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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 436 94.9 △239 － △302 －

17年９月中間期 459 51.6 △564 － △562 －

18年３月期 1,501 △816 △887

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 △324 － △14,267 94

17年９月中間期 △854 － △37,963 83

18年３月期 △2,132 △94,374 92

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 22,760株 17年９月中間期 22,508株 18年３月期 22,596株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 3,228 △254 △7.9 △11,062 08

17年９月中間期 3,146 1,294 41.1 57,284 50

18年３月期 2,190 40 1.8 1,769 70

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 23,034株 17年９月中間期 22,598株 18年３月期 22,734株

②期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 ―株 18年３月期 －株

２．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

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 － － －

19年３月期（実績） － － －

19年３月期（予想） － － －

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 375,036   306,575    247,080   

２. 受取手形 ―   ―    3,339   

３．売掛金 241,312   222,136    564,010   

４．たな卸資産 155,751   197,392    117,841   

５. 繰延税金資産  312,267   ―    ―   

６. 短期貸付金  ―   1,678,000    99,310   

７. その他 ※４ 200,421   114,784    97,910   

８. 貸倒引当金 △1,461   △124,768    △23,914   

流動資産合計  1,283,327 40.8  2,394,120 74.1 1,110,792  1,105,577 50.5

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１ 78,938   45,556    39,735   

２．無形固定資産

(1）ソフトウェ
ア

583,618   318,113    389,996   

(2）その他 509   509    509   

 計 584,127   318,622    390,505   

３．投資その他の
資産

          

(1）投資有価証
券

 177,250   102,705    166,975   

(2）関係会社株
式

※２ 592,000   0    0   

(3）出資金 372,307   －    ―   

(4) 関係会出資
金 

―   171,084    291,090   

(5）その他 358,737   207,775    298,313   

(6) 貸倒引当金 △3,949   △11,003    △101,395   

(7) 投資損失引
当金

△296,000   －    －   

　　　　計 1,200,345   470,562    654,983   

固定資産合計  1,863,412 59.2  834,741 25.9 △1,028,670  1,085,224 49.5

資産合計  3,146,740 100.0  3,228,861 100.0 82,121  2,190,802 100.0

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 79,130   151,829    190,952   

２．短期借入金 ※３ 150,000   236,000    500,000   

３．一年内返済予
定長期借入金

※２ 58,860   33,260    52,440   

４．一年内償還予
定社債

393,000   453,500    393,000   

５．その他 154,474   178,698    214,357   

流動負債合計  835,465 26.6  1,053,287 32.6 217,822  1,350,749 61.7

Ⅱ　固定負債  

１．社債 953,500   500,000    757,000   

２. 新株予約権付
社債

－   1,900,000    －   
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

３．長期借入金 ※２ 63,260   30,000    40,000   

４. 繰延税金負債  －   377    2,819   

固定負債合計  1,016,760 32.3  2,430,377 75.3 1,413,617  799,819 36.5

負債合計  1,852,225 58.9  3,483,665 107.9 1,631,440  2,150,569 98.2
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

 Ⅰ　株主資本

１.資本金  － －  1,018,708 31.6   － －

２.資本剰余金           

 (1)資本準備金 －   798,048    －   

資本剰余金合計  － －  798,048 24.7   － －

 　３.利益剰余金           

(1)その他利益剰
余金

－   550    －   

 　繰越利益剰余金 －   △2,069,889    －   

 　利益剰余金合計  － －  △2,069,339 △64.1   － －

 株主資本合計  － －  △252,581 △7.8   － －

 Ⅱ　評価・換算差額等

 １.その他有価証券評価

差額金
 －   △2,545    －  

 評価・換算差額等合計  － －  △2,545 △0.1   － －

 Ⅲ　新株予約権  － －  322 0.0   － －

 純資産合計  － －  △254,803 △7.9   － －

 負債・純資産合計  － －  3,228,861 100.0   － －

 （資本の部）           

Ⅰ　資本金  990,885 31.5  － －   1,002,105 45.7

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 770,225   －    781,445   

資本剰余金合計  770,225 24.5  － －   781,445 35.7

Ⅲ　利益剰余金  

１　任意積立金 826   －    826   

２　中間（当期）
未処理損失

467,420   －    1,745,426   

 　　利益剰余金合計  △466,594 △14.9  － －   △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  1,294,515 41.1  － －   40,232 1.8

負債・資本合計  3,146,740 100.0  － －   2,190,802 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  459,280 100.0  436,990 100.0 △22,289  1,501,938 100.0

Ⅱ　売上原価  560,067 121.9  403,346 92.3 △156,721  1,445,384 96.2

売上総利益
（△損失）

 △100,787 △21.9  33,643 7.7 134,431  56,553 3.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

 463,806 101.0  273,556 62.6 △190,249  872,610 58.1

営業損失  564,593 △122.9  239,912 △54.9 △324,681  816,057 △54.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  31,199 6.8  43,214 9.9 12,015  60,795 4.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  28,765 6.3  105,747 24.2 76,981  132,125 8.8

経常損失  562,160 △122.4  302,445 △69.2 △259,714  887,387 △59.1

Ⅵ　特別利益 ※３  4,953 1.1  79,689 18.2 74,736  3,954 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４  586,104 127.6  100,711 23.0 △485,393  1,221,795 81.3

税引前中間
（当期）純損
失

 1,143,311 △248.9  323,467 △74.0 △819,844  2,105,228 △140.2

法人税、住民
税及び事業税

1,388   1,270    950   

法人税等調整
額

△290,210 △288,821 △62.9 － 1,270 0.3 290,092 26,317 27,267 1.8

中間（当期）
純損失

 854,489 △186.0  324,738 △74.3 △529,751  2,132,495 △142.0

前期繰越利益  387,068   －    387,068  

中間（当期）
未処理損失

 467,420   －    1,745,426  
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(3)中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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
任意積立金 繰越利金剰余金 利益剰余金合計

平成18年３月31日　残高

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

中間会計期間中の変動額

新株の発行 16,603 16,603 － － － 33,207

中間純損失    324,738 324,738 324,738

特別償却準備金取崩額 － － △275 275 － －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
16,603 16,603 △275 △324,462 △324,738 △291,530

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,018,708 798,048 550 △2,069,889 △2,069,339 △252,581

評価・換算差額等
新株予約権 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３月31日　残高

（千円）
1,283 1,283 － 40,232

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － － 33,207

中間純損失 － － － 324,738

特別償却準備金取崩額 － － － －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額）
△3,828 △3,828 322 △3,505

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,828 △3,828 322 △295,036

平成18年９月30日　残高

（千円）
△2,545 △2,545 322 △254,803
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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

税引前中間純利益（△損失） △1,143,311

減価償却費 128,289

長期前払費用償却 7,000

固定資産の除却損 33

貸倒引当金の減少額 △1,853

投資損失引当金の増加額 296,000

減損損失 31,737

出資金評価損 110,000

商品評価損 142,500

ソフトウェア除却損 5,833

受取利息 △4,464

支払利息 8,507

社債発行費 14,830

デリバティブ損益 △13,478

売上債権の減少額 626,336

たな卸資産の減少額 9,473

前渡金の増加額 △1,277

仕入債務の減少額 △192,330

その他の減少額 △19,930

小計 3,895

利息の受取額 4,350

利息の支払額 △7,120

法人税等の支払額 △64,328

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

△63,203
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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

△10,030

無形固定資産の取得による支
出

△182,501

投資有価証券の取得による支
出

△50,000

出資金の返戻による収入 525,000

出資金分配金による収入 3,080

出資金の払込による支出 △315,000

貸し付けによる支出 △50,000

貸付金の回収による収入 250

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

△169,921

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

短期借入による純支出 △345,000

長期借入金の返済による支出 △33,755

社債発行による収入 585,170

社債の償還による支出 △136,500

株式の発行による収入 38,280

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

108,195

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
（△）

△124,929

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中間期末
残高

 ※ 375,036
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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

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成18年９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

2,111,547千円の大幅な当期純損失を計

上し、当中間会計期間においても

324,738千円の中間純損失を計上した結

果、254,803千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事業年

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、当中間

会計期間におきましては、324,738千円

の中間純損失を計上し、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。 

 

－ 9 －



当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成18年９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

保いたしました。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6,500株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、

当事業年度中の速やかな資本強化を見

込んでおります。当中間会計期間末時

点では300株の本新株予約権の行使によ

り、33,192千円の払込みがあり、

16,603千円を資本に組入れております。

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。当中間

会計期間において100,000千円の転換社

債型新株予約権付社債の買入消却を行

い負債の圧縮を図っております

　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、中間財務諸表は

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中間財

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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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)有価証券

①満期保有目的の債券

　　償却原価法を採用してお

　ります。

②関連会社株式

　　移動平均法による原価法

　を採用しております。

③その他有価証券

  時価のあるもの　　　　

　　　　───

 

 

 

 

 

  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。

(1)有価証券

①満期保有目的の債券

　　　　　同左

②関連会社株式

　　　　　同左

 

③その他有価証券

　時価のあるもの　　　　

　中間決算日の市場価格等に

　基づく時価法（評価差額は

　全部純資産直入法により処

　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　　　

(1）有価証券

①満期保有目的の債券

　　　　　同左

 

②関連会社株式

 　　　　 同左

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

　　　　　同左　　　

 ２.デリバティブ等の評

　　価基準及び評価方法

時価法 　　同左 　　　　　　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 (2)仕掛品 (2)仕掛品

　個別法による原価法に

よっております。

同左 同左

(3)貯蔵品 (3)貯蔵品 (3)貯蔵品

　先入先出法による原価法

によっております。

同左 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 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

①自社利用のソフトウェア

　社内における見込利用可

能期間（３～５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

　見込販売可能期間（３

年）による定額法によって

おります。

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

　　　　　同左

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

　　　　　同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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。

 (2)投資損失引当金

  関連会社株式に対する損失

に備えるため、その財政状態

等を勘案して必要と認められ

る額を計上しております。

(1)貸倒引当金 

同左

 

 

 

 

 

 

 (2)投資損失引当金

　―――― 

 (1)貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

 (2)投資損失引当金

 ―――― 

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．中間キャッシュ・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．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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、当中間会計期間

から同会計基準及び同適用指針を適用

しております。

これにより、営業損失、経常損失は、

9,325千円減少し、税引前中間純損失は、

22,412千円増加しております。

───  「固定資産の減損に係る会計基準」

　当事業年度より(「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）を適用しておりま

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」

 　当中間会計期間から、「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△254,806千円であります。

 

 ───
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

（中間貸借対照表）

　前中間期まで、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示していました

「出資金」は、当中間会計期間末にお

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、前中間会計期間末の「出資

金」の金額は161,936千円であります。

　　

　前中間期まで、区分掲記していまし

た「短期貸付金」は、当中間会計期間

末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」に含めて表示することとしました。

　

　なお、当中間会計期間末の「短期貸

付金」の金額は146,000千円でありま

す。　

 （中間貸借対照表）

　前中間期まで、流動資産の「その

他」に含めて表示していました「短期

貸付金」は、当中間会計期間末におい

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、前中間会計期間末の「短期貸付

金」の金額は146,000千円であります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減

価償却累計額
109,646千円

※１．有形固定資産の減

価償却累計額 
84,065千円

※１．有形固定資産の減

価償却累計額  
75,187千円

※２.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　　 222,000千円

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　　

 　　　　　　　　　　　38,860千円

長期借入金　　　 13,260千円

※２.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

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　　

 　　　　　　　　　　　 13,260千円

※２.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

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

※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

座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当中間会計期間

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　  　　　   150,000千円

差引額　　　　　　　　800,000千円

※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２行と当

座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当中間会計期間

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　　　450,000千円

借入実行残高　  　　　    150,000千円

差引額　　　　　　　　 300,000千円 

※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。

 

 　当座貸越極度額及び貸出

　 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 ※４．消費税等の取扱い ※４.消費税の取扱い

　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。

　　　　　同左 ────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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 3,299千円

有価証券利息 1,165千円

デリバティブ評

価益

13,478千円

受取利息 9,935千円

有価証券利息 1,740千円

研究開発助成金 29,331千円

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

研究開発助成金 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

支払利息 6,192千円

支払保証料 4,300千円

社債発行費 14,830千円

   

   

匿名組合費用 51,798千円 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 4,953千円 固定資産売却益 77,765千円 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

投資損失引当金

繰入額 

296,000千円

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

投資有価証券評

価損

22,999千円

リース解約損 77,711千円

関係会社株式評

価損 

591,999千円

商品評価損 161,500千円

 ※５. 減損損失

 　減損損失の内訳は次のとおりです。

用途 場所 種類
減損損失

(千円)

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 

31,737

　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。

 

 

 

────

 

 ※５.減損損失

 　減損損失の内訳は次のとおりです。

用途 場所 種類
減損損失

(千円)

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 

31,737

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

(31,737千円)として特別損失に計上しま

した。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

  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。 

 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 17,718千円

無形固定資産 110,570千円

有形固定資産 8,877千円

無形固定資産 72,933千円

有形固定資産 36,901千円

無形固定資産 208,499千円

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年３月31日）

※現金及び現金同等物の中間会計期

　間末残高と中間貸借対照表に掲記

　されている科目の金額との関係

（平成17年9月30日現在）

 ────  ────

現金及び預金 375,036千円

現金及び現金同等物 375,036千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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

　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、減損損失累計額相

当額及び中間会計期間末残高相当額

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

当額及び中間会計期間末残高相当額

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) 

中間会計

期間末残

高相当額

（千円）

有形固

定資産
165,537 52,637 9,150 103,749

ソフト

ウェア
543,550 164,950 20,806 357,792

合計 709,087 217,587 29,957 461,542

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) 

中間会計

期間末残

高相当額

（千円）

有形固

定資産
35,967 26,228 9,150 588

ソフト

ウェア
543,550 261,176 20,806 261,566

合計 579,517 287,404 29,957 262,155

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．未経過リース料中間会計期間末残高

相当額及びリース資産減損勘定の残高

２．未経過リース料中間会計期間末残高

相当額及びリース資産減損勘定の残高

２．未経過リース料期末残高相当額及び

　リース資産減損勘定の残高

１年内 141,985千円

１年超 353,347千円

合計 495,332千円

リース資産減損
勘定残高 

22,412千円

１年内 97,491千円

１年超 180,552千円

合計 278,043千円

リース資産減損
勘定残高 

3,259千円

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、減価償却費相当額及び支払

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、減価償却費相当額及び支払

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 72,018千円

リース資産減損勘定

の取崩額

9,325千円

減価償却費相当額 57,677千円

支払利息相当額 7,346千円

減損損失 31,737千円

支払リース料 77,411千円

リース資産減損勘定

の取崩額

9,660千円

減価償却費相当額 62,659千円

支払利息相当額 6,011千円

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 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。

　　　　　　同左 同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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。

　　　　　　同左 同左
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②　有価証券

前中間会計期間（平成17年９月30日現在）

１.時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（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

      投資信託 50,000

当中間会計期間（平成18年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成18年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

③　デリバティブ取引

 　　　 前中間会計期間末（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

　　　　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

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
2,790千米ドル 2,838 2,838

 
オプション取引

（売建）プット
1,860千米ドル △8,836 △8,836

金利 スワップ取引 200,000千円 △8,536 △8,536

合計 ― △14,533 △14,533

　（注）１.時価の算定方法

 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。　

④　持分法損益等

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

関連会社に対する投資の

金額（千円）
(注)　　296,000

持分法を適用した場合の

投資の金額（千円）
303,974

持分法を適用した場合の

投資利益の金額（千円）
△267,077

（注）当該金額は、投資損失引当金296百万円を控除後の金額であります。 
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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 57,284円50銭

１株当たり中間純損失 37,963円83銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式がある

ものの、当中間期は中間純損失のため、

記載を省略しております。

１株当たり純資産額 △11,062円08銭

１株当たり中間純損失  14,267円94銭

 同左

 １株当たり純資産額 1,769円70銭 

 １株当たり当期純損失94,374円92銭 

　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株当たり中間（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。

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９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株当たり中間（当期）純損失金額

中間（当期）純損失（千円） 854,489 324,738 2,132,495

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純損失（千

円）
854,489 324,738 2,132,495

期中平均株式数（株） 22,508 22,760 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株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

（注）①

 

（注）①

 （注）②

 （注）③

 　　　（注）①

 

潜在株式の種類

（注）①　第１回新株予約権  

 
 前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

 当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

 前会計年度  
 (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13日 同左  同左  

 新株予約権の残高 661個  593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 1,322株 1,186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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（注）②　転換社債型新株予約権付社債  

 
 当中間会計期間

 (自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日)

 新株予約権付社債の残高 1,900,000,000円

 新株予約権の残高(個) 190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 7,692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

（注）③　第２回新株予約権  

 
 当中間会計期間

 (自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日)

 発行日 平成18年7月3日 

 新株予約権の残高(個)   1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          6,200株 

 新株予約権の行使時の払込金額

 （行使価格の修正）

 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、下記

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。

 （行使価格の調整）

 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。 
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 当中間会計期間

 (自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日)

 

 

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

新株予約権の行使期間 
平成18年7月6日から

 平成21年7月3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）　　

　新株予約権の行使時の払込金額を発行価格と

する。　　

（資本組入額）

　発行価格の半額とする。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）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。

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。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 ――――  ―――― 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。

  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

 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。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 ――――  ―――― (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。 

(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

 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。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 ―――― ――――  (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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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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。

 (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。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

―――― ―――― 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。

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。 
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

―――― ―――― 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。 

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。 

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。 
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

―――― ―――― 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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