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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績の進捗状況 （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 490 － △273 － △302 －

17年９月中間期 － － － － － －

(参考)18年３月期 1,573 △838 △1,568

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 △324 － △14,267 94 － －

17年９月中間期 － － － － － －

(参考)18年３月期 △2,111 △93,447 86 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △18百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 △685百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 22,760株 17年９月中間期 －株 18年３月期 22,596株

③会計処理の方法の変更 無

④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。

⑤平成18年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年９月中間期及び平成18年３月期の数値のみを記載しております。

(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

18年９月中間期 3,246 △254 △7.8 △11,062 08

17年９月中間期 － － － － －

(参考)18年３月期 2,213 40 1.8 1,769 70

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

(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

18年９月中間期 111 △1,460 1,407 315

17年９月中間期 － － － －

(参考)18年３月期 △363 △134 254 256

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 2社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 2社

２．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

※　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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１.企業集団の状況
　当社グループは、当社（株式会社アイ・ビー・イー）、子会社１社（匿名組合リアルネットワークス）、関連会社

２社（ダイナウェア・ソリューションズ株式会社他１社）で構成され、デジタル映像技術とコンピュータ技術を融合

したシステムサービスを提供することを主要事業としており、営業活動は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・その他事業の３形態を中心に展開しております。なお、当社グループは小規模組織であるため、

組織上の事業区分は設けておりません。　

　当社グループにおける各社の位置付けおよび事業形態との関連は、次のとおりであります。

 ①　システムインテグレーション事業

　「デジタル映像技術」にデータベース・ネットワークを中心とする「コンピュータ技術」を融合させることにより、

顧客がより効果的なビジネス環境と収益獲得の機会を得られるように、「映像」を有用な「情報」として最適化・統

合化するデジタル映像管理システムやビデオコミュニケーションシステム等のソリューションを放送業界や文教業界

および一般企業向けに提供しております。販売および開発は当社が行っております。

 ②　プロダクト事業

　システムインテグレーション事業で培ったノウハウをコンポーネント化し、より汎用性の高いソフトウェアを当社

が企画・開発・販売しているほか、他社製のデジタル映像関連機器やデジタル映像関連ソフトウェアも取り扱ってお

ります。マルチメディア・コンテンツ自動作成システム「EZプレゼンテーター」、字幕放送画面制作システム

「NeON」、ブロードバンドコミュニケーションシステム「GloBiz21」「WebVicon」などの販売を行っております。販

売代理店としてダイナウェア・ソリューションズ株式会社（持分法適用関連会社）が、主として地方自治体等に向け

て営業活動を行っております。

 ③　サービス・その他事業

　システムインテグレーションに係る保守サービスやコンサルティング業務、顧客の映像資産を最適な形でデジタル

化するエンコードサービス等のサービス事業を当社が行っております。

　また、デジタル映像コンテンツの流通事業については匿名組合リアルネットワークス（連結子会社）が行っており

ます。

 事業系統図は次のとおりであります。

 

（連結子会社） 
 
匿名組合リアルネットワークス 

（持分法適用関連会社） 
匿名組合オノカワムラコンサルテ
ィング 

顧          客 
 

（放送業界、大学、一般企業、地方自治体等） 

（大学） 

（一般企業） 

（放送・映像業界） 

Video-ITパッケージ販売 

（持分法適用関連会社） 
 
ダイナウェア・ソリューションズ 

当      社 
 

システムインテグレーション事業 

当      社 
 

プロダクト事業 

当      社 
 

サービス・その他事業 

（放送・映像業界） 

（大学） 

（一般企業） 

（大学） 

（一般企業） 

販売代理店 

（地方自治体等） 

Video-ITパッケージ販売 

（放送・映像業界） 

組合収益の受入 

（一般企業） 

Video-ITシステム開発 Video-ITサービス提供 

コンテンツ事業 
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２.経営方針

（1）会社の経営の基本方針

当社グループは、「Interactive　Broadband　Environment」のキーワードのもと、IT（情報技術）に、より表現

力豊かなビデオ（映像）という表現形式を組み合わせることによって、人と人とをつなぐコミュニケーションに貢献

するシステムである「Video-ITソリューション」を提供しています。

当社グループは映像関連技術とコンピュータ関連技術という、それぞれ技術基盤が異なる二種類のテクノロジーを

融合させる事業領域において、最先端の技術、ノウハウを持っています。これらを活用することで、お客様に「Video-

IT」分野におけるシステムインテグレーション、プロダクト開発・販売、教育、その他サービスを通じて「Video-

IT」のワンストップ・サービスを提供し、新しいビジネスマーケットを創出し、社会に貢献いたします。

（2）会社の利益配分の基本方針

当社は株主への利益還元を経営の重要な課題と位置づけております。当社は現在成長途上の段階にあると考えてお

り、内部留保の充実を図り将来の事業のための投資等に充当し企業価値の拡大を目指すことが、結果として株主に対

する最大の利益還元につながるとの認識から、設立以来現在まで、株主への配当は実施しておりません。今後につき

ましては、各期の業績、将来の事業展望等を勘案しながら株主への安定的な利益還元を実施してまいる所存でありま

すが、当面は内部留保を優先する可能性があります。

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

投資単位の引下げは、株式流動性の向上、投資家層の拡大のために有効な施策であると考えております。平成18年

9月30日現在、当社の株主総数3,837名のうち個人投資家が3,767名（98.2％）となっており、当社の株式分布状況は

すでに広範囲にわたっていると考えております。また、投資単位の引き下げには多額のコストを要することから、現

在のところ投資単位の引き下げを実施することは考えておりません。

（4）目標とする経営指標

当社では、株主資本の充実を図り、株主に対しての利益還元を行うことが重要な経営課題であると考えており、株

主資本当期純利益率の最大化を重要な経営指標としております。そのために、積極的に新たなマーケットを創出し収

益力を高めるとともに、資本効率の向上と高付加価値なシステムソリューションの提供を目指します。

（5）中期的な経営戦略

当社は、先端技術開発を手掛ける研究開発分野や放送局をはじめとする映像制作分野において、高品位なデジタル

映像管理システムの納入を中心に優位性を確保してまいりました。今後は、ブロードバンドの浸透を背景に、あらゆ

る分野において映像テクノロジーとIT（情報技術）ノウハウを融合させた「Video－IT」に対しての需要を喚起する

条件が整ってきたことを踏まえ事業を展開してまいります。つまり、当社が先端技術分野で培った技術を、いわゆる

「一般企業」に対しても積極的に提供し、マーケットを拡大していきたいと考えております。

①高品位な技術・サービスの提供

当社は映像技術とコンピュータ技術という性質の異なったテクノロジーとノウハウを融合させる事業領域において、

先端技術開発分野や映像制作分野を中心に、ユニークなソリューションを顧客に対して提供してまいりました。PCの

性能の向上やネットワークインフラの急速な整備、第3世代携帯電話の普及等、今後当社の事業領域の裾野は拡大・

多様化してまいりますが、今まで培った「Video-IT」に関する技術・ノウハウをコア・コンピタンスとして、他社に

は真似できない高品位な技術・サービスを提供していくことを目指し、事業体制を構築してまいります。

②新規市場の開拓

映像を利用したビジネスを模索しているのは、もはや一部のコンテンツホルダーや先端技術開発企業だけではあり

ません。経営効率の向上、販売促進目的、eラーニング等様々な目的での映像利用が、ビジネスの道具として各企業

から注目されつつあります。ビジネスパートナーとの積極的なアライアンスを通じて、新たなマーケットの創出に注

力していきます。
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③サービス事業の強化 

今後「Video-IT」に対する需要は更に拡大し、市場も成熟していくものと考えています。そのことを背景に、市場

ニーズは益々多様化・高度化していくことは必至です。顧客にシステムソリューションを提供するのみならず、それ

に関する保守や運営支援・コンサルティング等の事業分野を強化して、総合的なビジネスソリューションの提供に注

力してまいります。

（6）会社の対処すべき課題

 　　当社は、市場環境の変化に柔軟に対応し収益を確保するために、対処すべき課題を以下のように考えております。

①高い技術力の保持 

本格的なマルチメディア時代の到来とともに、映像テクノロジーとITノウハウを融合させた「Video-IT」に対する

需要はますます多様化・複雑化することが予想されます。このような情勢のなかで着実な成長を維持しつづけるため

には、開発者個人の能力向上は勿論、ノウハウ、知識、技術を組織的に共有、発展させていくことが必要であります。

当社では、社内インフラを整備し、情報の共有化を進めるとともに、評価・社内研修システムを体系化することによ

り、人材の一層のレベルアップを図ることを目指します。

②開発体制の強化・拡充 

 ブロードバンドインフラの普及を背景に各企業とも「Video-IT」を収益力向上やビジネス創出のための戦略的ツー

ルとして有効活用しようという気運が高まってきております。これまでも番組というコンテンツを現有する放送・映

像業界や講義コンテンツ自体が大きな差別化要因となる大学等教育機関においては、デジタル映像技術やインター

ネット・ネットワーク環境の進歩により、それらを積極的に利用し、重要な経営資源であるコンテンツ資産の多元的

活用を図ろうとする積極的ニーズがあり、その分野で当社は実績を築いてまいりました。近年は一般事業会社におい

ても、効果的な情報伝達・共有の手段として「Video-IT」を活用しようという動きが顕著になり、その広がりをみせ

てきております。しかし、映像コンテンツ自体を生業としている放送・映像業界等とは異なり、一般企業における

「Video-IT」ソリューションの導入においては、既存の事業活動のインフラである業務系基幹システムや社内ネット

ワーク等との有機的な連携がより重視されます。一般企業においては、これらの構築・整備と併せ、総合的ビジネス

ソリューションとして「Video-IT」を利用したいという顧客が多いのが現在の状況です。

当社は先端システム研究所を中心に、多様化する顧客の潜在的需要を満たすための技術開発に注力してまいりました。

その結果、放送・映像マーケットや文教マーケットにおいて、高い技術的評価を得てまいりました。今後さらなる拡

大が予想される一般企業マーケットにおいては、顧客の総合的な幅広い要望に柔軟に対応できる開発リソースおよび

ノウハウの拡充に努めていくことが不可欠であると考えております。

③収益構造の転換 

当社の収益構造は、受託開発案件を中心に決算期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

損益が偏る傾向になります。今後は、自社商品の積極的な開発と展開、代理店契約やOEM協定締結などによる販売権

の取得あるいは販売チャネル開拓の努力により、プロダクト事業の基盤を強化するとともに、保守・コンサルティン

グを始めとするサービス事業の拡充を図ってまいります。併せて、受託開発案件についても、年間を通した主体的な

提案活動を計画的に顧客に行っていく社内体制を構築し、収益機会確保と収益平準化を進め、収益構造の強化・安定

を図ってまいります。

（7）親会社等に関する事項

　　該当事項はありません。

（8）事業等のリスクについて

当社の業績は、今後起こりうるさまざまな要因により大きな影響を受ける可能性があります。以下において、当社

の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上の

リスクに該当しない事項についても、投資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項に

ついては、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社はこれらのリスク発生の可能性を認

識した上で、発生の予防および発生した場合の対応に努める方針であります。

　なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間連結会計期間末（平成18年9

月30日）現在において判断したものであります。

1. マーケティングと販売活動について 

－ 4 －



①マーケティング機能と商品企画力

マルチメディア需要を喚起するためには、エンドユーザーに対して利便性の高いシステムとサービスを提供するこ

とが重要と認識しております。当社では、エンドユーザーニーズの吸収と開発担当部門とのフィードバックに基づく

商品開発を柔軟に行えるよう、体制の整備に注力しておりますが、当社の体制がニーズの吸収と魅力的新商品の開発

を適切に行いうるとの保証はありません。 

②販売活動について 

当社では、事業提携株主とも協力したマーケティング体制の確立、OEMや代理店を利用した販売チャネル開拓、展

示会への出展やセミナー開催などを通して販売促進と販売チャネル獲得のための努力を行っております。しかしなが

ら、これら努力によっても、計画した販売量を達成できず、また効果的販売チャネルを確立できないため、利益を十

分に確保できない可能性があります。 

2. 開発体制と組織について

①人材の確保について 

ブロードバンド環境下で要求される技術はますます多様化・複雑化することが予想され、優秀な技術者を確保する

ことは当社事業の成長にとり極めて重要であります。外注を含め、現時点では、必要な人材は確保されていると考え

ておりますが、特に技術の陳腐化が早い環境においては人事・報酬・評価制度の陳腐化も早く、競争力のある制度の

選択と導入は経営上の重要課題であると認識しております。しかしながら、いずれの制度についても継続的な人材確

保を保証するものではなく、将来、人材の流出を招き、また、優れた人材を確保することができず、将来的な事業展

開の障害となりうる可能性があります。

③小規模組織であることについて

平成18年9月30日現在、当社従業員数は44名（使用人兼務役員数は含まれません。）と組織が小さく、内部管理体

制もこのような規模に応じたものとなっております。今後、事業規模の拡大にともない現在の体制では対処できなく

なる可能性があり、当社ではこのような事態に対処すべく、今後、人員の増強や内部管理体制の一層の充実を図って

まいりますが、これにともない固定費の増加、損益分岐点の上昇を余儀なくされる可能性があります。 

3. 技術とサービスについて

①技術革新について  

 IT関連技術は技術革新の進歩が速く、それに応じて業界標準及び利用者ニーズが急速に変化し、新技術や新製品

が相次いで登場しております。これら新技術などへの対応が遅れた場合、当社の提供するサービスが陳腐化・不適応

化し、業界内での競争力低下を招く可能性があり、当社事業及び経営に不利な影響を及ぼす可能性があります。特に

MPEGに代わる映像データ圧縮方式が普及または標準化された場合、新たな研究開発固定費の増加と損益分岐点の上昇

を余儀なくされる可能性があります。
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②システムの不具合について 

一般的にシステム上の不具合（いわゆるバグ）を完全に解消することは不可能であるといわれており、当社システ

ムにおいても各種不具合が発生することがあります。契約において免責事項を定めてはいるものの、当社の重大な過

失による不具合が発生した場合、当社業績に影響を与える可能性があります。なお、顧客より、当社システムの不具

合に関して当社業績に重大な影響を与えるクレーム等を受けたことはなく、訴訟等も発生しておりません。 

4.  知的所有権の侵害について 

当社は多種多様なプログラム等を活用しており、基本的には当社独自のもの、あるいは適法に使用許諾されたプロ

グラム等であると認識しておりますが、当社の認識の範囲外で、第三者の知的所有権を侵害する可能性があります。

特に、コンテンツ配信に関する分野において、ビジネスモデル特許がどのように適用されるか想定することは非常に

困難であり、当社商品開発後に予想外の係争が発生し、これらの係争が当社の事業に影響を与える可能性がありま

す。 

5.  法的規制等について 

 当社の事業は有害物質の使用削減や廃棄物処理、製品リサイクルに関する様々な環境法令の適用下にあります。

環境対応に対する議論が高まる中、今後これらの規制がより厳しくなった場合、これらに対応するための費用負担が

増加し、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

6.　経営成績の季節的変動について 

 当社顧客の多くが3月決算を採用しており、受託開発案件を中心に決算期末に納入と検収が集中するため、結果と

して下半期、特に第4四半期に売上高及び損益が偏る傾向にあります。年間収益を平準化するため、当社ではプロダ

クト事業、サービス事業に注力するほか、年間を通した計画的な提案営業を推進するなどの努力を行っております。

7.　配当政策について

当社は株主への利益還元を経営の重要な課題と位置づけております。当社は現在成長の初期段階にあると考えてお

り、内部留保の充実を図り将来の事業のための投資等に充当し企業価値の拡大を目指すことが、結果として株主に対

する最大の利益還元につながるとの認識から、設立以来現在まで、株主への配当は実施しておりません。今後につき

ましては、各期の業績、将来の事業展望等を勘案しながら株主への安定的な利益還元を実施してまいる所存でありま

すが、当面は内部留保を優先する可能性があります。 

8.　新株予約権について 

当社は、当社の役員・従業員に対して当社の業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的として、また当社コ

ンサルタント等外部支援者に対し、当社との協業意欲の向上を図ることを目的として新株予約権によるストックオプ

ション制度を採用しております。平成14年９月13日に役員4名、従業員31名、コンサルタント等外部支援者5名に対し

第1回新株予約権を付与しており、平成18年９月30日現在の同新株予約権に関する潜在株式数は1,186株であります。

これは同日現在の発行済株式総数23,034株の5.1％に相当しております。

  また、平成18年７月３日には、効果的な株主資本の拡充と迅速な資金調達の手段として、第三者割当方式による第

2回新株予約権を発行しております。平成18年９月30日現在の同新株予約権に関する潜在株式は6,200株であります。

これは同日現在の発行済株式総数23,034株の26.9％に相当しております。

  これら新株予約権が行使された場合、1株当たりの価値は希薄化し、当社の株価形成に影響を与える可能性があり

ます。

9.　ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について 

 当社は平成18年４月13日に、新規事業及びM&Aに対する投融資、当社の財務基盤の強化・改善に充当する目的で

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行しておりますが、償還期限である平成21年４月９日までにその大部分

が株式に転換されない場合、当社は社債の償還資金が必要となります。また、繰上償還の請求が行われる可能性があ

ります。これらの場合、当社の財務戦略および事業展開に重大な影響を与える可能性があります。同転換社債型新株

予約権付社債の新株予約権に関する潜在株式数は7,692株であり、これは平成18年９月30日現在の発行済株式総数

23,034株の33.4％に相当しております。この新株予約権が行使された場合、1株当たりの価値は希薄化し、当社の株

価形成に影響を与える可能性があります。
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３．経営成績及び財政状態

（1）経営成績

①業績の概況 

当中間連結会計期間における我が国経済は、堅調さを持続している個人消費や企業業績の改善を背景とした設備投

資に支えられ景気回復の基調を維持しております。しかし、原油価格の動向や、金利上昇の影響など今後注視すべき

不透明な材料も多く、今後につきましては決して楽観できない状況であります。 

このような状況の中、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、急速な

ブロードバンドインフラや第3世代携帯電話の普及を背景に、一般事業会社においても「Video-IT」を収益力向上の

戦略的ツールとして導入しようという気運が高まってきており,『「既存事業」と「Video-IT」の融合』が加速化し

てきております。また、放送業界においては放送と通信の融合といううねりの中、多メディア・多チャンネル展開の

動きが本格化してきており、「Video-IT」に関連する市場は順調に拡大してきております。

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、ブロードバンド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。

システムインテグレーション事業においては、多チャンネル時代に対応し映像コンテンツの多元的利用を目論む放

送・映像業界や、eラーニングの導入により講義等の映像資産を活用し教育効果の向上を目指す大学等教育機関、

「Video-IT」を導入して収益力の向上や新たなビジネス機会の創造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。放送・映像マーケットにおきましては、ハイビジョンや新しいファイル圧縮形式であるH.264に対応した

先端的なソリューションに対する需要が大きくなってきております。当社では、これらの新技術にいち早くから対応

してまいりました。また、大規模デジタルアーカイブ（映像を蓄積・管理するシステム）等の導入実績に基づく映像

のファイル化及び関連技術優位性を活かし、大手民間放送局や大規模な映像コンテンツを保有する企業等を中心に、

先進的ソリューションを提案し営業の成果をあげてまいりました。大学等教育機関においては、前期は国立大学等を

中心に営業活動を展開してまいりましたが、今期は私立大学や専門学校等に裾野を広げた営業活動をおこなっており

ます。一般企業に関しては、コンピュータ・ネットワークや携帯電話等の情報網を活用し、新たなビジネス展開を模

索する動きや、社内外の情報伝達効率化の手段として「Video-IT」の積極活用を図ろうとする動きが本格化してまい

りました。多様な顧客の要望に応えるには、当社の既存プロダクトであるブロードバンド・コミュニケーションシス

テム「GloBiz21」「WebVicon」、マルチメディア・コンテンツ自動作成システム「EZプレゼンテーター」等の導入を

切り口にしながら、トータルシステムを提案・構築できる社内リソースの整備、パートナー企業とのアライアンスの

構築が重要であると考えております。当中間会計期間においては前会計期間の反省を踏まえ、これら体制の整備・拡

充にも重点をおいてまいりました。このように各マーケットに対して積極的な事業活動を展開してまいりましたが、

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、当中間連結会計期間においては、

194,550千円の売上計上となっております。 

　プロダクト事業においては、マルチメディア・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」等を中心に販売を行ってまいりました。特に、字幕放送画面制作システム「NeON」について

は、行政による放送字幕付与に関する指針の徹底もあり、映像制作プロダクションを中心に需要が拡大してきており、

順調な販売成果をあげることができました。この結果、プロダクト事業において169,199千円の売上を計上いたしま

した。

サービス事業では、システムインテグレーションの保守サービス、「Video-IT」に関するコンサルティング、デジ

タルコンテンツ流通ビジネスを中心に126,802千円の売上げを計上しております。なお、ホテル向けVODシステム

「VVNET」につきましては、事業分野の選択・再構築の観点から、平成18年9月に同設備を売却し事業から撤退してお

ります。これに伴い、特別損益項目において77,765千円の固定資産売却益と77,711千円のリース解約損を計上してお

ります。

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は490,552千円（6.8％増）、経常損失は302,443千円百万円（前年同期

は経常損失562,160千円）、当中間純損失は323,467千円（前年同期は中間純損失1,143,311千円）となりました。 

注）当社は中間連結財務諸表作成初年度のため、上記比較はいずれも前年同期の当社単体数値と比較しておりま

す。 
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②通期の見通し（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 

平成19年3月期につきましては、今後ますます拡大が予想される「Video-IT」関連市場の需要に対応し、次期以降

の成長の礎となる経営資源の強化を推進してまいります。当社のコア・コンピタンスである「Video-IT」技術を核と

して、多様化する幅広い顧客の要望に十分に対応できる体制を強化していきます。その一環として、平成18年10月1

日にはモバイルビジネスユニットを新設し、携帯電話をはじめとしたモバイル系動画配信ソリューションの提案、開

発を行うほか、11月からはデジタル映像ビジネスを展開する顧客に対して、「Video-IT」の入口でもある高品位デジ

タル映像データ変換サービス事業を本格的に開始いたします。

　また、当社が先端技術分野において培ってきた技術ノウハウのソリューションパッケージ化を推し進め、販売機会

の拡大、利益率・資本効率の向上を目指してまいります。放送局向けアーカイブシステムの構築のノウハウをシステ

ム化した次世代アーカイブシステムの投入や、既存プロダクトのリニューアルを積極的に行っていくほか、放送型の

サービスを安価・容易に構築できる『小型（ミニ）放送局』ソリューションの提供を開始するなど映像関連ビジネス

を取り巻く多方面から顧客ニーズをトータルでフォローできる体制を構築してまいります。

　社内リソースの整備とともに、パートナー企業とのアライアンスを強化していくことで、顧客に対する総合提案力

を高め、一般事業会社に対する総合的なビジネスソリューションを提供できる体制を強化してまいります。これら企

業総合力の強化による受注単価の向上策と併せて原価管理や工程管理体制についても既に抜本的な見直しを行ってお

り、全体的な収益率の向上に努めてまいります。

　今後の事業拡大に向け必要な技術・事業開発に関しては当社のコア・コンピタンスとのシナジーを十分検討したう

えで投資を行っていく予定であります。

なお、当社顧客の多くが3月決算を採用しており、受託開発案件を中心に決算期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。年間損益の平準化を図るため当社ではプロダクト事業の

基盤強化や年間を通した主体的な計画営業の推進、サービス事業に注力するなどの努力を行っております。平成17年

3月期及び平成18年3月期それぞれの、上半期及び下半期の経営成績は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

期別
平成17年3月期 平成18年3月期

上半期 下半期 上半期 下半期

項目 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

売上高 890,399 31.4 ％ 1,943,871 68.6 ％ 459,280 29.2 ％ 1,113,759 70.8 ％

営業損益 △430,035 △186.4 ％ 660,707 286.4 ％ △564,593 67.4 ％ △273,699 32.6 ％

経常損益 △460,470 △243.8 ％ 649,307 343.8 ％ △562,160 35.8 ％ △1,006,279 64.2 ％

（注）1.  金額に消費税等は含まれておりません。 

      2.  比率は事業年度に占める上半期及び下半期の割合を示しております。

      3.  当社は平成18年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成17年3月期の数値については単体の

　　　　　  数値により比較しております。

平成19年3月期の業績予想

売　上　高 経 常 利 益 当期純利益

通　　　　　期
百万円 百万円 百万円

1,900 40 30

 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日に公表いたしましたとおり変更はありません。

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には

様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想

に全面的に依拠して投資等の判断を行うことはお差し控え下さい。  
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（2）財政状態 

キャッシュフローの状況

当中間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

減少要因があったものの、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59,152千円増加し、当中間連結会計期間末には315,957千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュフロー） 

当中間連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は111,360千円となりました。これは主な支出要因として、税

金等調整前中間純損失323,467千円がありましたが、増加要因として売上債権の回収が352,248千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） 

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は1,460,179千円となっております。貸付による支出

1,525,000千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） 

当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は1,407,971千円となっております。新株予約権付社債

発行による収入1,975,498千円が主な増加要因です。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264,000

千円、社債の償還による支出196,500千円であります。 

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 47.2 51.1 41.1 1.8 △7.8

時価ベースの自己資本比率（％） 151.0 146.3 208.3 262.9 70.1

債務償還年数（年） 10.1 1.6 － － 5.6

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）
14.7 52.5 － － 14.5

（注）１.各指標は下記をもとに算定しております。

　　　　・自己資本比率                             ：自己資本／総資産

　　　　・時価ベースの自己資本比率                 ：株式時価総額／総資産

 　　　　株式時価総額は、期末株価終値に期末発行済株式数を乗じて算定しております。

　　　　・債務償還年数　　　　　　　　　　　　　　 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　・インタレスト・カバレッジ・レシオ　　　　 ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 　　 ２．平成18年３月期末より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、平成18年３月期中間期末以前の

　　　　　数値につきましては単体の財務諸表の数値に基づいて計算しております。

　　　３．営業キャッシュフローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュフローを使用しておりま

　　　　す。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

　　　　ます。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

　　　４．「債務償還年数」および「インタレスト・カバレッジ・レシオ」につきましては、営業キャッシュフロー

　　　　　がマイナスの場合は記載しておりません。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成18年９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   315,957   256,805  

２．受取手形及び売掛金   262,254   614,502  

３．たな卸資産   197,392   117,841  

４．短期貸付金   1,678,000   －  

５．その他   110,639   198,095  

貸倒引当金   △164,768   △23,914  

流動資産合計   2,399,475 73.9  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  ※1 14,758   15,922   

(2）その他 ※1 30,798 45,556 1.4 23,812 39,735 1.8

２．無形固定資産        

(1）ソフトウエア  318,113   389,996   

(2）その他  509 318,622 9.8 509 390,505 17.6

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  102,705   166,975   

(2）長期前払費用  218,170   262,209   

(3）その他 ※2 173,354   292,010   

貸倒引当金  △11,003 483,227 14.9 △101,395 619,799 28.0

固定資産合計   847,406 26.1  1,050,040 47.4

資産合計   3,246,882 100.0  2,213,370 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成18年９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   151,829   190,952  

２．短期借入金 ※3  236,000   500,000  

３．一年以内返済予定長期借
入金

※2  33,260   52,440  

４．一年以内償還予定社債   453,500   393,000  

５.未払金   99,688   134,433  

６．その他   97,030   102,493  

流動負債合計   1,071,308 33.0  1,373,318 62.1

Ⅱ　固定負債        

１．社債   500,000   757,000  

２．新株予約権付社債   1,900,000   －  

３．長期借入金   30,000   40,000  

４.繰延税金負債   377   2,819  

固定負債合計   2,430,377 74.8  799,819 36.1

負債合計   3,501,686 107.8  2,173,138 98.2

(純資産の部)        

Ⅰ　株主資本        

　１.資本金   1,018,708   －  

  ２.資本剰余金   798,048   －  

  ３.利益剰余金   △2,069,339   －  

  株主資本合計   △252,581 △7.7  － －

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 △7.8  － －

  負債・純資産合計   3,246,882 100.0  － －

(資本の部)        

Ⅰ　資本金   － －  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) 中間連結損益計算書

  
当中間連結会計期間

（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   490,552 100.0  1,573,039 100.0

Ⅱ　売上原価   447,096 91.1  1,532,884 97.5

売上総利益   43,455 8.9  40,154 2.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  316,967 64.6  878,448 55.8

営業損失   273,512 △55.8  838,293 △53.3

Ⅳ　営業外収益        

１.受取利息  11,676   10,601   

２.研究開発助成金  29,331   12,136   

３.その他  2,207 43,215 8.8 38,057 60,795 3.9

Ⅴ　営業外費用        

１.支払利息  7,991   16,728   

２.社債発行費  24,501   78,458   

３.株式交付費   85   －   

４.新株予約権発行費   11,291   －   

５.持分法による投資損失  18,199   685,342   

６.貸倒引当金繰入額  5,607   －   

７.その他  4,471 72,148 14.7 10,411 790,941 50.3

経常損失   302,445 △61.6  1,568,439 △99.7

Ⅵ　特別利益        

  １.固定資産売却益 ※２ 77,765   －   

２．貸倒引当金戻入益  1,923 79,689 16.2 3,954 3,954 0.2

Ⅶ　特別損失        

１．投資有価証券評価損  22,999   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. ソフトウエア評価損  －   99,050   

６.リース解約損  77,711   －   

７．その他  － 100,711 20.5 5,867 519,795 33.0

税金等調整前中間（当
期）純損失

  323,467 △65.9  2,084,280 △132.5

法人税、住民税及び事
業税

 1,270   950   

法人税等調整額  － 1,270 0.3 26,317 27,267 1.7

中間（当期）純損失   324,738 △66.2  2,111,547 △134.2
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　　中間連結剰余金計算書

  

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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　　中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（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

平成18年３月31日　残高

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

中間連結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   324,462 324,462

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額）

（千円）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
16,603 16,603 △324,462 △291,255

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,018,708 798,048 △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

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 33,207

中間純損失 － － － 324,462

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額）

（千円）

△3,828 △3,828 322 △3,505

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,828 △3,828 322 △294,760

平成18年９月30日　残高

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

  
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ
シュ・フロー計算書

（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前中間（当
期）純損失

 323,467 2,084,280

減価償却費  81,810 245,401

長期前払費用償却  43,750 101,500

貸倒引当金の増加額  50,461 118,045

受取利息及び受取配当金  △11,676 △10,601

支払利息  7,991 16,728

社債発行費  24,501 78,458

株式交付費  85 ―

新株予約権発行費  11,291 ―

デリバティブ評価損益
(△損失)

 305 △23,382

持分法による投資損失  18,199 685,342

有形固定資産売却益  △77,761 ―

投資有価証券評価損  22,999 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

ソフトウエア評価損  ― 99,050

ソフトウエア除却損  ― 5,833

リース解約損  77,711 ―

売上債権の減少額  352,248 253,146

たな卸資産の減少額（△
増加額）

 △79,551 28,383

仕入債務の減少額  △39,122 △80,508

その他流動資産の減少額
(△増加額）

 64,465 △42,632

その他流動負債の増加額
(△減少額)

 △116,408 25,180

小計  107,831 △291,423

利息及び配当金の受取額  12,952 9,628

利息の支払額  △7,677 △15,987

法人税等の支払額  △1,745 △65,647

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 111,360 △363,429
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当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ
シュ・フロー計算書

（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） 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

 △15,442 △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

投資有価証券の償還によ
る収入

 35,000 ―

出資金返戻による収入  4,783 525,000

出資金分配による収入  5,423 27,689

貸付による支出  △1,525,000 △50,300

貸付金の回収による収入  36,559 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

 △1,460,179 △134,186
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当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ
シュ・フロー計算書

（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） 金額（千円）

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

 △264,000 ―

長期借入金の返済による
支出

 △29,180 △63,435

社債の発行による収入  ― 585,170

社債の償還による支出  △196,500 △333,000

新株予約権付社債の発行
による収入

 1,975,498 ―

新株予約権付社債の償還
による支出

 △100,000 ―

株式の発行による収入  33,106 60,720

新株予約権の発行に伴う
純支出 

 △10,953 ―

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,407,971 254,455

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)

 59,152 △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中間
期末（期末）残高

 315,957 256,805
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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

当中間連結会計期間
（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）

 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、当中間連結会計期間におい

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、

当中間連結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の間、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。当中間連結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。当中間連結会計

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。

 当社および当社グループは、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。
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当中間連結会計期間
（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）

 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、中間連結

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中間連結財務諸表には反映してお

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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間連結会計期間

（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．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　１社

 　 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 

(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、中間

　　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、全体にしても連結財務

　　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。 

(1）連結子会社の数　１社

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　０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

ビューおよび匿名組合むびじぇねプロジェク

トについては当中間連結会計期間中に清算結

了しております。

(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）　　　　　─────

３．連結子会社の中間決算日

（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

トワークスの中間連結決算日は５月31日で

あります。連結財務諸表の作成にあたりま

しては、中間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

トワークスの連結決算日は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

中間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

 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
当中間連結会計期間

（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）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。  

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。 

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

 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）その他中間連結財務諸

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。 

消費税の会計処理 

　税抜方式によっております。 

５．中間連結キャッシュ・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 

 中間連結キャッシュ・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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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

  ※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。

 ※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

 　　　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、運転資金の効果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、運転資金の効果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。

 当座貸越極度額の総額　　　　　450,000千円

 借入実行残高　　　　　　　　  150,000千円

 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　　　　　　          　300,000千円     　 差引額　　　　　　      　 　450,000千円
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（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（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.主要な費用項目及び金額は次のとおりでありま

す。 

 ※１.主要な費用項目及び金額は次のとおりであります。

 従業員給与賞与  58,366千円

 研究開発費  46,186千円

 貸倒引当金繰入額 46,777千円

 従業員給与賞与  180,749千円

 研究開発費  290,307千円

 ※２.固定資産売却益の内訳

　　　工具器具備品　　　　　　　　　　　77,765千円

 ※２.固定資産売却益の内訳

　　　　　　　　　　　────

 ※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 24,134 

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。

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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 当中間連結会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9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）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注） 22,734 300 ― 23,034

合計 22,734 300 ― 23,034

（注）普通株式の株式数の増加300株は、第２回新株予約権の行使による増加であります。 

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)

当中間連結会

計期間末残高

(千円）

前連結会計年

度末

当中間連結会

計期間増加

当中間連結会

計期間減少

当中間連結会

計期間末

提出会社

(親会社)

　第１回新株予約権

　※５
普通株式 1,186 － － 1,186 －

　転換社債型新株予約権付債

　※１，２，５
普通株式 － 8,097 405 7,692 －

　第２回新株予約権

　※３，４，５
普通株式 － 6,500 300 6,200 322

合計 － 1,186 14,597 705 15,078 322

 ※１.転換社債型新株予約権付社債の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 ※２.転換社債型新株予約権付社債の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

 ※３.第２回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 ※４.第２回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 ※５.上表の新株予約権は、すべて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。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（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）

※現金及び現金同等物の中間会計期間

末残高と中間連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

（平成18年9月30日現在）

※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

（平成18年3月31日現在）

現金及び預金 315,957千円

現金及び現金同等物 315,957千円

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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①　リース取引

当中間連結会計期間
（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）

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期末

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) 

中間期末

残高相当

額

(千円）

有形固

定資産 
35,967 26,228 9,150 588

ソフト

ウエア 
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．未経過リース料中間期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 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、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 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

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

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
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②　有価証券

当中間連結会計期間（平成18年９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）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 40,000 18,000 △22,000

(2）その他
　投資信託

50,000 47,455 △2,545

合計 90,000 65,455 △24,545

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 16,250

(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 21,000

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

－ 26 －



③　デリバティブ取引関係

当中間連結会計年度末（自平成18年4月１日　至平成18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
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利
金利スワップ取引    

変動受取・固定支払 200,000 △4,935 △4,935 

合計     200,000  △4,935 △4,935 

前連結会計年度末（自平成17年４月１日　至平成18年３月31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
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利
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 

④　ストック・オプション等

該当事項はありません。　

 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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）において、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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）において、当社グループは本邦以外の国々また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。

ｃ．海外売上高

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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）において、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）

当中間連結会計期間 
（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

 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。

 

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。

当中間連結会計期間 
(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株当たり中間（当期）純損失金額

中間（当期）純損失（千円） 324,738 2,111,547

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）
324,738 2,111,547

期中平均株式数（株） 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）②

  （注）③

 （注）①

潜在株式の種類

（注）①　第１回新株予約権

 
  当中間連結会計期間
 (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) 

 株主総会特別決議日 平成14年9月13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 
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（注）②　転換社債型新株予約権付社債

 
当中間連結会計期間 

(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  

 
 当中間連結会計期間

 (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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 当中間連結会計期間

 (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）

当中間連結会計期間
（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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当中間連結会計期間
（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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当中間連結会計期間
（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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当中間連結会計期間
（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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当中間連結会計期間
（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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当中間連結会計期間
（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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当中間連結会計期間
（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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当中間連結会計期間
（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。 

21．行使請求受付場所　　

当社経営管理部  
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当中間連結会計期間
（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）

 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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５．生産、受注及び販売の状況

 

(1)生産実績

事業区分

当中間連結会計期間
（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）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

システムインテグレーショ

ン
181,932  －　% 725,068  －　%

プロダクト 49,119  －　% 117,198  －　%

サービス 111,761  －　% 278,608  －　%

合計 342,813  －　% 1,120,875  －　%

（注）１．金額は製造原価によっております。

 

(2)仕入実績

事業区分

当中間連結会計期間
（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）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

システムインテグレーショ

ン
―    －　% 3,609   －　%

プロダクト 97,256    －　% 385,612   －　%

サービス 7,027    －　% 22,787   －　%

合計 225,694    －　% 412,009   －　%

（注）１．金額は仕入価格によっております。

(3)受注状況

事業区分

当中間連結会計期間
（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）

受注高
（千円）
前年同期比
（％）

受注残高
（千円）
前年同期比
（％）

受注高
（千円）
前年同期比
（％）

受注残高
（千円）
前年同期比
（％）

システムインテグレー

ション

412,000

－　%

468,550

－　%

588,408

－　%

27,297

－　%

プロダクト
219,000

－　%

386,299

－　%

580,860

－　%

7,626

－　%

サービス
82,763

－　%

188,963

－　%

297,894

－　%

40,034

－　%

合計
713,763

－　%

1,043,813

－　%

1,467,152

－　%

74,957

－　%

（注）金額は販売価格で表示しております。
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(4)販売実績

事業区分

当中間連結会計期間
（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）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

システムインテグレーショ

ン
194,550   －　% 699,111  －　%

プロダクト 169,199   －　% 575,134   －　%

サービス 126,802   －　% 298,794   －　%

合計 490,552   －　% 1,573,039   －　%

（注）１．当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。

相手先

当中間連結会計期間

 （自　平成18年４月１日

　 至　平成18年９月30日）

前連結会計期間

 （自 平成17年４月１日

　 至　平成18年３月31日）

金額
（千円）

割合
（％）

金額
（千円）

割合
（％）

日本電気株式会社 65,210 13.3 % －  －　% 

日立キャピタル株式会社 54,205 11.1 % －  －　% 

フォレストダインシステムズ株式会社 53,202 10.9 % －  －　% 

日本エスジーアイ株式会社 －  －　% 174,441  11.1　%

株式会社エイチジーシステム －  －　% 210,000 13.3　%
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