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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）２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３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日　～　平成18年12月31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３四半期 771 ― △413 ― △437 ― △983 ―

18年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（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３四半期 △42,680 90 ― ―

18年３月期第３四半期 ― ― ― ―

（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、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、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、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まい

りました。しかしながら、今期においては継続的な営業基盤を確立するまでにはいたらず、スポット取引が中心と

なったこともあり、当初予定していた成果を達成するにはいたりませんでした。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た

めにはトータル・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。当第3四半期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、当第3四半期連結会計期間においては、

355,100千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228,830千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187,202千円の売上げを計上しております。

平成19年３月期 平成18年３月期 対前年
前期（通期）

第３四半期 第３四半期 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 355 46.0 ― ― ― 699 44.4

プロダクト 228 29.7 ― ― ― 575 36.6

サービス 187 24.3 ― ― ― 298 19.0

合計 771 100.0 ― ― ― 1,573 100.0

 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まいりました。前第3四半期会計期間に比して損益状況、財務体質ともに改善の方向

に向かってはいるものの、収益を生み出す企業体質への転換を果たすためには、更なる事業分野の選択と集中が必要

との観点から、当社資産全般について今後の事業方針等も鑑み、その資産性を改めて精査いたしました。その結果、

第3四半期連結会計期間において624,738千円の特別損失を計上することとなりました。　

 以上の結果、当四半期連結会計期間の売上高は771,132千円となり、経常損失は437,869千円、第３四半期純損失は

983,239千円となりました。

 （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。
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(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３四半期 969 △798 △82.4 △32,292 59

18年３月期第３四半期 ― ― ― ― ―

（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３四半期 117 115 △173 316

18年３月期第３四半期 ― ― ― ―

（参考）18年３月期 △363 △134 254 256

［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59,628千円増加し、当四半期連結会計期間末では316,433千円となりました。

　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、117,334千円となりました。これは主な支出要因として、税金等調

整前四半期純損失981,928千円がありましたが、増加要因として減価償却費113,657千円、減損損失281,206千円、ソフト

ウェア評価損230,629千円および売上債権の回収の結果得られた資金が451,169千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得られた資金は、115,330千円となりました。貸付金の回収による収入1,579,634千

円が主な要因であります。また、減少要因のうち主なものは貸付による支出1,525,000千円であります。

  （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使用した資金は、173,036千円となりました。新株予約権付社債の償還による支出

1,600,000千円、短期借入金の返済による支出418,500千円および社債の償還による支出220,500千円が主な要因であります。

また、増加要因のうち主なものは新株予約権付社債の発行による収入1,975,498千円、株式の発行による収入144,567千円

であります。
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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 1,130 △500 △1,050

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△42,443円11銭

［業績予想に関する定性的情報等］

 平成18年11月17日に公表しました平成19年3月期の通期業績予想について、本日同時に公表いたしました「平成19年３月

期通期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、連結・個別共に修正いたします。

（参考）平成19年３月期の個別業績予想（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 1,030 △470 △1,050

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△42,443円11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。
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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３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31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   316,433   256,805  

２．受取手形及び売掛金   163,333   614,502  

３．たな卸資産   133,257   117,841  

４．短期貸付金   146,000   ―  

５．その他   31,213   198,095  

貸倒引当金   △194,641   △23,914  

流動資産合計   595,597 61.4  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 14,176   15,922   

(2) その他 ※１ 29,796 43,973 4.5 23,812 39,735 1.8

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア  61,416   389,996   

(2）その他  509 61,926 6.4 509 390,505 17.6

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  55,650   166,975   

(2）長期前払費用  50,076   262,209   

(3) 長期性預金  100,000   ―   

(4) 敷金  61,536   ―   

(5）その他 ※２ 743   292,010   

貸倒引当金  △2 268,003 27.6 △101,395 619,799 28.0

固定資産合計   373,902 38.6  1,050,040 47.4

資産合計   969,499 100.0  2,213,370 100.0
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当第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31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   39,478   190,952  

２．短期借入金 ※３  81,500   500,000  

３．一年以内返済予定長
期借入金

※２  26,000   52,440  

４．一年以内償還予定社
債

  429,500   393,000  

５. リース資産減損勘
定 

  146,012   ―  

６．その他   120,517   236,926  

流動負債合計   843,008 87.0  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   400,000   ―  

３．長期借入金   25,000   40,000  

４．繰延税金負債   377   2,819  

固定負債合計   925,377 95.4  799,819 36.1

負債合計   1,768,386 182.4  2,173,138 98.2

 (純資産の部)        
 Ⅰ　株主資本        

 １．資本金   1,074,644   ―  

 ２．資本剰余金   853,984   ―  

 ３．利益剰余金   △2,727,840   ―  

 株主資本合計   △799,211 △82.4  ― ―

 Ⅱ　新株予約権　   324 0.0  ― ―

 純資産合計   △798,886 △82.4  ― ―

 負債・純資産合計   969,499 100.0  ― ―

        

（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）四半期連結損益計算書

  
当第3四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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   771,132 100.0  1,573,039 100.0

Ⅱ　売上原価   701,212 90.9  1,532,884 97.5

売上総利益   69,920 9.1  40,154 2.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  483,075 62.7  878,448 55.8

営業損失   413,155 △53.6  838,293 △53.3

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  14,874   10,601   

２．研究開発助成金  29,331   12,136   

３．その他  4,390 48,595 6.3 38,057 60,795 3.9

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  11,195   16,728   

２．持分法による投資損
失

 18,199   685,342   

３．社債発行費  24,501   78,458   

４．新株予約権発行費  13,091   ―   

５．その他  6,323 73,310 9.5 10,411 790,941 50.3

経常損失   437,869 △56.8  1,568,439 △99.7

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  2,913   3,954   

２．固定資産売却益 ※２ 77,765 80,679 10.5 ― 3,954 0.2

Ⅶ　特別損失        

１．投資有価証券評価損  32,599   13,999   

２．リース解約損  77,711   ―   

３．投資有価証券売却損  2,590   ―   

４．減損損失 ※３ 281,206   117,378   

５．商品評価損  ―   161,500   

６．貸倒引当金繰入額  ―   122,000   

７．ソフトウェア評価損  230,629   99,050   

８．その他  ― 624,738 81.0 5,867 519,795 33.0

税金等調整前第３四
半期（当期）純損失

  981,928 △127.3  2,084,280 △132.5

法人税、住民税及び
事業税

 1,311   950   

法人税等調整額  ― 1,311 0.2 26,317 27,267 1.7

第３四半期（当期）
純損失

  983,239 △127.5  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３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12月31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

当第３四半期連結会計期間中の変

動額

新株の発行 72,539 72,539  145,079

第３四半期純損失（千円）   △983,239 △983,239

株主資本以外の項目の当第３四

半期連結会計期間中の変動額

（純額）

    

当第３四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円）
72,539 72,539 △983,239 △838,160

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,074,644 853,984 △2,727,840 △799,211

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

当第３四半期連結会計期間中の変

動額

新株の発行    145,079

第３四半期純損失（千円）    △983,239

株主資本以外の項目の当第３四

半期連結会計期間中の変動額

（純額）

△1,283 △1,283 324 △958

当第３四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円）
△1,283 △1,283 324 △839,118

平成18年12月31日　残高

（千円）
― ― 324 △798,886
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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3四半期連結会計年度
 （自　平成18年４月１日
 至　平成18年12月31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３四半期
(当期)純損失(△損失）

 △981,928 △2,084,280

減価償却費  113,657 245,401

長期前払費用償却  78,750 101,500

貸倒引当金の増加額  69,334 118,045

受取利息及び受取配当金  △14,874 △10,601

支払利息  11,195 16,728

社債発行費  24,501 78,458

株式交付費  408 ―

新株予約権発行費  13,091 ―

デリバティブ評価益  △656 △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  △77,765 ―

投資有価証券評価損  32,599 13,999

投資有価証券売却損  2,590 ―

減損損失  281,206 117,378

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  230,629 99,050

ソフトウェア除却損  ― 5,833

リース解約損  77,711 ―

売上債権の減少額  451,169 253,146

たな卸資産の減少額(△
増加額)

 △15,416 28,383

仕入債務の減少額  △151,473 △80,508

その他流動資産の減少額
(△増加額)

 66,123 △42,632

その他流動負債の増加額
(△減少額)

 △116,453 25,180

小計  112,600 △291,423

利息及び配当金の受取額  15,975 9,628

利息の支払額  △9,455 △15,987

法人税等の支払額  △1,786 △65,647

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 117,334 △363,429
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 当第3四半期連結会計年度
 （自　平成18年４月１日
 至　平成18年12月31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

 △17,939 △14,452

 有形固定資産の売却に
よる収入

 77,765 ―

ソフトウェアの取得によ
る支出

 △1,934 △185,404

投資有価証券の取得によ
る支出

 △10,000 △50,000

投資有価証券の売却によ
る収入

 47,410 ―

投資有価証券の償還によ
る収入

 35,000 ―

リース解約による支出  △77,711 ―

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  1,579,634 19,000

長期前払費用の増加によ
る支出

 △2,100 △405,720

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 115,330 △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

 △418,500 ―

長期借入金の返済による
支出

 △41,440 △63,435

社債の発行による収入  ― 585,170

社債の償還による支出  △220,500 △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

 △1,600,000 ―

株式の発行による収入  144,567 60,720

新株予約権の発行に伴う
純支出 

 △12,662 ―

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △173,036 254,455

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 ― ―
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 当第3四半期連結会計年度
 （自　平成18年４月１日
 至　平成18年12月31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）

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額(△減少額)

 59,628 △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３
四半期末(期末)残高

 316,433 256,805
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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3四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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3四半期連結会計期間においても

983,239千円の第3四半期純損失を計上した結果、798,886千円の

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。前第3四半期会計期間

に比して損益状況、財務体質ともに改善の方向に向かってはい

るものの、収益を生み出す企業体質への転換を果たすためには、

更なる事業分野の選択と集中が必要との観点から、当社資産全

般について今後の事業方針等も鑑み、その資産性を改めて精査

いたしました。その結果、第3四半期連結会計期間において

624,738千円の特別損失を計上、983,239千円の第3四半期純損失

を計上することとなりました。

  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、前連結会計年度および当第3四半期連結会計期間に行った不

採算資産整理の効果も加わり、来連結会計年度以降の損益構造

の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。同

社債につきましてはその後の当社の資本調達の状況や株式市場

の動向を考慮し、将来の償還リスクを軽減する観点から、当第3

四半期連結会計期間末時点で1,600,000千円の買入消却を行って

おりますが、当座の運転資金として400,000千円を確保しており

ます。さらに効果的な株主資本の強化を図るため平成18年7月3

日に第2回新株予約権6,500株を発行、平成18年12月15日には第3

回新株予約権13,000株を発行いたしました。これら新株予約権

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、

当第3四半期連結会計期間末時点では2,005株の新株予約権の行

使により、144,975千円の払込を受けております。また、当社グ

ループでは戦略的な資金調達計画を策定しており、それに基づ

いた更なる財務体質強化のための施策を進めております。

 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３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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

(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

  　　(連結の範囲から除いた理由) 

 ────

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

　　ついては当第３四半期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３四半期連結決算

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３四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
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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。

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 

　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

 

 

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３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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△

798,886千円であります。

――――
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(6）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第3四半期連結会計期間末
（平成18年12月31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

　　　　　　　　　　89,125千円

※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 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 6,000千円

　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 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１行と当座貸越契約してお

ります。この契約に基づく当第３四半期末

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 400,000千円

借入実行残高 0千円

差引額 400,000千円

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

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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 90,177千円 

 研究開発費 62,237千円 

 貸倒引当金繰入額 72,247千円 

 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．固定資産売却益の内訳  ※２．固定資産売却益の内訳

 　　　工具器具備品　　　77,765千円  ─────

 ※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 

ユニファイド

仕様メールシ

ステム

　本社 所有権移

転外ファ

イナンス

リース

423

ネットワーク

対応デジタル

映像編集ＳＤ

Ｋ

　本社 所有権移

転外ファ

イナンス

リース

9,566 

Ｃ４Custom開

発ライセンス

　本社 所有権移

転外ファ

イナンス

リース

45,941

　

 ※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
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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）

携帯コンテン

ツ流通管理シ

ステム 

本社 所有権移

転外ファ

イナンス

リース

14,919

デジタルコン

テンツアセッ

トマネージ

　本社 所有権移

転外ファ

イナンス

リース

75,160

コンテンツ使

用料

匿名組合リ

アルネット

ワークス

長期前払

費用

135,194

 （

 

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(146,012千円)として

特別損失に計上しました。

　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(135,194千円)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。　

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３四半期連結会計期間(自　平成18年4月1日　至　平成18年12月31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３四半期連結会計

期間増加株式数(株)

当第３四半期連結会計期間

減少株式数(株)

当第３四半期連結会計

期間末株式数(株)

 発行済株式     

 　　普通株式 22,734 2,005 ─── 24,739 

 　　　合計 22,734 2,005  ───  24,739 

（注）普通株式の株式数の増加2,005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)
当第３四半

期連結会計

期間末残高

(千円）

前連結会計

年度末

当第３四半

期連結会計

期間増加

当第３四半

期連結会計

期間減少

当第３四半

期連結会計

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社債

※１，２，５
普通株式 － 8,097 6,478 1,619 －

第２回新株予約権

※３，４，５
普通株式 － 6,500 2,005 4,495 233

第３回新株予約権

※３，５
普通株式 － 13,000 － 13,000 91

合計 － 1,186 27,597 8,483 20,300 324

※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回新株予約権および第３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。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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３四半期末残高と四半

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 316,433千円

 現金及び現金同等物 316,433千円

 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３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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第３四半期末残高相当額

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３四半

期末残高

相当額

（千円）

 ソフト

 ウエア
481,130 243,619 138,325 99,185

合計 481,130 243,619 138,325 99,185

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）

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３四半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 93,126千円

１年超 157,085千円

合計 250,212千円

リース資産減損勘定の

残高 
146,012千円

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 105,297千円

リース資産減損勘定の取

崩額 

12,920千円

減価償却費相当額 85,254千円

支払利息相当額 8,095千円

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３四半期連結会計期間末（平成18年12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）
当第３四半期連結貸
借対照表計上額（千
円）

差額（千円）

(1）株式 40,000 8,400 31,600

 合計 40,000 8,400 31,600

２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 当第３四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 26,250

(2）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
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（デリバティブ取引関係）

 　　当第３四半期連結会計期間（平成18年12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 △3,973 △3,973

 合計 200,000 △3,973 △3,973

　　 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 

　　（ストック・オプション等関係）

　　　 該当事項はありません。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31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３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31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。

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31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３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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 △32,292円59銭

１株当たり第3四半期

純損失金額
42,680円90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３

四半期純利益金額については、潜在株

式があるものの、第３四半期純損失の

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３四半期（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３四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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３四半期（当期）純

損失金額
  

第３四半期（当期）純損失（千

円）
983,239 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）
983,239 2,111,547

期中平均株式数（株） 23,037 22,596

   

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期（当期）純利益金額
  

第３四半期（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３四半期

（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

 (注)　①

　(注)　② 

 (注)　③

 (注)　④

(注)　①
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(注） 潜在株式の種類

　　　①　第1回新株予約権

 
当第３四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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３四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日)

新株予約権付社債の残高 400,000,000円

新株予約権の残高（個） 40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
1,619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

　　③　第２回新株予約権

 

当第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31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 4,495株 

 新株予約権の行使時の払込金額 

  (行使価格の修正)

 行使金額は、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。
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当第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

 

 

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。

既発

行株

式数

 

＋

 

新発

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

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。 

 

　　④　 第３回新株予約権

 

当第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

 発行日 平成18年12月15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 13,000株

 新株予約権の行使時の払込金額

  (行使価格の修正)

 (1) 行使価額は、平成19年1月4日（木）以降の毎週火

曜日及び木曜日（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。
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当第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

 

但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が当初行使価

額（ただし、下記(行使価格の調整）による調整を受け

る。）を上回る場合には、修正後行使価額は当初行使価

額とする。

 (2）本項第(1)号にかかわらず、下記（*1）に基づき当

社が取得のための通知を行った場合、本新株予約権者が

当該通知を受領した日以降（当該通知を受領した日を含

む。）取得日までの修正後行使価額は、行使請求日の直

前の取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の売買高加重平均価格の108％に相当す

る金額（円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切

上げる。）に修正される。

（*1）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

を払込金額と同額で取得することができる。

  (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。

 

 

 

既発

行株

式数

 

 

 

 

＋

 

新発行・

処分株式

数

×

１株当

たり発

行・処

分価額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

時価

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（無償割当てを含

む。）若しくは併合を行う場合、時価を下回る価額を

もって当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権

付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行す

る場合又は当社の普通株式の交付を受けることができる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

を発行する場合等の一定の事由が生じた場合にも適宜行

使価額を調整する。

 新株予約権の行使期間 
平成18年12月15日から

 平成20年12月14日まで 
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当第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

 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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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19年1月22日開催の取締役会決議に基づき、平成

19年2月6日を払込期日とする第2回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   400,000,000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格　無償とする。

4. 払込期日　2007年2月6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）に本社債の額

面金額の100%で償還する。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、2007年2月6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、2007年2月6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。

 

 

（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。
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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）

④本社債権者は、2007年２月６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

本社債の払込は、平成18年４月13日発行の2009年満期ユー

ロ円建転換社債型新株予約権付社債により行われるため、

新たな手取資金は発生いたしません。借換部分の資金使途

については前回と変更ありません。

11．本新株予約権の内容

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及びその算定方

法

　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、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。）

する数は、行使請求（次号にて定義する。）に係る本新株

予約権に係る本社債の払込金額の合計額を本項第(4)号記

載の転換価額（但し、本項第(5)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、１株未満の端数が発生する場合にはこれを切り捨て、

現金による調整は行わない。　 

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。

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。
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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)新株予約権の行使請求期間

　本新株予約権付社債の社債権者は、2007年2月6日から

2009年4月2日（日本時間）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。但し、当社が第14項第(2)号及び第(3)号により

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。また、当社

が第14項第(4)号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。 

(3)本新株予約権の行使条件

　各本新株予約権の一部行使はできない。 

(4)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及

びその価格

　各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該

本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額はその

払込金額と同額とする。

　本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付す

る場合における株式1株あたりの出資される財産の価額（以

下「転換価額」という。）は、当初株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の2006年1月19日（本新株予約権

付社債の発行を承認する取締役会決議の前取引日）まで

（当日を含む）の5連続取引日の終値の平均価格の96％に

相当する60,365円とする。

(5)転換価格の調整

　転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、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。

(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。

(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。
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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）

 

既発行

株式数 ＋

新発行・処分

株式数
×

1株あたりの払

込金額

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、当社は当社普通株式の分割（無償割当てを含む。）

若しくは併合を行う場合、時価を下回る価額をもって当社

の普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式、取得

条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）を発行する場合又は当社の

普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）を発行する場合等の

一定の事由が生じた場合にも適宜転換価額を調整する。

(6)本新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

　取得事由は定めない。

(7)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、本号①記載の資本金等増加限

度額から本号に定める増加する資本金の額を減じた額とす

る。

12.新株予約権の払込金額を無償とする理由 

　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、本社債から分離して譲渡できず、それが行

使されると本社債による出資があったものとみなされ、本

社債と本新株予約権が相互に密接に関連すること、並びに

本新株予約権の価値と本社債の利率及び払込金額等のその

他の発行条件により得られる経済的な価値とを勘案し、そ

の払込金額を無償とした。 

13.行使請求受付場所 

　当社経営企画部

14.金銭の払込みに代わる財産の給付

　当社及び本社債割当先は、募集社債と引換にする金銭の

払込みに代えて、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（平成18年4月13

日発行、発行総額20億円）のうち残存額面総額4億円を額

面100円につき100円の価格で給付することを合意している。

(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。

(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。
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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19年1月22日開催の取締役会決議に基づき、株

式会社ネット・タイム（本社、東京都新宿区、代表取締

役：中原　精一）と、業務提携および資本提携に関する契

約を締結いたしました。同契約に基づき平成19年3月31日

までに同社に対して50％超の出資を行う予定（出資額は現

在協議中）であり、株式会社ネット・タイムが当社の子会

社となる見込みであります。その概要は下記のとおりです

  記

 1.提携の目的

 セキュリティ分野において特化した技術を保有する株式

会社ネット・タイムと提携することにより、セキュアな環

境下でデジタル映像を有効活用できるトータル・ソリュー

ションを顧客に提供することが可能となり、他社との大き

な差別化要因になると考えております。

２.株式会社ネット・タイムの概要

 ①商号　　　株式会社ネット・タイム

 ②資本金　　278百万円

 ③直近売上高（平成18年5月期）

 　280百万円

 ④従業員数（平成18年12月31日現在）

　 19名

 ⑤事業の内容

   情報セキュリティアプリケーション製品の企画・開　

　 発・販売

３.その他 

 業務提携の実効性を高めるために、同社の半数以上の取

 締役を当社から推薦することで合意しております。

 （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３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年２月14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３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日　～　平成18年12月31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３四半期 691 △17.0 △343 ― △401 ― △981 ―

18年３月期第３四半期 833 △37.3 △808 ― △821 ― △1,431 ―

（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３四半期 △42,680 90 ― ―

18年３月期第３四半期 △63,442 70 ― ―

（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３四半期 949 △798 △84.1 △32,292 59

18年３月期第３四半期 2,761 744 27.0 32,793 88

（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 1,030 △470 △1,050

１株当たり予想当期純利益（通期）△42,443円11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） ― ― ― ― ―

※　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、たぶん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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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31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  312,773   400,775   247,080   

２．受取手形  2,446   4,620   3,339   

３．売掛金  95,286   159,641   564,010   

４．たな卸資産  133,257   218,850   117,841   

５．短期貸付金  146,000   ―   99,310   

６．その他 ※４ 29,026   148,259   97,910   

７．貸倒引当金  △129,171   △829   △23,914   

流動資産合計   589,619 62.1  931,317 33.7  1,105,577 50.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※２ 43,973   71,188   39,735   

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  61,416   535,539   389,996   

(2）その他  509   509   509   

計  61,926   536,048   390,505   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  55,650   195,180   166,975   

(2）関係会社株式 ※１ 0   592,000   0   

(3）出資金  ―   322,232   ―   

(4) 関係会社出資
金

 0   ―   291,090   

(5) 関係会社長期
貸付金

 ―   146,000   ―   

(6) 長期性預金  100,000   ―   ―   

(7) 敷金  61,536   ―   ―   

(8）その他  37,264   270,427   298,313   

(9）貸倒引当金  △2   △6,697   △101,395   

(10)投資損失引当
金

 ―   △296,000   ―   

計  254,447   1,223,142   654,983   

固定資産合計   360,347 37.9  1,830,379 66.3  1,085,224 49.5

資産合計   949,966 100.0  2,761,696 100.0  2,190,802 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  39,478   120,115   190,952   

２．短期借入金 ※３ 81,500   300,000   500,000   

３．一年内返済予定長
期借入金

※１ 26,000   59,280   52,440   

４．一年内償還予定社
債

 429,500   393,000   393,000   

５.リース資産減損勘
定 

 146,012   ―   ―   

６．その他  100,984   155,673   214,357   

流動負債合計   823,475 86.7  1,028,068 37.2  1,350,749 61.7
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当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31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
（％）

Ⅱ　固定負債           

１．社債  500,000   929,500   757,000   

２．新株予約権付社債  400,000   ―   ―   

３．長期借入金 ※１ 25,000   51,000   40,000   

４．その他  377   8,706   2,819   

固定負債合計   925,377 97.4  989,206 35.8  799,819 36.5

負債合計   1,748,853 184.1  2,017,275 73.0  2,150,569 98.2
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当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31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   1,074,644 113.1  ― ―  ― ―

 2.資本剰余金           

 　　資本準備金  853,984   ―   ―   

　資本剰余金合計   853,984 89.9  ― ―  ― ―

 3.利益剰余金           

  (1)その他利益剰余
 金

 △2,727,840   ―   ―   

 　　利益剰余金合計   △2,727,840 △287.2  ― ―  ― ―

 株主資本合計   △799,211 △84.1  ― ―  ― ―

 Ⅱ　新株予約権   324 0.0       

 純資産合計   △798,886 △84.1  ― ―  ― ―

 負債・純資産合計   949,966 100.0  ― ―  ― ―

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金  ― ―   999,300 36.2  1,002,105 45.7

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  ― ―  778,640   781,445   

資本剰余金合計   ―   778,640 28.2  781,445 35.7

Ⅲ　利益剰余金           

１．任意積立金  ― ―  826   826   

２．第３四半期（当
期）未処理損失

 ― ―  1,044,134   1,745,426   

利益剰余金合計   ―   △1,043,308 △37.8  △1,744,600 △79.6

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  ―   9,790 0.4  1,283 0.0

資本合計   ―   744,421 27.0  40,232 1.8

負債・資本合計   ―   2,761,696 100.0  2,190,802 100.0

           

－ 42 －



(2）四半期損益計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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   691,302 100.0  833,655 100.0  1,501,938 100.0

Ⅱ　売上原価   622,462 90.0  961,972 115.4  1,445,384 96.2

売上総利益（△損
失）

  68,839 10.0  △128,316 △15.4  56,553 3.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費   412,505 59.7  679,990 81.6  872,610 58.1

営業損失   343,665 △49.7  808,307 △97.0  816,057 △54.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  48,595 7.0  41,569 5.0  60,795 4.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  106,909 15.5  55,144 6.6  132,125 8.8

経常損失   401,979 △58.1  821,882 △98.6  887,387 △59.1

Ⅵ　特別利益 ※３  80,679 11.7  5,336 0.6  3,954 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４.５  660,628 95.6  586,104 70.3  1,221,795 81.3

税引前第３四半期
（当期）純損失

  981,928 △142.0  1,402,650 △168.3  2,105,228 △140.2

法人税、住民税及び
事業税

 1,311   2,046   950   

法人税等調整額  ― 1,311 0.2 26,506 28,552 3.4 26,317 27,267 1.8

第３四半期（当期）
純損失

  983,239 △142.2  1,431,203 △171.7  2,132,495 △142.0

前期繰越利益   ―   387,068   387,068  

第３四半期（当期）
未処理損失

  ―   1,044,134   1,745,426  
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

資本金

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３月31日　残高

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

当第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 72,539 72,539    145,079

四半期純損失（千円）    △983,239 △983,239 △983,239

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３四

半期会計期間中の変動額（純

額）

      

当第３四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
72,539 72,539 △275 △982,964 △983,239 △838,160

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,074,644 853,984 550 △2,728,391 △2,727,840 △799,211

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

当第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円）    145,079

四半期純損失（千円）    △983,239

特別償却準備金取崩額（千円）     

株主資本以外の項目の当第３四

半期会計期間中の変動額（純

額）

△1,283 △1,283 324 △958

当第３四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
△1,283 △1,283 324 △839,118

平成18年12月31日　残高

（千円）
― ― 324 △798,886
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第3四半期会計期間

 （自　平成17年４月１日
 至　平成17年12月31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３四半期純損失  1,402,650

減価償却費  188,230

長期前払費用償却  10,500

固定資産除却損  33

減損損失  31,737

匿名組合費用  19,994

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

貸倒引当金の増加額(△
減少額)

 263

投資損失引当金の増加額  296,000

受取利息  △7,684

支払利息  12,364

社債発行費  14,830

デリバティブ評価損益  △20,167

売上債権の減少額  703,387

たな卸資産の増加額  △53,624

前渡金の減少額（△増加
額）

 △13,038

仕入債務の増加額（△減
少額） 

 △151,345

その他の増加額（△減少
額）

 △11,643

小計  △124,480

利息の受取額  7,208

利息の支払額  △9,333

法人税等の支払額  △67,408

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △194,013
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前第3四半期会計期間

 （自　平成17年４月１日
 至　平成17年12月31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

 △11,956

無形固定資産の取得によ
る支出

 △185,001

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  33,160

出資金の払込による支出  △315,000

貸し付けによる支出  △50,300

貸付金の回収による収入  456

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

 △144,362

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入の減少額  △195,000

長期借入金の返済による
支出

 △45,595

社債発行による収入  585,170

社債の償還による支出  △160,500

株式の発行による収入  55,110

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 239,185

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(△)

 △99,190

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３
四半期末残高

 400,775
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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3四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第3四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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3四半期連結会計期間においても

983,239千円の第3四半期純損失を計上

した結果、798,886千円の債務超過に

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。前第3四半期

会計期間に比して損益状況、財務体質

ともに改善の方向に向かってはいるも

のの、収益を生み出す企業体質への転

換を果たすためには、更なる事業分野

の選択と集中が必要との観点から、当

社資産全般について今後の事業方針等

も鑑み、その資産性を改めて精査いた

しました。その結果、第3四半期会計期

間において660,628千円の特別損失を計

上、983,239千円の第3四半期純損失を

計上することとなりました。 

 

───── 

 

 

　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3四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第3四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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、前事業年度および当第3四

半期会計期間に行った不採算資産整理

の効果も加わり、来事業年度以降の損

益構造の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。同社債につきましてはその後の

当社の資本調達の状況や株式市場の動

向を考慮し、将来の償還リスクを軽減

する観点から、当第3四半期会計期間末

時点で1,600,000千円の買入消却を行っ

ておりますが、当座の運転資金として

400,000千円を確保しております。さら

に効果的な株主資本の強化を図るため

平成18年7月3日に第2回新株予約権

6,500株を発行、平成18年12月15日には

第3回新株予約権13,000株を発行いたし

ました。これら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、当第3四半期会計期間末

時点では2,005株の新株予約権の行使に

より、144,975千円の払込を受けており

ます。また、当社では戦略的な資金調

達計画を策定しており、それに基づい

た更なる財務体質強化のための施策を

進めております。

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、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３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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３四半期決算日の市場

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。

(3）その他有価証券

　 時価のあるもの 

第３四半期決算日の市場

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

　　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３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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

 (2）投資損失引当金

__________ 

(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。

(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

７．四半期キャッシュ・

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３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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、

14,050千円減少し、税引前当期純損失

は、17,687千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。

表示方法の変更

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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３四半期貸借対照表） 

  前第３四半期まで投資その他資産の

「その他」に含めて表示していました

「長期性預金」および「敷金」は、当

第３四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、当第３四半期の「長期性預金」

の金額は、100,000千円、「敷金」の金

額は、61,536千円です。

（第３四半期貸借対照表）

　前第３四半期まで投資その他資産の

「その他」に含めて表示していました

「関係会社長期貸付金」は、当第３四

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、当第３四半期の「関係会社長

期貸付金」の金額は、120,000千円です。

 ────
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追加情報

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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。

－ 52 －



注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期末
（平成18年12月31日）

前第３四半期末
（平成17年12月31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 6,000千円 一年内返済予定長期借入金 39,280千円

長期借入金 6,000千円

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
89,125千円

※２．有形固定資産の減価償却累

計額
119,008千円

※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１行と当座貸越契約してお

ります。この契約に基づく当第３四半期末

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３四半期末の借

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 400,000千円

借入実行残高 0千円

差引額 400,000千円

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 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 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

─────

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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 13,947千円

研究開発助成金 29,331千円

受取利息 5,932千円

有価証券利息 1,751千円

デリバティブ評価益 20,167千円

研究開発助成金 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 

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

社債発行費 24,501千円

新株予約権発行費 13,091千円

匿名組合費用  51,798千円

支払利息 8,226千円

支払保証料 6,827千円

社債発行費 14,830千円 

匿名組合費用 19,994千円 

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

固定資産売却益 77,765千円

貸倒引当金戻入益  2,913千円

貸倒引当金戻入益 5,336千円 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 32,599千円

リース解約損 77,711千円

減損損失  146,012千円

出資金評価損  171,084千円

ソフトウェア評価損  230,629千円

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

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 
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当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※５．減損損失

　減損損失の内訳は以下のとおりです。 

（単位：千円） 

※５．減損損失

　減損損失の内訳は以下のとおりです。

（単位：千円） 

※５．減損損失

減損損失の内訳は以下のとおりです 

（単位：千円） 

 用途 場所 種類 減損損失

ユニファイド

仕様メールシ

ステム

　本社 所有権移

転外ファ

イナンス

リース

423

ネットワーク

対応デジタル

映像編集ＳＤ

Ｋ

　本社 所有権移

転外ファ

イナンス

リース

9,566 

Ｃ４Custom開

発ライセンス

　本社 所有権移

転外ファ

イナンス

リース

45,941

　

携帯コンテン

ツ流通管理シ

ステム

　本社 所有権移

転外ファ

イナンス

リース

 14,919

デジタルコン

テンツアセッ

トマネージ

　本社 所有権移

転外ファ

イナンス

リース

 75,160

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

 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(146,012千円)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。　

　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。　 

 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 13,938千円 

 無形固定資産 99,719千円 

有形固定資産 27,080千円

無形固定資産 161,149千円

 有形固定資産 36,901千円 

 無形固定資産 208,499千円 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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３四半期末残高と四

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 400,775千円

現金及び現金同等物 400,775千円

  

  

（リース取引関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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

３四半期末残高相当額

　 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３

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３四
半期末
残高相
当額
(千円)

ソフト
ウェア

481,130 243,619 138,325 99,185

合計 481,130 243,619 138,325 99,185

 

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３四
半期末
残高相
当額
(千円)

有形固
定資産

165,537 60,044 9,150 96,342

ソフト
ウェア

543,550 189,006 20,806 333,736

合計 709,087 249,051 29,957 430,078

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．未経過リース料第３四半期末残高相当額及

びリース資産減損勘定の残高

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額及

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 93,126千円

１年超 157,085千円

合計 250,121千円

１年内 140,755千円

１年超 319,418千円

合計 460,174千円

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 146,012千円 リース資産減損勘定の残高 17,687千円 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 105,297千円

リース資産減損勘定の取崩

額
12,920千円

減価償却費相当額 85,254千円

支払利息相当額 8,095千円

支払リース料 110,860千円

リース資産減損勘定の取崩

額
14,050千円

減価償却費相当額 102,621千円

支払利息相当額 11,031千円

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３四半期会計期間末（平成18年12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。

 

 　 前第３四半期会計期間末（平成17年12月31日現在）

 　 その他の有価証券で時価のあるもの

  種類
取得原価

 (千円) 

 四半期貸借対照表計上

額(千円)

差額

　(千円) 

 貸借対照表計上額が取

 得原価を超えるもの

(1)株式 40,000 60,000 20,000

小計 40,000 60,000 20,000

 貸借対照表計上額が取

 得原価を超えないもの

(2)その他

 投資信託 
50,000 47,930 △2,070

小計 50,000 47,930 △2,070

合計 90,000 107,930 17,930

 

 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 31,000

 

    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。

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期会計期間末（自平成17年４月１日　至平成17年12月31日）　　 

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  スワップ取引 200,000 △7,845 △7,845

合計 200,000 △7,845 △7,845

 

　

 

（持分法損益等）

前第３四半期会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年12月31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） 270,390

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 300,661

　(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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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 △32,292円59銭 

 １株当たり第３四半

 期純損失金額
42,680円90銭 

１株当たり純資産額 32,793円88銭

１株当たり第３四半期

 純損失金額
63,442円70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
94,374円92銭 

　なお、潜在株式調整後1株当たり第3四

半期純利益金額については、潜在株式が

あるものの、第3四半期純損失のため、

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

３四半期純利益金額については、潜在

株式があるものの、第３四半期純損失

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３四半期（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３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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３四半期（当期）純

損失金額
   

第３四半期（当期）純損失（千

円）
983,239 1,431,203 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３四半期純損

失（千円）
983,239 1,431,203 2,132,495

期中平均株式数（株） 23,037 22,559 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３四半期

（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

（注) ① 

（注) ② 

 (注) ③ 

 (注) ④ 

（注) ①  （注）①

(注）　潜在株式の種類　

　①新株予約権

 
当第３四半期会計期間
（自平成18年４月１日
至平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自平成17年４月１日
至平成17年12月31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 610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 1,220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３四半期会計期間
(自　平成18年４月１日
 至　平成18年12月31日)

新株予約権付社債の残高 400,000,000円

新株予約権の残高（個） 40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 1,619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

 ③第２回新株予約権

 

当第３四半期会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31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 4,495株 

 新株予約権の行使時の払込金額 

  (行使価格の修正)

 行使金額は、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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当第３四半期会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

 

既発

行株

式数

 

＋

 

新発

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

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。 

 

 ④第３回新株予約権

 

当第３四半期会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

 発行日 平成18年12月15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 13,000株 

 新株予約権の行使時の払込金額 

  (行使価格の修正)

 (1) 行使価額は、平成19年1月4日（木）以降の毎週火

曜日及び木曜日（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（ただし、下記第13項による

調整を受ける。）を上回る場合には、修正後行使価額は

当初行使価額とする。

 (2）本項第(1)号にかかわらず、下記（*1）に基づき当

社が取得のための通知を行った場合、本新株予約権者が

当該通知を受領した日以降（当該通知を受領した日を含

む。）取得日までの修正後行使価額は、行使請求日の直

前の取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の売買高加重平均価格の108％に相当す

る金額（円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切

上げる。）に修正される。

（*1）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

を払込金額と同額で取得することができる。
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当第３四半期会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

 

  (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。

 

 

既発

行株

式数

 

 

 

 

＋

 

新発行・

処分株式

数

×

１株当

たり発

行・処

分価額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

時価

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（無償割当てを含

む。）若しくは併合を行う場合、時価を下回る価額を

もって当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権

付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行す

る場合又は当社の普通株式の交付を受けることができる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

を発行する場合等の一定の事由が生じた場合にも適宜行

使価額を調整する。

 新株予約権の行使期間 
平成18年12月15日から

 平成20年12月14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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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）平成19年1月22日開催の取締役会

決議に基づき、平成19年2月6日を払込

期日とする第2回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   400,000,000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格　

   無償とする。

4. 払込期日　2007年2月6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）に本社債の額面金額の100%で償

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、2007年2月6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、2007年2月6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。

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。
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当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

本社債の払込は、平成18年4月13日発

行の2009年満期ユーロ円建転換社債型

新株予約権付社債により行われるため、

新たな手取資金は発生いたしません。

借換部分の資金使途については前回と

変更ありません。

11．本新株予約権の内容

(1)本新株予約権の目的である株式の

種類及びその算定方法

　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、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。）する数は、行使請求（次号にて

定義する。）に係る本新株予約権に係

る本社債の払込金額の合計額を本項第

(4)号記載の転換価額（但し、本項第

(5)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、1株未満の端数が

発生する場合にはこれを切り捨て、現

金による調整は行わない。　 

 ───── 

 

 

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。

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。
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当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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)新株予約権の行使請求期間

　本新株予約権付社債の社債権者は、

2007年2月6日から2009年4月2日（日本

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。但し、

当社が第14項第(2)号及び第(3)号によ

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。また、当社が第14項第(4)

号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。 

(3)本新株予約権の行使条件

　各本新株予約権の一部行使はできな

い。 

(4)本新株予約権の行使に際して出資

される財産の内容及びその価格

　各本新株予約権の行使に際して出資

される財産は、当該本新株予約権に係

る本社債とし、当該本社債の価額はそ

の払込金額と同額とする。

　本新株予約権の行使により当社が当

社普通株式を交付する場合における株

式1株あたりの出資される財産の価額

（以下「転換価額」という。）は、当

初株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の2006年1月19日（本新株

予約権付社債の発行を承認する取締役

会決議の前取引日）まで（当日を含

む）の5連続取引日の終値の平均価格

の96％に相当する60,365円とする。

(5)転換価格の調整

　転換価額は、本新株予約権付社債の

発行後、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

 ───── 

 

 

  (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。

(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。

－ 63 －



当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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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当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

既発

行株

式数
＋

新発行・

処分株式

数

×

1株あた

りの払込

金額

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、当社は当社普通株式の分割

（無償割当てを含む。）若しくは併合

を行う場合、時価を下回る価額をもっ

て当社の普通株式を交付する定めがあ

る取得請求権付株式、取得条項付株式

若しくは取得条項付新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含

む。）を発行する場合又は当社の普通

株式の交付を受けることができる新株

予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）を発行する場合等の一

定の事由が生じた場合にも適宜転換価

額を調整する。

(6)本新株予約権の取得の事由及び取

得の条件 

　取得事由は定めない。

(7)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、本号①記載の資本金等増加

限度額から本号に定める増加する資本

金の額を減じた額とする。

12.新株予約権の払込金額を無償とす

る理由

　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

社債から分離して譲渡できず、それが

行使されると本社債による出資があっ

たものとみなされ、本社債と本新株予

約権が相互に密接に関連すること、並

びに本新株予約権の価値と本社債の利

率及び払込金額等のその他の発行条件

により得られる経済的な価値とを勘案

し、その払込金額を無償とした。 

13.行使請求受付場所

　当社経営企画部

─────  

 

 

(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。
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当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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.行使請求受付場所 

　当社経営企画部

 14.金銭の払込みに代わる財産の給付

　当社及び本社債割当先は、募集社債

と引換にする金銭の払込みに代えて、

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（平成18年4月13日発行、発行総額

20億円）のうち残存額面総額4億円を

額面100円につき100円の価格で給付す

ることを合意している。

 

 

 

 

 

 

 

─────  

 

 (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３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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19年1月22日開催の取締役

会決議に基づき、株式会社ネット・タ

イム（本社、東京都新宿区、代表取締

役：中原　精一）と、業務提携および

資本提携に関する契約を締結いたしま

した。同契約に基づき平成19年3月31

日までに同社に対して50％超の出資を

行う予定（出資額は現在協議中）であ

り、株式会社ネット・タイムが当社の

子会社となる見込みであります。その

概要は下記のとおりです

  記

 1.提携の目的

 セキュリティ分野において特化した技

術を保有する株式会社ネット・タイム

と提携することにより、セキュアな環

境下でデジタル映像を有効活用できる

トータル・ソリューションを顧客に提

供することが可能となり、他社との大

きな差別化要因になると考えておりま

す。

２.株式会社ネット・タイムの概要

①商号　　　株式会社ネット・タイム

②資本金　　278百万円

③直近売上高（平成18年5月期）

　280百万円

④従業員数（平成18年12月31日現在）

　19名

⑤事業の内容

  情報セキュリティアプリケーション

　製品の企画・開発・販売

３.その他 

 　業務提携の実効性を高めるために、

　 同社の半数以上の取締役を当社から

　 推薦することで同意しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─────  

 

 

 （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３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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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