金額とした。また、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額は、当初、平成

18年6月15日の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の終値の平均を10%上回る額とし

た。 

21．行使請求受付場所　　

当社経営管理部  

22. 払込取扱場所 

株式会社三菱東京UFJ銀行　青山支店 

23. その他 

(1) その他本新株予約権発行に関して必要な事

項は、当社代表取締役社長に一任する。 

(2) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規

定中読替えその他の措置が必要となる場合には、

当社は必要な措置を講じる。 
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平成19年３月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 平成18年８月11日

上場会社名　株式会社アイ・ビー・イー （コード番号：2347　　　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.ibe.jp　）  

代表者　　　　　代表取締役　坂井　裕 ＴＥＬ：（03）3556―2614

問合せ先責任者　取締役経営企画部長　宮嶋　淳  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

 

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

 

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

 

２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日　～　平成18年６月30日）

(1）経営成績の進捗状況

 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期第１四半期 135 47.5 △202 ― △206 ― △228 ―

18年３月期第１四半期 92 △25.6 △298 ― △283 ― △395 ―

（参考）18年３月期 1,501 △47.0 △816 ― △887 ― △2,132 ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年３月期第１四半期 △10,031 70 ― ―

18年３月期第１四半期 △17,615 08 ― ―

（参考）18年３月期 △94,374 92 ― ―

　（注）　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

(2）財政状態の変動状況

 （百万円未満切捨）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円   ％ 円 銭

19年３月期第１四半期 3,498 △191 △5.5 △8,428 19

18年３月期第１四半期 3,339 1,742 52.2 77,335 85

（参考）18年３月期 2,190 40 1.8 1,769 70
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３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日　～　平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 1,800 40 39

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）1,715円49銭

４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 ― ― ― ― ― ―

19年３月期（実績） ― ― ― ― ―
―

19年３月期（予想） ― ― ― ― ―
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間末
（平成17年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  643,769   372,995   247,080   

２．受取手形  5,355   8,633   3,339   

３．売掛金  126,068   79,978   564,010   

４．たな卸資産  136,359   214,343   117,841   

５．繰延税金資産  ―   197,603   ―   

６．短期貸付金  1,626,000   ―   99,310   

７．その他 ※４ 75,969   262,119   97,910   

８．貸倒引当金  △79,200   △445   △23,914   

流動資産合計   2,534,321 72.4  1,135,229 34.0  1,105,577 50.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※２ 49,997   86,849   39,735   

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  352,532   640,613   389,996   

(2）その他  509   509   509   

計  353,042   641,123   390,505   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  137,755   ―   166,975   

(2）関係会社株式 ※１ 0   592,000   0   

(3）出資金  ―   373,387   ―   

(4) 関係会社出資金  226,524   ―   291,090   

(5）その他  252,922   511,697   298,313   

(6）貸倒引当金  △56,227   △849   △101,395   

計  560,973   1,476,235   654,983   

固定資産合計   964,013 27.6  2,204,207 66.0  1,085,224 49.5

資産合計   3,498,335 100.0  3,339,437 100.0  2,190,802 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  73,776   61,740   190,952   

２．短期借入金 ※３ 300,000   345,000   500,000   

３．一年内返済予定長期
借入金

※１ 45,100   60,930   52,440   

４．一年内償還予定社債  401,000   273,000   393,000   

５．その他  109,687   189,825   214,357   

流動負債合計   929,563 26.6  930,496 27.9  1,350,749 61.7

Ⅱ　固定負債           

１．社債  725,000   586,000   757,000   

２．新株予約権付社債  2,000,000   ―   ―   

３．長期借入金 ※１ 35,000   80,100   40,000   

４．繰延税金負債  377   ―   2,819   

固定負債合計   2,760,377 78.9  666,100 19.9  799,819 36.5

負債合計   3,689,941 105.5  1,596,596 47.8  2,150,569 98.2
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当第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間末
（平成17年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

 1.資本金   1,002,105 28.7  ― ―  ― ―

 2.資本剰余金           

 　　資本準備金  781,445 781,445 22.3 ― ― ― ― ― ―

 3.利益剰余金           

  (1)任意積立金  550   ―      

  (2)繰越利益剰余金  △1,973,212   ―   ―   

 　　利益剰余金合計   △1,972,661 △56.4  ― ―  ― ―

 株主資本合計   △189,111 △5.4  ― ―  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

 1.その他有価証券評価差
額金

  △2,495   ―   ―  

 評価・差額当合計   △2,495 △0.1  ― ―  ― ―

 純資産合計   △191,606 △5.5  ― ―  ― ―

 負債・純資産合計   3,498,335 100.0  ― ―  ― ―

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金  ― ―  985,770  29.5 1,002,105  45.7

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  ― ―  765,110   781,445   

資本剰余金合計   ―   765,110 22.9  781,445 35.7

Ⅲ　利益剰余金           

１．任意積立金  ― ―  826   826   

２．第１四半期（当期）
未処理損失

 ― ―  8,865   1,745,426   

利益剰余金合計   ―   △8,039 △0.2  △1,744,600 △79.6

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  ―   ―   1,283 0.0

資本合計   ―   1,742,840 52.2  40,232 1.8

負債・資本合計      3,339,437 100.0  2,190,802 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   135,894 100.0  92,129 100.0  1,501,938 100.0

Ⅱ　売上原価   187,894 138.3  180,789 196.2  1,445,384 96.2

売上総利益（△損
失）

  △52,000 △38.3  △88,659 △96.2  56,553 3.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費   150,163 110.5  209,939 227.9  872,610 58.1

営業損失   202,163 △148.8  298,599 △324.1  816,057 △54.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  36,158 26.6  21,624 23.5  60,795 4.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  40,792 30.0  6,999 7.6  132,125 8.8

経常損失   206,798 △152.2  283,974 △308.2  887,387 △59.1

Ⅵ　特別利益 ※３  2,538 1.9  5,969 6.5  3,954 0.2

Ⅶ　特別損失
※４.５

 
 23,000 16.9  290,104 314.9  1,221,795 81.3

税引前第１四半期
（当期）純損失

  227,259 △167.2  568,110 △616.6  2,105,228 △140.2

法人税、住民税及び
事業税

 800   782   950   

法人税等調整額   800 0.6 △172,958 △172,176 △186.8 26,317 27,267 1.8

第１四半期（当期）
純損失

  228,060 △167.8  395,934 △429.8  2,132,495 △142.0

前期繰越利益   ―   387,068   387,068  

第１四半期（当期）
未処理損失

  ―   △8,865   
△

1,745,426
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本合計

 
 資本準備金 

 その他利益剰余金
 利益剰余金

合計 任意積立金
 繰越利益
剰余金

平成18年４月１日　残高

（千円）
1,002,105 781,445 826 △1,745,426 △1,744,600 38,949

当第１四半期会計期間中の変動額

四半期純損失（千円） ― ― ― 228,060 228,060 228,060

特別償却準備金取崩額（千円） ― ― △275 275 ― ―

株主資本以外の項目の当第１四

半期会計期間中の変動額（純

額）（千円）

― ― ― ― ― ―

当第１四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
― ― △275 △227,785 △228,060 △228,060

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,002,105 781,445 550 △1,973,212 △1,972,661 △189,111

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年４月１日　残高

（千円）
1,283 1,283 40,232

当第１四半期会計期間中の変動額

四半期純損失（千円） ― ― 228,060

特別償却準備金取崩額（千円） ― ― ―

株主資本以外の項目の当第１四

半期会計期間中の変動額（純

額）（千円）

△3,778 △3,778 △3,778

当第１四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
△3,778 △3,778 △231,838

平成18年６月30日　残高

（千円）
△2,495 △2,495 △191,606
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第1四半期会計期間

 （自　平成17年４月１日
 至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税引前第１四半期純損失  568,110

減価償却費  62,000

長期前払費用償却  3,500

固定資産除却損  33

減損損失  31,737

出資金評価損  110,000

商品評価損  142,500

ソフトウェア評価損  5,833

貸倒引当金の減少額  △5,969

受取利息  △1,920

支払利息  4,321

デリバティブ評価益  △7,177

売上債権の減少額  779,036

たな卸資産の増加額  △49,118

前渡金の増加額  △127,815

仕入債務の減少額  △209,720

その他の減少額  △7,375

小計  161,756

利息の受取額  2,316

利息の支払額  △3,217

法人税等の支払額  △64,295

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 96,560
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前第1四半期会計期間

 （自　平成17年４月１日
 至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

有形固定資産の取得によ
る支出

 △1,775

無形固定資産の取得によ
る支出

 △182,366

出資金返戻による収入  525,000

出資金分配金による収入  2,000

出資金の払込による支出  △315,000

貸付金の回収による収入  125

長期前払費用の増加によ
る支出

 △90,720

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △62,737

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入の減少額  △150,000

長期借入金の返済による
支出

 △14,845

社債の償還による支出  △24,000

株式の発行による収入  28,050

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △160,795

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

 △126,971

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 499,966

Ⅶ　現金及び現金同等物の第1
四半期末残高

 372,995
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

当第1四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第1四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社は、前事業年度において

2,132,495千円の大幅な当期純損失を計

上し、当第１四半期会計年度において

も228,060千円の第１四半期純損失を計

上した結果、191,606千円の債務超過に

なっております。当該状況により、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております  

　当社は、前事業年度においては、今

後拡大が予想される「Video-IT」分野

の一般企業マーケットに対する事業展

開において、広範な市場ニーズに柔軟

に対応できる開発資源およびノウハウ

の拡充が不十分であったため所定の成

果を達するにいたらず、重要な営業損

失を計上することとなりました。同分

野に対する事業戦略の再構築および財

務体質の強化を図る目的で、前事業年

度において不採算部分については特別

損失を計上、当事業年度以降の費用負

担を大幅に圧縮いたしましたが、重要

な当期純損失を計上する結果となり、

株主資本が大幅に減少いたしました。

当社では、当事業年度においては、新

たな経営陣を選任し経営体制の強化に

努め、幅広い市場ニーズに対応できる

事業体制の再構築を図っておりますが、

当社顧客の多くが3月決算を採用してお

り、例年受託開発案件を中心に事業度

末に納入と検収が集中するため、結果

として下半期に売上高及び損益が偏る

傾向にあります。このため、当第１四

半期会計期間におきましては、228,060

千円の第１四半期純損失を計上し、債

務超過の状況となっております 

 

 ───

 

 

　当社は、当事業年度において前事業

年度に比して売上高が1,332,332千円減

少（47％減）し、816,057千円の営業損

失を計上することとなり、営業キャッ

シュ・フローもマイナスとなっており

ます。また、減損会計の強制適用に伴

い、財務体質の強化および事業分野の

再構築を目的として、当社資産全般に

つき今後の収益貢献性を精査、改めて

見直しを行った結果、1,221,795千円の

特別損失を計上、当事業年度は

2,132,495千円の大幅な当期純損失を計

上することとなりました。当該状況に

より、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。 　 

　当社は、当事業年度においては、今

後拡大が予想される「Video-IT」分野

の一般企業マーケットに対する事業展

開において、広範な市場ニーズに柔軟

に対応できる開発資源およびノウハウ

の整備が不十分であったため所定の成

果を達するにいたらず、重要な営業損

失を計上することとなりました。同分

野に対する事業戦略の再構築および財

務体質の強化を図る目的で、当事業年

度において不採算部分については特別

損失を計上、来事業年度以降の費用負

担を大幅に圧縮いたしましたが、重要

な当期純損失を計上する結果となりま

した。一方で既存マーケットである放

送・映像業界および文教業界に対して

は、技術優位性を活かし、営業の成果

をあげることができました。今後につ

きましては、当社のコア・コンピタン

スであるデジタル映像技術を核として、

幅広い市場ニーズに対応できる事業体

制の再構築を図っていく所存です。 
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当第1四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第1四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社ではこれらの状況を解消すべく、

平成18年３月には株式会社インター

ネット総合研究所と業務提携を行い、

アライアンスの強化を通じて経営資源

の整備・拡充に努めております。当社

の持つデジタル映像技術と新たな経営

資源を融合させることで、確固たる収

益基盤の確保および事業の再構築を計

画しており、前事業年度に行った不採

算資産整理の効果も加わり、当事業年

度末においては財務指標の大幅な改善

を見込んでおります。  

　資金面におきましては、平成18年4月

13日に転換社債型新株予約権付社債の

発行により2,000,000千円を調達してお

ります。うち1,500,000千円につきまし

てはM&A等の資金使途が具体化するまで

間、貸付金として運用しておりますが、

当座の運転資金として500,000千円を確

保しております。さらに、平成18年7月

3日には、効果的な株主資本の強化を図

るため新株予約権を発行いたしました。

本新株予約権は時価に即した価額にて

新株発行が行える仕組みになっており、

当上半期ならびに当連結会計年度中の

速やかな資本強化を見込んでおります。

新株発行による手取資金については、

事業活動に充当するほか、資金状況を

鑑みた上で転換社債型新株予約権付社

債の買入消却等に充当することで負債

の圧縮にも努めてまいります。 

　当社では、継続企業の前提に関する

重要な疑義は解消されるものと判断し

ております。よって、財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表

には反映しておりません。 

  ───

 

 

　事業体制の再構築のためには、当事

業年度に行った不採算部分の整理と併

せ、新たな経営資源の獲得・整備が必

要であるとの観点から、平成18年３月

には株式会社インターネット総合研究

所と業務提携を発表しております。今

後につきましては、アライアンスの強

化を通じて経営資源の整備・拡充に努

めてまいります。当社の持つデジタル

映像技術と新たな経営資源を融合させ

ることで、確固たる収益基盤の確保お

よび事業の再構築を計画しており、当

事業年度に行った不採算資産整理の効

果も加わり、来事業度末においては財

務指標の大幅な改善を見込んでおりま

す。 

　資金面におきましては、重要な後発

事象に記載のとおり、転換社債型新株

予約権付社債の発行により2,000,000千

円を調達しております。うち1,500,000

千円につきましてはM&A等の資金使途が

具体化するまで間、貸付金として運用

しておりますが、当座の運転資金とし

て500,000千円を確保しております。

よって、現在のところ新たな資本調達

は計画しておりません。   

　当社では、継続企業の前提に関する

重要な疑義は解消されるものと判断し

ております。よって、財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表

には反映しておりません。 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
当第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準

及び評価方法

 1）満期保有目的の債券

 償却原価法を採用しており

ます

(1）満期保有目的の債券

　同左

(1）満期保有目的の債券

 同左

 (2）関係会社株式

 移動平均法による原価法を

採用しております。

(2）関係会社株式

　同左

 (2）関係会社株式

同左

 (3）その他有価証券

時価のあるもの

第１四半期決算日の市場

価格等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入法

により処理し売却原価は

移動平均法により算定)を

採用しております。

(3）その他有価証券

__________

 (3）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理

し売却原価は移動平均法

により算定)を採用してお

ります。

 時価のないもの

 移動平均法による原価法

を採用しております 

 　　時価のないもの

同左

    時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評

価基準及び評価方

法

 (1）デリバティブ

 時価法

(1）デリバティブ

 同左

 (1）デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基

準及び評価方法

 (1）商品

 　先入先出法による原価法

によっております。

(1）商品

　同左

 (1）商品

同左

 (2）仕掛品

 個別法による原価法によっ

ております。

(2）仕掛品

　同左

 (2）仕掛品

　　　　 同左

 (3）貯蔵品

 先入先出法による原価法に

よっております。

(3）貯蔵品

　同左

 (3）貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却

の方法

 (1）有形固定資産

 定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物　　　　　　8～15年

工具及び器具備品 3～8年

また、取得価額10万円以上

20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却して

おります

(1）有形固定資産

　同左

 (1）有形固定資産

 同左

(2）無形固定資産

①自社利用のソフトウェア

　社内における見込可能期

間（３～５年）による定額

法によっております。

(2）無形固定資産

①自社利用のソフトウェア

　 同左

(2）無形固定資産

①自社利用のソフトウェア

　 同左

②市場販売目的のソフト

ウェア

　見込販売可能期間（３

年）による定額法によって

おります。

②市場販売目的のソフト

ウェア

　 同左

②市場販売目的のソフト

ウェア

　 同左
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）長期前払費用

　均等償却によっておりま

す。主な償却期間は５年で

あります。

(3）長期前払費用

　 同左

(3）長期前払費用

　 同左

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等の特定の債

権については、個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

　同左

(1）貸倒引当金

　同左

６．リース取引の処理方

法

　リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

　同左 　同左

７．四半期キャッシュ・

フロー計算書にお

ける資金の範囲

 __________ 　手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。

 __________

８．その他四半期財務諸

表（財務諸表）作

成の基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　同左

消費税等の会計処理

　同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる事項の変更

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

―――― 　「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成15年10月

31日　企業会計基準適用指針第６号）

が平成17年４月１日以後開始する事業

年度から強制適用になったことに伴い、

当第１四半期会計期間から同会計基準

及び同会計指針を適用しております。

　「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成15年10月

31日　企業会計基準適用指針第６号）

が平成17年４月１日以後開始する事業

年度から強制適用になったことに伴い、

当第１四半期会計期間から同会計基準

及び同会計指針を適用しております。

  　これにより、営業損失、経常損失は、

4,909千円減少し、税引前当期純損失は、

26,828千円増加しております。

 　これにより、営業損失、経常損失は、

18,817千円減少し、税引前当期純損失

は、98,561千円増加しております。

 

 「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」

 　当第１四半期会計期間から、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第5号　平成17年12

月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準適用指針第8号　平成17年

12月9日)を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありま

せん。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は△191,606千円であります。

 ――――  ――――
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表示方法の変更

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ────

 

 

（第１四半期貸借対照表）

　前第１四半期まで区分掲記していま

した「前渡金」および「短期貸付金」

は、当第１四半期において資産の総額

の100分の５以下となりましたので流動

資産の「その他」及び投資その他資産

の「その他」に含めて表示することと

しました。

　なお、当第１四半期のそれぞれの金

額は次のとおりです。

 ────

 

 

前渡金 128,809千円

短期貸付金 80,000千円

投資有価証券 127,250千円

 

 

　前第１四半期まで流動資産の「その

他」に含めて表示していました「繰延

税金資産」は、当第１四半期において

資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。

　なお、前第１四半期の「繰延税金資

産」の金額は、110,814千円です。

 

 

追加情報

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

――――  ―――― (追加情報)

 　従来、匿名組合出資金につきまして

は、匿名組合の資産・負債および収益・

費用は出資割合に応じて各出資者に帰属

し、財務および営業または事業の方針の

決定は営業者にゆだねられていることか

ら、支配力または影響力につながる関係

はないため、匿名組合出資金については

投資その他の資産の「出資金」に含めて

おりましたが、当期より出資比率をもっ

て支配力または影響力を判断するものと

し、出資比率20％以上の匿名組合出資は

投資その他の資産の「関係会社出資金」

に含めて表示しております。なお、全事

業年度末に投資その他の資産の「出資

金」に含まれていた出資比率20％以上の

匿名組合出資金は695,387千円でありま

す。
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期末
（平成18年６月30日）

前第１四半期末
（平成17年６月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

関係会社株式 0千円 関係会社株式 222,000千円 関係会社株式 0千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 25,100千円 一年内返済予定長期借入金 40,930千円

長期借入金 25,100千円

一年内返済予定長期借入金 32,440千円

※２．有形固定資産の減価償却累

計額
79,347千円

※２．有形固定資産の減価償却累

計額
100,487千円

※２．有形固定資産の減価償却累

計額
75,187千円

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ために取引銀行４行と当座貸越契約および

貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当第１四半期末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ために取引銀行４行と当座貸越契約および

貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当第１四半期末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ために取引銀行４行と当座貸越契約および

貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当期末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額および貸出

コミットメントの総額
950,000千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 650,000千円

当座貸越極度額および貸出

コミットメントの総額
950,000千円

借入実行残高 145,000千円

差引額 805,000千円

当座貸越極度額および貸出

コミットメントの総額
950,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 450,000千円

※４．消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のう

え、金額的に重要性が乏しいため、流動資

産の「その他」に含めて表示しております。

※４．消費税等の取扱い

同左

※４．消費税等の取扱い

　同左
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（四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの  ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 4,744千円 

受取助成金 29,331千円

受取利息 1,341千円

有価証券利息 579千円

デリバティブ評価益 7,177千円

受取助成金 12,136千円

 受取利息 　8,276千円 

受取手数料 12,175千円

デリバティブ評価益 23,382千円 

 受取助成金 12,136千円 

 ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの  ※２．営業外費用のうち主要なもの

 社債発行費 24,501千円 

 貸倒引当金繰入額 6,000千円 

支払利息 3,291千円

支払保証料 2,104千円

 社債発行費 78,458千円 

 匿名組合費用 26,527千円 

 ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの  ※３．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 2,538千円 貸倒引当金戻入益 5,969千円  貸倒引当金戻入益 3,954千円 

 ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの  ※４．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 23,000千円 

  

  

  

商品評価損 142,500千円

出資金評価損 110,000千円

減損損失 31,737千円

ソフトウェア除却損 5,833千円

 関係会社株式評価損 591,999千円 

商品評価損 161,500千円 

 ※５.

 ────

※５．減損損失

　減損損失の内訳は以下のとおりです。

※５．減損損失

減損損失の内訳は以下のとおりです 

用途 場所 種類
減損損失
(百万円)

画像管理

システム
本社

所有権移

転外ファ

イナンス

リース

31

 用途 場所 種類 減損損失 

画像管理

システム

　本社 所有権移

転外ファ

イナンス

リース

 31,737

ＶＯＤシ

ステム

(VVnet) 

　本社 工具器具

備品

 24,137

ＶＯＤシ

ステム

(VideoTa

nk)

　本社 工具器具

備品

 420 

配信シス

テム

　本社 工具器具

備品

 602

コンテン

ツ使用料

　本社 長期前払

費用

 60,480

 

 

　当社は減損損失を把握するにあたり、事

業をシステムインテグレーション事業、プ

ロダクト事業、サービス事業に分類し、更

にそれぞれのプロジェクト・製品単位にグ

ルーピングを実施しています。当該リース

資産については、市場環境の変化及び機能

の陳腐化により収益が悪化しているため、

未経過リース料を基に算定した帳簿価格を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上しました。

　なお、回収可能価額は使用価値により測

定しており、使用価値については、将来

キャッシュ・フローを3.5％で割引いて計

算しています。

　当社は減損損失を把握するにあたり、事

業をシステムインテグレーション事業、プ

ロダクト事業、サービス・その他事業に分

類し、更にそれぞれのプロジェクト・製品

単位にグーピングを実施しています。当該

リース資産については、市場環境の変化及

び機能の陳腐化により収益が悪化している

ため、未経過リース料を基に算定した帳簿

価格を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失(31,737千円)として特別損失

に計上しました。

工具器具備品及び長期前払費用については、

市場環境の変化及び事業分野の再構築に伴

い収益性が著しく低下したため、帳簿価格

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失(85,641千円)として特別損失に計

上しました。

　なお、回収可能価額は使用価値により測

定しており、使用価値については、将来

キャッシュ・フローを3.5％で割引いて計

算しています。　 
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当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額

 有形固定資産 4,159千円 

 無形固定資産 38,513千円 

有形固定資産 8,559千円

無形固定資産 53,440千円

 有形固定資産 36,901千円 

 無形固定資産 208,499千円 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

―――― 　現金及び現金同等物の第１四半期末残高と四

半期貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

――――

  

  

現金及び預金 372,995千円

現金及び現金同等物 372,995千円
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（リース取引関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

 

 １．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び第

１四半期末残高相当額

　 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び第１

四半期末残高相当額

 　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

 １．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額

取得価
額相当
額
（千
円）

減価償
却累計
額相当
額
（千
円）

減損損
失累計
額相当
額
（千
円）

第１四
半期末
残高相
当額
（千
円）

工具器
具及び
備品 

165,537 74,859 9,150 81,527

ソフト
ウェア

543,550 237,119 20,806 285,623

合計 709,087 311,978 29,957 367,151

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

第１四
半期末
残高相
当額
(千円)

工具、器
具及び備
品

165,537 46,603 ― 118,934

ソフト
ウェア

438,550 140,893 20,806 276,849

合計 604,087 187,497 20,806 395,783

取得価
額相当
額
（千
円）

減価償
却累計
額相当
額
（千
円）

減損損
失累計
額相当
額
（千
円）

期末残
高相当
額
（千
円）

工具器
具及び
備品 

165,537 67,451 9,150 88,935

ソフト
ウェア

543,550 213,063 20,806 309,679

合計 709,087 280,515 29,957 398,614

 ２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料前事業年度残高相当額

１年内 128,315千円

１年超 260,732千円

合計 389,047千円

１年内 102,449千円

１年超 295,676千円

合計 398,126千円

１年内 134,772 千円

１年超 289,974 千円

合計 424,747 千円

リース資産減損勘定の残高 8,111千円 リース資産減損勘定の残高 26,828千円 リース資産減損勘

定の残高

12,920千円

 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

支払リース料 38,842千円

リース資産減損勘定の取崩

額
4,809千円

減価償却費相当額 31,463千円

支払利息相当額 3,142千円

支払リース料 33,175千円

リース資産減損勘定の取崩

額
4,909千円

減価償却費相当額 30,707千円

支払利息相当額 3,393千円

減損損失 31,737千円

支払リース料 149,703千円

リース資産減損勘定の取崩

額
18,817千円

減価償却費相当額 133,088千円

支払利息相当額 14,445千円

減損損失 31,737千円

 ４．減価償却費相当額の算定方法

 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 ４．減価償却費相当額の算定方法

 同左

 ５．利息相当額の算定方法

 　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

　同左

 ５．利息相当額の算定方法

 同左
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（有価証券関係）

当第１四半期末（平成18年６月30日現在）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 

前第１四半期末（平成17年６月30日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

四半期貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

社債 56,250

(2）関連会社株式

関連会社株式 592,000

(3）その他有価証券

非上場株式 71,000

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（デリバティブ取引関係）

前第１四半期末（平成17年６月30日現在）

対象物の種類 取引の種類 契約額等 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨

オプション取引

（買建）コール米ドル
3,030千米ドル 3,021 3,021

オプション取引

（売建）プット米ドル
1,980千米ドル △12,675 △12,675

金利 スワップ取引 200,000千円 △11,180 △11,180

合計 ― ― △20,835

（持分法損益等）

前第１四半期会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年６月30日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 592,000

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 527,126

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 43,925
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（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 １株当たり純資産額 △8,428円19銭 

 １株当たり第１四半

 期純損失金額
10,031円73銭 

１株当たり純資産額 77,335円85銭

１株当たり第１四半期

純損失金額
17,615円08銭

 １株当たり純資産額 1,769円70銭 

 １株当たり当期純損失 93,374円92銭 

　なお、潜在株式調整後1株当たり第1

四半期純利益金額については、潜在株

式があるものの、第1四半期純損失のた

め、記載を省略しております 

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益金額については、潜在

株式があるものの、第１四半期純損失

のため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期

純利益金額については、潜在株式があ

るものの、当期純損失のため、記載を

省略しております。 

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益（損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり第１四半期（当期）純

損失金額
   

第１四半期（当期）純損失（千

円）
228,060 395,934 2,132,495

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ― ―

普通株式に係る第１四半期純損

失（千円）
228,060 395,934 2,132,495

期中平均株式数（株） 22,734 22,477 22,596

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
   

当期純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（株） ― ― ―

（うち新株予約権） ― ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

（注） （注）  （注）

　（注）　潜在株式の種類　

①新株予約権

 
当第１四半期会計期間
（自平成18年４月１日
至平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自平成17年４月１日
至平成17年６月30日）

前事業年度 
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日） 

株主総会特別決議日 平成14年９月30日 同左 同左 

新株予約権の残高  593個 693個 593個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 同左 

新株予約権の目的となる株式の数  1,186株 1,386株  1,186株  

発行価格  165,000円 同左 同左  

資本組入額  82,500円 同左 同左  

新株予約権の行使期間
 平成15年９月14日から

 平成24年９月13日まで
同左 同左  
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 ②転換社債型新株予約権付社債

 
当第１四半期会計期間
(自　平成18年４月１日
 至　平成18年６月30日)

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
 至　平成17年６月30日）

前事業年度 
（自　平成17年４月１日 
 至　平成18年３月31日) 

新株予約権付社債の残高 2,000,000,000円 ─── ─── 

新株予約権の数（個） 200個 ─── ─── 

新株予約権の目的となる株式の種

類
普通株式 ─── ─── 

新株予約権の目的となる株式の数 8,097株 ───  

新株予約権の行使時の払込金額 247,000円 ─── ─── 

　新株予約権の行使期間
 平成18年４月18日から 

平成21年４月２日まで
─── ─── 

  新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び資

本組入額

 発行価格　  247,000円

 資本組入額　123,500円
─── ─── 
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 平成18年6月16日開催の取締役会の決

議に基づき、株式会社アイ・ビー・

イー第2回新株予約権（第三者割当）

を平成18年7月3日に発行いたしました。

概要は下記のとおりです。

１. 新株予約権の名称 

 株式会社アイ・ビー・イー第2回新株

予約権（第三者割当） 

２. 本新株予約権の目的である株式の

種類及び数

 本新株予約権の目的である株式の種

類及び総数は当社普通株式6,500株（以

下「割当株式数」という。）とす

る。

但し、第12項により、割当株式数が調

整される場合には、本新株予約権の目

的である株式の総数は調整後割当株式

数に応じて調整されるものとする。

３． 本新株予約権の総数　   １個 

４. 各本新株予約権の払込金額

 本新株予約権1個あたり金338,000円

５. 新株予約権の払込金額の総額  

  金338,000円 

６．申込期間                     

 平成18年7月3日（ロンドン時間） 

７．割当日及び払込期日 

 平成18年7月3日（ロンドン時間）

８．発行地 

 英国

９．募集の方法及び割当先

 第三者割当の方法により、全てIP 

Synergy Finance Inc.に割り当てる。

10. 本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額 

 (1) 各本新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額は、行使価額

（以下に定義する。）に行使請求にか

かる割当株式数を乗じた額とする。

　平成17年７月19日の取締役会の

決議に基づき、第７回無担保社債

（株式会社りそな銀行保証付）を

発行いたしました。

 (1）銘柄　　

 第７回無担保社債（株式会社

 りそな銀行保証付）

 (2）発行価額

 額面100円につき100円

 (3）発行総額

 ２億円

 (4）発行年月日

 平成17年７月25日

 (5）利率

 年0.68％

 (6）償還期限

 平成22年７月23日

 (7）償還の方法

 毎年１月及び７月に額面２千万

 円を償還

 (8）担保又は保証

 無担保

 株式会社りそな銀行保証

 (9）資金の使途

 運転資金

（1）平成18年３月24日開催の取締役

会決議に基づき、平成18年４月13日を

払込期日とする2009年満期ユーロ円建

転換社債型新株予約権付社債を発行し

ました。その概要は下記のとおりで

す。

               記 

１. 発行総額 2,000,000,000円

２. 発行価額 

本社債額面金額の100％

（各本社債額面金額10,000,000円）

３. 新株予約権の発行価額 無償とす

る。

４. 払込期日 2006年４月13日（ロン

ドン時間）

５. 発行価格（募集価格） 本社債額

面金額の100％

６. 利率 本社債に利息は付さない。

７. 償還期限 2009年４月９日（ロン

ドン時間）

８. 償還方法 

①　本社債は、2009年４月９日（ロン

ドン時間。以下別段の表示のない限り

同じ。）に当該日におけるその総額を

償還する。ただし、繰上償還の場合は

本項本号②乃至④の規定による。

②　当社は、当社が株式交換又は株式

移転により他の会社の完全子会社とな

ることを当社の株主総会で決議した場

合、本新株予約権付社債の社債権者

（以下「本社債権者」という。）に対

して、償還日から30日以上60日以内の

事前通知を行った上で、当該株式交換

又は株式移転の効力発生日以前に、そ

の時点において残存する本社債の全部

（一部は不可）を額面100円につき金

100円で繰上償還することができる。
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当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (2) 本新株予約権の行使により当社

が当社普通株式を新たに発行又はこれ

に代えて当社の有する当社普通株式を

処分（以下当社普通株式の発行又は処

分を「交付」という。）する場合にお

ける株式1株あたりの払込金額（以下

「行使価額」という。）は、当初

200,200円（以下「当初行使価額」と

いう。）とする。

11. 行使価額の修正 

 行使価額は、平成18年7月7日（金）

以降の毎週月曜日、水曜日及び金曜日

（以下「修正日」という。）以降、修

正日の直前の取引日まで（当日を含

む。）の5連続取引日（但し、売買高

加重平均価格のない取引日を除く。）

の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の毎日の売買高

加重平均価格の平均値の90％に相当す

る金額（但し、計算の結果1円未満の

端数が生じる場合は、その端数を切り

上げた金額。以下「修正後行使価額」

という。）に修正される。但し、かか

る算出の結果、修正後行使価額が当初

行使価額の102％（但し、第13項によ

る調整を受ける。以下「上限行使価

額」という。）を上回る場合には、修

正後行使価額は上限行使価額とする。

12. 割当株式数の調整

当社が第13項の規定に従って行使価額

の調整を行う場合には、割当株式数は

次の算式により調整されるものとする。

但し、調整の結果1株未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てる。

 

調整後割当株

式数＝

調整前割当株式数 × 調

整前行使価額

調整後行使価額

 上記算式における調整前行使価額及

び調整後行使価額は、第13項に定める

調整前行使価額及び調整後行使価額と

する。

  ───

 

 

③　当社は、2006年７月１日以降、そ

の選択により、本社債権者に対して30 

日前までの事前通知を行った上で、そ

の時点において残存する本社債の全部

（一部は不可）を繰上償還することが

できる。この場合の償還価額は額面100

円につき、2006年７月１日以降2007年

4月13日までの場合は金110円、2007年

４月14日以降2008年４月13日までの場

合は金107.5円、2008年４月14日以降

の場合は金105円とする。

④　本社債権者は、2006年４月18日以

降、その選択により、その保有する本

社債の全部又は一部を額面100円につ

き金100円で繰上償還することを当社

に対して請求する権利を有する。この

請求権を行使するために、本社債権者

は、当該償還期日の15営業日前までに、

所定の償還請求書に繰上償還を請求し

ようとする本社債を表示し、請求の年

月日等を記載した上、繰上償還を請求

しようとする本新株予約権付社債券を

添えて、本項第(11)号記載の償還金支

払場所に提出しなければならない。

⑤　償還すべき日が銀行休業日にあた

るときは、その前銀行営業日にこれを

繰り上げる。なお、「銀行営業日」と

は東京において銀行が営業している日

をいう。

９. 担保の内容 なし。

10.資金使途 

 新規事業およびM&Aに対する投融資、

当社財務基盤の強化・改善に充当して

いく予定であります。
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当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

13. 行使価額の調整  

当社は、本新株予約権の割当後、時価

を下回る価額を募集株式の払込金額と

してその発行する当社普通株式又はそ

の処分する当社普通株式を引き受ける

者の募集をする場合（但し、当社普通

株式の交付と引換えに取得される証券

もしくは取得させることができる証券

又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の取得又は行使に

よる場合を除く。）には、次に定める

算式により行使価額を調整する。なお、

次の算式において「既発行株式数」は、

当社の発行済普通株式総数から、当社

の有する当社普通株式数を控除した数

とする。 

既発

行株

式数 ＋

新発

行・処

分株式

数

×

1株当

たりの

払込金

額

調整

後
＝

調整

前
×

時価

行使

価額

行使

価額

既発行株式数＋新発行・処分

株式数

また、当社は当社普通株式の分割・併

合等一定の事由が生じた場合にも適宜

行使価額を調整する。 

14．本新株予約権を行使することがで

きる期間 

平成18年7月6日から平成21年7月3日

（いずれも日本時間）（第16項各号に

従って本新株予約権が取得される場合、

取得される本新株予約権については、

取得のための通知がなされた日の翌

日）までとする。 

15．その他の本新株予約権の行使の条

件 

本新株予約権は、一括行使のほか部分

行使ができるものとする。但し、1株

未満の端数についての行使請求はでき

ない。 

 

  ───

 

 

11.新株予約権に関する事項 

 (1)新株予約権の目的たる株式の種類

及び数

 本新株予約権の目的である株式の種

類は当社普通株式とし、その行使請求

により当社が当社普通株式を新たに発

行又はこれに代えて当社の有する当社

普通株式を移転（以下、当社普通株式

の発行又は移転を「交付」という。）

する数は、行使請求に係る本社債の発

行価額の総額を本項(3)号②記載の転

換価額（但し、本項第（8）号によっ

て調整された場合は調整後の転換価

額）で除して得られる最大整数とする。

但し、行使により生じる１株の100分

の１未満の端数はこれを切り捨て、現

金による調整は行わない。本新株予約

権の行使により端株が発生する場合に

は、商法に定める端株の買取請求権が

行使されたものとして現金により精算

する。

  (2)新株予約権の総数

 各本社債に付された本新株予約権の

数は１個とし、合計200個の本新株予

約権を発行する。

 (3) 新株予約権の行使に際して払込

をなすべき額及び転換価額

① 本新株予約権１個の行使に際して

払込をなすべき額は、本社債の発行価

額と同額とする。

② 本新株予約権の行使に際して払込

をなすべき1株当たりの額（以下「転

換価額」という。）は、当初、247,000

円（以下「当初転換価額」という。）

とする。

 (4) 新株予約権の発行価額を無償と

する理由及びその行使に際して払込を

なすべき額の算定理由

 

－ 59 －



当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

16．本新株予約権の取得の事由及び取

得の条件

(1) 当社は、当社が吸収合併による消

滅並びに株式交換又は株式移転により

他の会社の完全子会社となることを当

社の株主総会で決議した場合、会社法

273条第2項の規定に従って通知し、且

つ（本新株予約権証券が発行されてい

る場合は）公告したうえで、当該株式

交換又は株式移転の効力発生日以前の

取締役会が別途定める日に、その時点

において残存する本新株予約権の全部

を発行価額と同額で取得することがで

きる。 

(2) 当社は、本新株予約権の消却が必

要と当社取締役会が決議した場合は、

会社法273条第2項の規定に従って通知

し、且つ（本新株予約権証券が発行さ

れている場合は）公告したうえで、当

社取締役会で定める取得日に、その時

点において残存する本新株予約権の全

部又は一部を発行価額と同額で取得す

ることができる。 

17．新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社

取締役会の承認を要するものとす

る。 

18．本新株予約権の行使により株式を

発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金に関する事項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を

発行する場合において増加する資本金

の額は、会社計算規則第40条第1項の

規定に従い算出される資本金等増加限

度額の2分の1の金額とし、計算の結果

1円未満の端数が生じる場合はその端

数を切り上げた金額とする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を

発行する場合において増加する資本準

備金の額は、本項(1)記載の資本金等

増加限度額から本項(1)に定める増加

する資本金の額を減じた額とする。 

19．本新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権者の請求あると

きに限り本新株予約権証券を発行す

る。 

  ───

 

 

 本新株予約権は、転換社債型新株予

約権付社債に付されたものであり、本

社債からの分離譲渡はできず、かつ本

新株予約権が行使されると代用払込に

より本社債は消滅し、本社債と本新株

予約権が相互に密接に関連することを

考慮し、また、本新株予約権の価値と、

本社債の利率、発行価額等のその他の

発行条件により得られる経済的価値と

を勘案して、その発行価額を無償とし

た。また、本新株予約権付社債が転換

社債型新株予約権付社債であることか

ら、本新株予約権1個の行使に際して

払込をなすべき額は本社債の発行価額

と同額とし、当初の転換価額は2006年

３月23日(東京時間)の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値の100％とした。

 (5) 新株の発行価額中の資本組入れ

額

 本新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式1株の資本組入額は、

転換価額（ただし、本項第(8)号によっ

て調整される場合は調整後の転換価

額）に0.5を乗じた金額とし、計算の

結果１円未満の端数を生じる場合は、

その端数を切り上げた額とする。

(6)行使請求期間

 本新株予約権付社債の社債権者は、

2006年４月18日から2009年４月２日

(いずれも東京時間)までの間、いつで

も、本新株予約権の行使を請求するこ

と（以下「行使請求」という。）がで

きる。

(7)行使の条件

 当社が第８項②、③により本社債を

繰上償還する場合又は当社が本社債に

つき期限の利益を喪失した場合には、

償還日又は期限の利益の喪失日以後本

新株予約権を行使することはできない。

当社が第８項④記載の本新株予約権付

社債の社債権者の請求により本社債を

繰上償還する場合には、本新株予約権

付社債券が償還金支払場所に提出され

たとき以降、本新株予約権を行使する

ことはできない。また、各本新株予約

権の一部行使はできないものとす

る。 
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当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

20．本新株予約権の払込金額及びその

行使に際して出資される財産の価額の

算定理由 

当社は、本新株予約権の諸条件、新株

予約権の発行決議に先立つ当社普通株

式の株価、当社普通株式の株価変動性

（ボラティリティ）等を考慮して、一

般的な価格算定モデルであるモンテカ

ルロ・シミュレーションによる算定結

果を参考に、金338,000円を本新株予

約権の1個当たりの払込金額とした。

また、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額は、当初、平成18

年6月15日の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の終値の平均を

10%上回る額とした。 

21．行使請求受付場所　　

当社経営管理部  

22. 払込取扱場所 

株式会社三菱東京UFJ銀行　青山支店 

23. その他 

(1) その他本新株予約権発行に関して

必要な事項は、当社代表取締役社長に

一任する。 

(2) 会社法その他の法律の改正等、本

要項の規定中読替えその他の措置が必

要となる場合には、当社は必要な措置

を講じる。 

   ───

 

(8) 転換価額の調整

 当社は、本新株予約権付社債の発行

後、当社普通株式の時価を下回る発行

価額又は処分価額をもって当社普通株

式を新たに発行又は当社の有する当社

普通株式を処分する場合（但し、当社

普通株式に転換される証券もしくは転

換できる証券又は当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の転

換又は行使による場合を除く。）には、

次に定める算式（以下「転換価額調整

式」という。）をもって転換価額を調

整する。なお、転換価額調整式におい

て、「既発行株式数」は、当社の発行

済普通株式総数から、当社の有する当

社の普通株式数を控除した数とす

る。 

既発

行株

式数 ＋

新規発

行・処

分株式

数

×

1株当

たり発

行・処

分価額

調整

後
＝

調整

前
×

時価

転換

価額

転換

価額

既発行株式数＋新規発行・

処分株式数
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当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 
  ───

 

 

 

 

 

 

 

 

   ───

 

 

 また、転換価額は、当社普通株式の

分割もしくは併合又は時価を下回る価

額をもって当社普通株式に転換される

もしくは転換できる証券又は当社の普

通株式の交付を請求できる権利（新株

予約権を含む。）を付与された証券

（新株予約権付社債を含む。）の発行

が行われる場合等にも適宜調整され

る。

 (9) 新株予約権の消却事由及び消却

条件

 本新株予約権の消却事由は定めな

い。

 (10)行使によって交付された株式の

配当起算日

 本新株予約権の行使により交付され

た当社普通株式に対する利益配当金又

は中間配当金（商法第293条ノ5による

金銭の分配）は、行使請求が4月１日

から９月30日(いずれも東京時間)まで

の間になされたときは４月１日に、10

月１日から翌年３月31日(いずれも東

京時間)までの間になされたときは10

月１日にそれぞれ本新株予約権行使の

効力が発生したものとみなしてこれを

支払う。平成17年６月29日に成立し、

同年７月26日の公布から１年半以内に

施行される会社法（平成17年法律第86

号。以下「会社法」という。）に基づ

く剰余金の配当（会社法第454条第５

項に定められた金銭の分配である中間

配当金を含む。）については、当該配

当を受領する権利を有する株主を確定

させるための基準日以前に本新株予約

権の行使により発行又は移転された当

社普通株式を、当該基準日において発

行済みの他の当社普通株式（当社が保

有する当社普通株式を除く。）と同様

に取り扱うものとする。

 (11)行使請求受付場所

 当社経営管理部

 (12)代用払込に関する事項 

 商法第341条ノ３第１項第７号及び第

８号により、本新株予約権を行使した

ときは、当該行使に係る本社債の全額

の償還に代えて当該本新株予約権の行

使に際して払込をなすべき額の全額の

払込がなされたものとする旨の請求が

あったものとみなす。
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当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

     ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ───

 

 

 （2）平成18年４月13日開催の取締役

会決議に基づき、Kienny　

Investments　Inc.とローンアグリー

メントを締結しました。当社は平成18

年４月13日付けで2009年満期ユーロ円

建転換社債型新株予約権付社債（発行

総額20億円）を発行、発行手取金につ

きましては、新規事業及びM&Aに対す

る投融資、当社の財政基盤の強化等に

充当していく予定でありますが、15億

円につきましては資金使途が具体化す

るまでの短期的運用を目的として貸付

を行っております。その概要は下記の

とおりです。

 記

 1.貸付先　Kienny　Investments　

Inc.

 2.貸付額　 金1,500,000,000円

 3.利　息　 年1％

 4.貸付日　 平成18年4月13日

 5.返済期限 平成21年4月9日

 6.返済方法

 ①当社は、当社と社債買取人（IP　

Synergy　Finance　Inc.）が連名によ

り署名し、期限前支払金額と資金使途

を記載した通知書類を貸付先に送付す

ることにより、通知受領後15営業日以

内の強制期限前弁済を請求することが

できる。

 ②貸付先は、2営業日前までに当社に

通知することにより、1000万円単位で

任意期限前弁済をすることができる。

7.担　保 

 社債買取人より提供される株式会社

アイ・ビー・イー2009年満期ユーロ円

建転換社債型新株予約権付社債（総額

1,500,000,000円分）。なお当該担保

社債については、権利行使の対象とな

る社債の額面相当額が貸付先より期限

前弁済されない限り、新株予約権、償

還請求権等の権利を有効に行使するこ

とができない。

8.担保管理人　　東京青山・青木法律

事務所 
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当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ───

 

 

 （3）平成18年6月16日開催の取締役

会において、株式会社アイ・ビー・

イー第2回新株予約権（第三者割当）

を平成18年7月3日に発行することを決

議いたしました。概要は下記のとおり

です。

１. 新株予約権の名称 

 株式会社アイ・ビー・イー第2回新株

予約権（第三者割当） 

２. 本新株予約権の目的である株式の

種類及び数

 本新株予約権の目的である株式の種

類及び総数は当社普通株式6,500株（以

下「割当株式数」という。）とす

る。

但し、第12項により、割当株式数が調

整される場合には、本新株予約権の目

的である株式の総数は調整後割当株式

数に応じて調整されるものとする。

３． 本新株予約権の総数　 １個 

４. 各本新株予約権の払込金額

 本新株予約権1個あたり金338,000円

５. 新株予約権の払込金額の総額  

  金338,000円 

６．申込期間                     

 平成18年7月3日（ロンドン時間） 

７．割当日及び払込期日 

 平成18年7月3日（ロンドン時間）

８．発行地 

 英国

９．募集の方法及び割当先

 第三者割当の方法により、全てIP 

Synergy Finance Inc.に割り当てる。

10. 本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額 

 (1) 各本新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額は、行使価額

（以下に定義する。）に行使請求にか

かる割当株式数を乗じた額とする。
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当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

    ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ───

 

 

 (2) 本新株予約権の行使により当社

が当社普通株式を新たに発行又はこれ

に代えて当社の有する当社普通株式を

処分（以下当社普通株式の発行又は処

分を「交付」という。）する場合にお

ける株式1株あたりの払込金額（以下

「行使価額」という。）は、当初

200,200円（以下「当初行使価額」と

いう。）とする。

11. 行使価額の修正 

 行使価額は、平成18年7月7日（金）

以降の毎週月曜日、水曜日及び金曜日

（以下「修正日」という。）以降、修

正日の直前の取引日まで（当日を含

む。）の5連続取引日（但し、売買高

加重平均価格のない取引日を除く。）

の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の毎日の売買高

加重平均価格の平均値の90％に相当す

る金額（但し、計算の結果1円未満の

端数が生じる場合は、その端数を切り

上げた金額。以下「修正後行使価額」

という。）に修正される。但し、かか

る算出の結果、修正後行使価額が当初

行使価額の102％（但し、第13項によ

る調整を受ける。以下「上限行使価

額」という。）を上回る場合には、修

正後行使価額は上限行使価額とする。

12. 割当株式数の調整

当社が第13項の規定に従って行使価額

の調整を行う場合には、割当株式数は

次の算式により調整されるものとする。

但し、調整の結果1株未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てる。 

調整後割当

株式数　＝

調整前割当株式数 × 調

整前行使価額

調整後行使価額

 上記算式における調整前行使価額及

び調整後行使価額は、第13項に定める

調整前行使価額及び調整後行使価額と

する。
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当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

    ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ───

 

 

13. 行使価額の調整  

当社は、本新株予約権の割当後、時価

を下回る価額を募集株式の払込金額と

してその発行する当社普通株式又はそ

の処分する当社普通株式を引き受ける

者の募集をする場合（但し、当社普通

株式の交付と引換えに取得される証券

もしくは取得させることができる証券

又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の取得又は行使に

よる場合を除く。）には、次に定める

算式により行使価額を調整する。なお、

次の算式において「既発行株式数」は、

当社の発行済普通株式総数から、当社

の有する当社普通株式数を控除した数

とする。 

既発

行株

式数 ＋

新発

行・処

分株式

数

×

1株当

たりの

払込金

額

調整

後
＝

調整

前
×

時価

行使

価額

行使

価額

既発行株式数＋新発行・処分

株式数

また、当社は当社普通株式の分割・併

合等一定の事由が生じた場合にも適宜

行使価額を調整する。 

14．本新株予約権を行使することがで

きる期間 

平成18年7月6日から平成21年7月3日

（いずれも日本時間）（第16項各号に

従って本新株予約権が取得される場合、

取得される本新株予約権については、

取得のための通知がなされた日の翌

日）までとする。 

15．その他の本新株予約権の行使の条

件 

本新株予約権は、一括行使のほか部分

行使ができるものとする。但し、1株

未満の端数についての行使請求はでき

ない。 
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当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

    ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ───

 

 

16．本新株予約権の取得の事由及び取

得の条件

(1) 当社は、当社が吸収合併による消

滅並びに株式交換又は株式移転により

他の会社の完全子会社となることを当

社の株主総会で決議した場合、会社法

273条第2項の規定に従って通知し、且

つ（本新株予約権証券が発行されてい

る場合は）公告したうえで、当該株式

交換又は株式移転の効力発生日以前の

取締役会が別途定める日に、その時点

において残存する本新株予約権の全部

を発行価額と同額で取得することがで

きる。 

(2) 当社は、本新株予約権の消却が必

要と当社取締役会が決議した場合は、

会社法273条第2項の規定に従って通知

し、且つ（本新株予約権証券が発行さ

れている場合は）公告したうえで、当

社取締役会で定める取得日に、その時

点において残存する本新株予約権の全

部又は一部を発行価額と同額で取得す

ることができる。 

17．新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社

取締役会の承認を要するものとす

る。 

18．本新株予約権の行使により株式を

発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金に関する事項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を

発行する場合において増加する資本金

の額は、会社計算規則第40条第1項の

規定に従い算出される資本金等増加限

度額の2分の1の金額とし、計算の結果

1円未満の端数が生じる場合はその端

数を切り上げた金額とする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を

発行する場合において増加する資本準

備金の額は、本項(1)記載の資本金等

増加限度額から本項(1)に定める増加

する資本金の額を減じた額とする。 

19．本新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権者の請求あると

きに限り本新株予約権証券を発行す

る。 
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当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

    ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ───

 

 

20．本新株予約権の払込金額及びその

行使に際して出資される財産の価額の

算定理由 

当社は、本新株予約権の諸条件、新株

予約権の発行決議に先立つ当社普通株

式の株価、当社普通株式の株価変動性

（ボラティリティ）等を考慮して、一

般的な価格算定モデルであるモンテカ

ルロ・シミュレーションによる算定結

果を参考に、金338,000円を本新株予

約権の1個当たりの払込金額とした。

また、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額は、当初、平成18

年6月15日の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の終値の平均を

10%上回る額とした。 

21．行使請求受付場所　　

当社経営管理部  

22. 払込取扱場所 

株式会社三菱東京UFJ銀行　青山支店 

23. その他 

(1) その他本新株予約権発行に関して

必要な事項は、当社代表取締役社長に

一任する。 

(2) 会社法その他の法律の改正等、本

要項の規定中読替えその他の措置が必

要となる場合には、当社は必要な措置

を講じる。 
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