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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 1,117 △29.0 △409 － △483 － △1,050 －

18年３月期 1,573 － △838 － △1,568 － △2,111 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △44,626 57 － － － － △36.7

18年３月期 △93,447 86 － － △5,248.4 △70.9 △53.3

（参考）持分法投資損益 19年３月期 △18百万円 18年３月期 △685百万円

(2）連結財政状態

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 － － － － －

18年３月期 2,213 40 1.8 1,769 70

（参考）自己資本 19年３月期 －百万円 18年３月期 40百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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 68 205 328 858

18年３月期 △363 △134 254 256

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 －  －  －  －  0 00 0 － －

19年３月期 －  －  －  －  0 00 0 － －

20年３月期（予想） －  －  －  －  0 00 0 － －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,250 191.0 300 － 340 － 120 － 2,661 82
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 ―社  除外 ―社  

 

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

 

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 45,082株 18年３月期 22,734株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、41ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 1,009 △32.8 △331 － △447 － △1,050 －

18年３月期 1,501 △47.0 △816 － △887 － △2,132 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 △44,626 57 － －

18年３月期 △94,374 92 － －

(2）個別財政状態

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 1,455 95 6.6 2,122 16

18年３月期 2,190 40 1.8 1,769 70

（参考）自己資本 19年３月期 95百万円 18年３月期 40百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,500 48.7 24 － 20 － 17 － 377 09

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

    ①業績の概要

  当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世界景気の拡大に伴う輸出や生産の増加

から在庫調整が一巡したことにより、減速が一巡し持ち直しの局面へ入っております。しかし、原油価格や金利の動

向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。 

 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、ブロードバンドの普及や映像技

術の進歩を背景として、デジタル映像の利用範囲は急速に拡大してきております。放送局をはじめとするコンテンツ

ホルダーにおいては、「放送と通信の融合」という言葉に代表されるように、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、一般事業会社においても、業務効率の改善や販売促進の手段としてデジタル映像を活用しよ

うという気運が高まっております。このような状況の中、利用したい映像コンテンツをタイムリーに検索できるよう

管理し、様々なメディアに適合した形で配信できるよう最適化を行う「デジタルアーカイブ＆デリバリー」に関する

需要は確実に増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、「デジタルアーカイブ＆デリバリー」を効率的に行うためのデジタル映像管理システム、デジタル映

像配信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

中心に大規模システムの提案・納入を行ってまいりましたが、今期は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、広告・販売促進の手段としてデジタル・サイネージ

を活用する動きも本格化してまいりました。これら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、これら体制の整備・

拡充にも重点をおいてまいりました。この結果、システムインテグレーション事業においては545,967千円（前期比

21.9％減）の売上を計上いたしました。

 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325,062千円（前期比43.5％減）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245,970千円（前期比17.7％減）の売上げを計上しております。

　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。前連結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、当連結会

計期間において644,982千円の特別損失を計上することとなりました。　 

 以上の結果、当連結会計期間の売上高は1,117,000千円（前期比29.0％減）となり、経常損失は483,492千円（前期は

経常損失1,568,439千円）、当期純損失は1,050,152千円（前期は当期純損失2,111,547千円）となりました。
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②次期の見通し

　平成20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。「効率と利益の追求」の観点から、ソフトウェアの部品

化・共通化を推進しシステムインテグレーション力を強化し、開発力の強化、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。併せて、グループ企業や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ユーザーの立場に立った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。平成19年４月にはデジタルサイネージを中心としたメディア事業関連ビジネスとのシナジーを目的として

株式会社シブヤテレビジョンを子会社化、情報セキュリティー関連の技術リソースの拡充を目的として株式会社ネッ

ト・タイムを子会社化し企業グループとしての経営資源の強化を図っております。また、平成20年3月期は当期に事

業分野の選択と集中を行ったことや業務フローの見直しの成果により年間約300百万円の固定費の削減が見込まれて

おり、効率のよい事業活動の推進に注力してまいります。

　以上により、次期の業績見通しは売上高3,250百万円、営業利益300百万円、経常利益340百万円、当期純利益120百

万円の見込みです。

※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。

(2）財政状態に関する分析

①資産・負債・資本の状況

　当連結会計年度末の当社の総資産は、固定資産や借入金・社債の減少等の要因により、1,455百万円（前期比758百

万円の減少）、負債は1,359百万円（前期比813百万円の減少）、純資産は95百万円（前期比55百万円の増加）となり

ました。

②キャッシュフローの状況

　当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整当期純損失による支出要因がありま

したが、株式発行による収入、売上債権の回収、特別損失や減価償却費等の非資金費用の増加等の要因もあり、前期

に比して602,089千円増加し当期末は858,894千円となりました。

（営業活動によるキャッシュフロー）

　当期の営業活動の結果得られた資金は68,123千円（前期は363,429千円の支出）となりました。これは、税金等調

整前当期純損失が1,048,281千円ありましたが、売上債権の回収による収入392,585千円、減損損失281,206千円、ソ

フトウェア評価損230,629千円、減価償却費125,753千円などの増加要因が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）

　当期において投資活動の結果得られた資金は205,332千円（前期は134,186千円の支出）となりました。定期預金の

解約による収入96,555千円、有形固定資産の売却による収入77,765千円、投資有価証券の売却による収入47,416千円

等が主な要因です。

（財務活動によるキャッシュフロー）

　当期において財務活動の結果得られた資金は前期に比べ74,178千円増加し328,633千円となっております。社債の

償還による支出513,000千円、短期借入金の返済による支出が500,000千円あったものの、株式の発行による収入

1,043,900千円、新株予約権付社債の発行による純収入375,105千円があったことが要因です。
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　なお、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15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

自己資本比率 51.3％ 38.5％ 51.1％ 1.8％ 6.6％ 

時価ベースの自己資

本比率
119.3％ 148.5％ 146.3％ 262.9％ 216.5％ 

債務償還年数 5.8年 － 1.6年 － 9.9年 

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
18.7 － 52.5 － 5.0 

(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 ／ 営業活動によるキャッシュフロー

・インタレスト・カバレッジ・レシオ　：営業活動によるキャッシュフロー ／ 利払い

２.平成18年３月期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17年3月期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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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。

(4）事業等のリスク

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、当該事項は当期連結会計期間末（平成19年3月

31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 

 　　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。 
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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。

②小規模組織であることについて

平成19年３月31日現在、当社従業員数は43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。

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。 
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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19年３月31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45,082株の2.6％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19年２月６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6,830株であり、これは平成19年３月31日現在の発行済株式総数

45,082株の15.2％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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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）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。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　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ソフトウェアの部品化・共通化

 システムインテグレーションにて蓄積されたノウハウをコンポーネント化し汎用性のあるシステムモジュールとして

顧客に機動的に提供できる体制を強化していきます。システムモジュール化を推進していくことで、販売機会の拡大

と資本効率の向上を目指し、収益力の強化を図ってまいります。

③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。当社では戦略的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。

④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。
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(4）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・研修プログラムを制度化することにより、

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。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。し

かし、今後急速に拡大していくことが予想される一般企業マーケットにおける、多種多様な顧客の要望に柔軟に対応

し、商機を確実に捉えるためには更なる開発資源の強化・拡充が不可欠であると考えております。

  当社は、採用計画に基づいた開発人員の拡充を行っていくと同時に、パートナー企業とのアライアンスを積極的に

推進していくことで、総合的なビジネスソリューションを顧客に対して提案できる体制を構築し、収益獲得の機会を

広げていく計画です。

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。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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３．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   256,805  

２．受取手形及び売掛金   614,502  

３．たな卸資産   117,841  

４．その他   198,095  

貸倒引当金   △23,914  

流動資産合計   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  25,688   

減価償却累計額  9,765 15,922  

(2）その他  168,037   

減価償却累計額  65,421   

減損損失累計額  78,803 23,812  

有形固定資産合計   39,735 1.8

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア   389,996  

(2）その他   509  

無形固定資産合計   390,505 17.6

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※1,2  166,975  

(2）長期貸付金   102,067  

(3）長期前払費用   262,209  

(4）その他 ※１  189,943  

貸倒引当金   △101,395  

投資その他の資産合
計

  619,799 28.0

固定資産合計   1,050,040 47.4

資産合計
  2,213,370 100.0
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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   190,952  

２．短期借入金 ※３  500,000  

３．1年以内返済予定長
期借入金

※２  52,440  

４．1年以内償還予定社
債

  393,000  

５．未払金   134,433  

６．その他   102,493  

流動負債合計   1,373,318 62.1

Ⅱ　固定負債     

１．社債   757,000  

２．長期借入金   40,000  

３．繰延税金負債   2,819  

固定負債合計   799,819 36.1

負債合計   2,173,138 98.2

     

（資本の部）     

Ⅰ　資本金 ※４  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）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   1,573,039 100.0  1,117,000 100.0 △456,039

Ⅱ　売上原価   1,532,884 97.5  918,180 82.2 △614,704

売上総利益   40,154 2.5  198,820 17.8 158,666

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  878,448 55.8  608,514 54.5 △269,934

営業損失   838,293 △53.3  409,693 △36.7 428,600

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  10,601   16,815    

２．受取手数料  12,175   －    

３．デリバティブ評価益  23,382   －    

４．研究開発助成金  12,136   29,331    

５．その他  2,499 60,795 3.9 4,898 51,046 4.6 △9,751

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  16,728   13,881    

２．社債発行費  78,458   24,894    

３. 新株発行費  －   32,545    

４. 新株予約権発行費  －   25,361    

５．持分法による投資損
失

 685,342   18,199    

６．支払保証料  9,241   －    

７．その他  1,170 790,941 50.3 9,963 124,845 11.2 △666,096

経常損失   1,568,439 △99.7  483,492 △43.3 1,084,947
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

  １. 固定資産売却益 ※３ －   77,765    

  ２. 貸倒引当金戻入益  3,954   2,421    

３. その他   － 3,954 0.2 6 80,193 7.2 76,239

Ⅶ　特別損失         

１．投資有価証券評価損  13,999   49,399    

２. リース解約損  －   77,711    

３．減損損失 ※４ 117,378   281,206    

４．商品評価損  161,500   －    

５．貸倒引当金繰入額  122,000   －    

６．固定資産除却損  33   －    

７．ソフトウェア評価損  99,050   230,629    

８. ソフトウエア除却損  5,833   －    

９．その他  － 519,795 33.0 6,034 644,982 57.7 125,187

税金等調整前当期純
損失

  2,084,280 △132.5  1,048,281 △93.8 1,035,999

法人税、住民税及び
事業税

 950   2,059    

法人税等調整額  26,317 27,267 1.7 △188 1,871 0.2 △25,396

当期純損失   2,111,547 △134.2  1,050,152 △94.0 1,061,395
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
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）

（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

    

株式会社アイ・ビー・イー(2347)　平成 19 年 3 月期決算短信

－ 14 －



連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 553,437 553,437 － 1,106,874

当期純損失 － － 1,050,152 1,050,152

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

553,437 553,437 △1,050,152 56,721

平成19年３月31日　残高（千円） 1,555,542 1,334,882 △2,794,753 95,671

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － 1,106,874

当期純損失 － － － 1,050,152

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△1,283 △1,283 － △1,283

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△1,283 △1,283 － 55,438

平成19年３月31日　残高（千円） － － － 95,671
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純損
失

 △2,084,280 △1,048,281  

減価償却費  245,401 125,753  

長期前払費用償却  101,500 92,305  

貸倒引当金の増加額  118,045 5,649  

株主優待引当金の増加
額

 ― 4,000  

受取利息及び受取配当
金

 △10,601 △16,815  

支払利息  16,728 13,881  

社債発行費  78,458 24,894  

株式交付費  　　　　　　　　　　　　─ 32,545  

新株予約権発行費   　　　　　　　　　　　 ─ 25,361  

デリバティブ評価益  △23,382 △969  

持分法による投資損失  685,342 18,199  

有形固定資産売却益                          ─ △77,765  

投資有価証券評価損  13,999 49,399  

投資有価証券売却損
益 

 ― 2,583  

定期預金解約損                          ─ 3,447  

減損損失  117,378 281,206  

商品評価損  161,500 －  

有形固定資産除却損  33 －  

ソフトウェア評価損  99,050 230,629  

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  253,146 392,585  

たな卸資産の減少額  28,383 12,849  

仕入債務の減少額  △80,508 △119,636  

未払金の増減  ― △107,844  

その他流動資産の減少
額（△増加額）

 △42,632 80,673  

その他流動負債の増加
額（△減少額）

 25,180 △36,325  

小計  △291,423 66,035 357,479
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受取
額

 9,628 17,456  

利息の支払額  △15,987 △13,504  

法人税等の支払額  △65,647 △1,864  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △363,429 68,123 431,553

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

      定期預金の解約によ　
　　
　　　る収入

 － 96,555  

有形固定資産の取得に
よる支出

 △14,452 △20,206  

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

 △185,404 △2,176  

投資有価証券の取得に
よる支出

 △50,000 △10,000  

投資有価証券の売却に
よる収入 

 － 47,416  

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  525,000 4,783  

出資金分配による収入  27,689 5,423  

貸付による支出  △50,300 △1,525,000  

貸付金の回収による収
入

 19,000 1,584,377  

長期前払費用の増加に
よる支出

 △405,720 △2,100  

その他（敷金保証金）
の増加 

 － △8,796  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △134,186 205,332 339,519
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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 

 － △500,000  

長期借入金の返済によ
る支出

 △63,435 △52,440  

社債の発行による収入  585,170 －  

社債の償還による支出  △333,000 △513,000  

新株予約権付社債の発
行による収入

 － 1,975,105  

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  60,720 1,043,900  

新株予約権の発行に伴
う純支出

 － △24,932  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 254,455 328,633 74,178

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△）

 △243,161 602,089 845,250

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 499,966 256,805 △243,161

Ⅶ　現金及び現金同等物期末
残高

 256,805 858,894 602,089
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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

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　　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、当連結会計年度におい

ても409,693千円の営業損失、483,492千円の経常損失、

1,050,152千円の当期純損失を計上しております。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、当連結

会計年度においても重要な当期純損失を計上する結果と

なりました。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。

前連結会計年度に比して損益状況、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、当連結会計年度において644,982千円の特

別損失を計上、1,050,152千円の当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、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。平

成18年３月に株式会社インターネット総合研究所、平成

19年１月に株式会社ネット・タイム、平成19年２月には

株式会社シブヤテレビジョンと包括的な業務提携契約を

締結しております。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、来連結会計年度以降の損益構造の改善を見込ん

でおります。
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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、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。

 　資金面におきましては、平成19年３月８日に業務提携先

である株式会社シブヤテレビジョンとの共同事業展開を

推進するために同社の親会社である株式会社ケン・コー

ポレーションをはじめとする引受先に対し第三者割当に

よる新株発行を行い、総額921,670千円の資金を調達して

おります。また、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、当連結会計年度に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既存株式価値の希薄化懸念を

考慮し、平成19年２月21日に同日時点の残存部分全部に

つき当社による取得及び消却を行っておりますが、当連

結会計年度において2,185株の新株予約権の行使により、

155,136千円の払込を受けております。このように当連結

会計年度において当社では財務体質強化を重要な経営課

題として位置づけ、その基盤強化に取り組んでまいりま

した。

   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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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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、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。 

(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、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。 

(3）連結子会社である匿名組合リアルネッ

トワークスについては当連結会計年度に清

算手続が終了しました。従って、当連結会

計年度は連結損益計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書及び連結株主資本等変

動計算書は作成しておりますが、連結貸借

対照表は作成しておりません。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用非連結子会社の数　１社 

　　持分法適用関連会社の数　　　３社 

(2）主要な会社の名称

ダイナウェア・ソリューションズ㈱ 

(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）持分法適用非連結子会社である匿名組

合むびじぇねプロジェクト、持分法適用関

連会社である匿名組合インフォビュー他1

社については、当連結会計年度中に清算終

了しております。

持分法適用関連会社であるダイナウェア・

ソリューションズ㈱については当連結会計

年度に株式を全て売却しております。

３．連結子会社の事業年度等

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、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、組

合契約終了時の財務諸表を使用しておりま

す。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

②デリバティブ

　 時価法 

③たな卸資産

 a）商品

先入先出法による原価法によっており

　　　ます。

 b）仕掛品

個別法による原価法によっております。

 c）貯蔵品

 　先入先出法による原価法によってお

　 ります。

①有価証券 

 a）満期保有目的の債券

 　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

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。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 

　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。

   (3)繰延資産の処理方法  

　　　　　　　─────　　　　　　　

　　 

 株式交付費、社債発行費、新株予約権発

行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

   (4)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

　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。 

　株主優待引当金

 　将来の株主優待券の利用による費用の発

生に備えるため、翌期以降に発生すると見込

まれる額を計上しております。

　（5）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。 

　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。 

　（6）その他連結財務諸表作

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 

　税抜方式によっております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっておりま

す。 

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっておりま

す。 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

　該当事項はありません。 

 

────

 

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

────

 

　該当事項はありません。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

８．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。 

　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。 
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表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 ──────　

 （連結損益計算書）

1.　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「デリ

　バティブ評価益」（当連結会計年度は969千円）は、

　営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営

　業外収益の「その他」に含めて表示することにしまし

　た。 

２.　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「支

　払保証料」（当連結会計年度は7,582千円）は、営業

　外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外

　費用の「その他」に含めて表示することにしました。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

　関係会社出資金　　　　　　　　　28,406千円

　関係会社株式　　　　　　　　　　　   0千円 

※２． 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

関係会社株式　　　　　　　　　　　　 0千円

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金

　　　　　　　　　　　　　　　　32,440千円 

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取

　　引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。こ

　　の契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとお

　　りであります。

当座貸越極度額の総額　　　　　950,000千円 

借入実行残高　　　　　　　　　500,000千円 

　差引額　　　　　　　　　　　450,000千円

※４．発行済株式総数

 授権株式数　　　普通株式 　　77,360株 

 発行済株式総数　普通株式 　　22,734株 
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

 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 

 従業員給与 118,418千円 

 販売促進費 65,118千円 

 研究開発費 73,752千円 

 減価償却費 4,755千円 

 ソフトウエア償却費 27,373千円 

 貸倒引当金繰入 8,070千円 

 株主優待引当金繰入 4,000千円 

 貸倒損失 65,470千円 

 ※２．研究開発費の総額

 　　　　一般管理費に含まれる研究開発費

 研究開発費 290,307千円 

 ※２．研究開発費の総額

 　　　　一般管理費に含まれる研究開発費

 研究開発費 73,752千円 

※３　　　　　　　─────　　　　　　　　　   ※３．固定資産売却益の内訳は以下のとおりでありま

　　　　す。

 工具器具備品 77,765千円 
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　※４．減損損失

 　減損損失の内訳は次のとおりです。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 用途 場所 種類 減損損失 

画像管理シ

ステム

 

　本社 所有権移転

外ファイナ

ンスリース

 31,737

ＶＯＤシス

テム(VVnet)

　本社 工具器具備

品

 24,137

ＶＯＤシス

テム

(VideoTank)

　本社 工具器具備

品

　 420

配信システ

ム

　本社 工具器具備

品

 　602

コンテンツ

使用料

　本社 長期前払費

用

 60,480

 　当社グループは減損損失を把握するにあたり、事業をシ

ステムインテグレーション事業、プロダクト事業、サービ

ス・その他事業に分類し、更にそれぞれのプロジェクト・製

品単位にグ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。　

　※４．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

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(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。　
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式　　※１ 22,734 22,348  ─── 45,082

合計 22,734 22,348  ─── 45,082

　※１．普通株式の増加（19,610株）は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

　　　　普通株式の増加（2,185株）は、第２回新株予約権の行使による増加であります。

普通株式の増加（553株）は、転換社債型新株予約権付社債の株式への転換による増加であります。

 

２．新株予約権及び自己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)

当連結会計

年度末残高

(千円）

前連結会計

年度末

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

(親会社)

ストックオプションとしての

第１回新株予約権　
普通株式 ― ― ― ― ―

第１回転換社債型新株予約権付社

債　※１
普通株式 ― 8,097 8,097 ― ―

第２回転換社債型新株予約権付社

債　※２
普通株式 ― 7,383 553 6,830 ―

第２回新株予約権

※３，４
普通株式 ― 6,500 6,500 ― ―

第３回新株予約権

※３，５
普通株式 ― 13,000 13,000 ― ―

合計 － ― 34,980 28,150 6,830 ―

 ※１.第１回転換社債型新株予約権付社債の減少1,619株は、新株予約権の消却によるものであります。また、6,478株

　　　は社債の期限前償還によるものであります。

 ※２.第２回転換社債型新株予約権付社債の減少は、転換権の行使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2,185株は、新株予約権の行使によるものであります。また、4,315株は、新株予約権

　　　の消却によるものであります

 ※５.第３回新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

３．配当に関する事項

 　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　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

　現金及び現金同等物の期末残高と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 256,805千円

現金及び現金同等物 256,805千円

現金及び預金 858,894千円

現金及び現金同等物 858,894千円
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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）

ソフトウエア 457,630 230,667 137,933 89,028

合計 457,630 230,667 137,933 89,028

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

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 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

１年内 93,471千円

１年超 133,427千円

合計 226,898千円

リース資産減損勘定の残高 132,890千円

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 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

支払リース料 130,614千円

リース資産減損勘定の取崩額 26,042千円

減価償却費相当額 108,527千円

支払利息相当額 10,100千円

減損損失 146,012千円

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）

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）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 40,000 46,000 6,000

小計 40,000 46,000 6,000

連結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 47,725 △2,275

小計 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

２.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券 ── ── ── ── 

(1）国債・地方債等 ── ── ── ── 

(2）社債 35,000 16,250 ── ── 

(3）その他 　── ── ── ── 

２．その他 ── 50,000 ── ── 

合計   35,000 66,250 ── ── 
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当連結会計年度（平成19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）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1)株式 　※1 3,400 3,400 －

小計 3,400 3,400 －

合計 3,400 3,400 －

※1　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式40,000千円について36,600千円減損処理を行っておりま

す。

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 有価証券 26,250

(2）その他有価証券   

非上場株式  9,200

２.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券  　   

(1）社債 26,250 ― ― ― 

合計 26,250 ― ― ― 
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1）取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。 

(1）取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。 

(2）取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、将来の為替及び金利の変

動によるリスク回避を目的としており、投機目的の取

引は行っておりません。

(2）取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、将来の為替及び金利の変

動によるリスク回避を目的としており、投機目的の取

引は行っておりません。

(3）取引の利用目的

当社のデリバティブ取引は、将来の借入金の金利変動

リスクを回避する目的で利用しています。  

(3）取引の利用目的

当社のデリバティブ取引は、将来の借入金の金利変動

リスクを回避する目的で利用しています。  

(4）取引に係るリスクの内容 

当社の利用している金利スワップ取引は、市場金利の

変動によるリスクを有しています。また、デリバティ

ブ取引の契約先は、信用度の高い国内の金融機関に限

定しているため、相手方の契約不履行によるリスク（信

用リスク）は、ほとんどないものと認識しています。

(4）取引に係るリスクの内容 

当社の利用している金利スワップ取引は、市場金利の

変動によるリスクを有しています。また、デリバティ

ブ取引の契約先は、信用度の高い国内の金融機関に限

定しているため、相手方の契約不履行によるリスク（信

用リスク）は、ほとんどないものと認識しています。

(5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の実行及び管理については、社内規

程に基づき、社長の決裁により財務課が実行及び管理

を行っています。また、デリバティブ取引を含む財務

報告を毎月、社長及び担当役員に対し行っています。

(5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の実行及び管理については、社内規

程に基づき、社長の決裁により財務課が実行及び管理

を行っています。また、デリバティブ取引を含む財務

報告を毎月、社長及び担当役員に対し行っています。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありませ

ん。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありませ

ん。 
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２．取引の時価等に関する事項

（1）金利関連 

区分 種類

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

金利スワップ取引         

変動受取・固定支払 200,000 200,000 △4,630 △4,630 200,000 200,000 △3,660 △3,600

合計     200,000 200,000 △4,630 △4,630 200,000 200,000 △3,660 △3,660

 （注）時価の算定方法

 　　　　取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

（退職給付関係）

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）

該当事項はありません。　

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

該当事項はありません。　
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

ストック・オプションの内容及び規模

（1）ストック・オプションの内容 

平成14年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
役員４名、従業員31名

外部支援者５名

ストック・オプション数（注） 普通株式　　　1,600株

付与日 平成14年９月13日

権利確定条件

新株予約権の行使時において、継続

して勤務していること。ただし、退

任、定年退職等正当な理由のある場

合は行使を認める。外部支援者につ

いては、権利確定条件が付されてい

ない。 

対象勤務期間  定めがない。

権利行使期間
 平成15年９月14日から

平成24年９月13日まで

（注）株式数に換算して記載しております。 

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

　　当連結会計年度（平成19年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの　

　

　数については、株式数に換算して記載しております。

　①ストック・オプションの数

平成14年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 ―

付与 ―

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 ―

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 1,186

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 1,186
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　②単価情報

平成14年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 165,000

行使時平均株価　　　　　（円） ―

公正な評価単価（付与日）（円） ―
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年3月31日）

当連結会計年度
（平成19年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

関係会社出資金評価損等損金不算入 38,243千円

貸倒引当金損金不算入 51,001千円

投資有価証券評価損損金不算入 5,697千円

外形標準課税損金不算入 1,139千円

ソフトウェア評価損損金不算入 40,313千円

ソフトウェア除却損損金不算入 2,394千円

減損損失 40,114千円

関係会社株式評価損損金不算入 240,943千円

リース料損金不算入 1,653千円

繰延税金資産小計 421,502千円

評価性引当額 △421,502千円

繰延税金資産計 0千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △377千円

その他有価証券評価差額金 △2,442千円

繰延税金負債計 △2,819千円

繰延税金資産の純額 △2,819千円

繰延税金資産

貸倒引当金損金不算入 53,300千円

投資有価証券評価損損金不算入 25,803千円

外形標準課税損金不算入 1,708千円

株主優待引当金損金不算入 1,628千円

減損損失 72,268千円

ソフトウェア評価損損金不算入 118,119千円

繰越欠損金 1,050,027千円

繰延税金資産小計 1,322,855千円

評価性引当額 △1,322,855千円

繰延税金資産計 0千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △188千円

繰延税金負債計 △188千円

繰延税金資産の純額 △188千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

  当期純損失が計上されているため記載しておりません。   当期純損失が計上されているため記載しておりません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　

至平成19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

　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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　

至平成19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

　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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　

至平成19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。

（関連当事者との取引）

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）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有
（被所有）
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

役員 菅原　仁 － －
当社代表

取締役

(被所有)

直接

2.12％

－ － 債務被保証 15,000 － －

 　（注） 平成14年１月30日実行の銀行借入30,000千円及び同年３月26日実行の銀行借入30,000千円に対して、当社代表

取締役　菅原　仁より個人保証を受けておりますが、保証料の支払は行っておりません。

 　　　（2）子会社等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

 関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
（人）

事業上の
関係

関連会社

ダイナウェ

アソリュー

ションズ㈱

東京都　

渋谷区  
696,628

ソフト

ウェア業 

（所有） 

直接 

24.51％ 

－
販売代理

店 

資金の貸付 50,000
短期貸付金

長期貸付金

99,000

101,000

貸付の利息 7,932 － －

 売上 1,359  － －

　（注）上記会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期日平成19

　　　　年10月31日、毎月の分割返済としております。なお、担保として有価証券を受け入れております。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 　　　（１）子会社等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

 関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
（人）

事業上の
関係

関連会社

ダイナウェ

アソリュー

ションズ㈱

東京都　

渋谷区  
696,628

ソフト

ウェア業 

（所有） 

直接 

24.51％ 

―
販売代理

店 

資金の貸付 ― ― ―

貸付の利息 4,934 ― ―

 売上 241 ― ―

　（注）上記会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期日平成19

　　　　年10月31日、毎月の分割返済としております。なお、担保として有価証券を受け入れております。

　　　　ダイナウェアソリューションズ㈱の株式は当連結会計年度に全て売却しております。関連当事者でなくなった

　　　　時点の貸付金残高は142,000千円であります。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

１株当たり純資産額 　　　　　―

１株当たり当期純損失 44,626 円  57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、当連結会計年度は、当

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、当連結会計年度は、当

期純損失のため、記載を省略しております

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純損失金額

当期純損失（千円） 2,111,547 1,050,152

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 2,111,547 1,050,152

期中平均株式数（株） 22,596 23,532

 

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株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

(注) 　(注)

（注）　潜在株式の種類

　　　　①　第1回新株予約権 

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)

当連結会計年度 
(自　平成18年４月１日 
至　平成19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

 同左
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　　　　 ②　第2回転換社債型新株予約権付社債

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日) 

新株予約権付社債の残高 ── 370,000,000円

新株予約権の残高（個） ── 37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
── 6,830株 

 新株予約権の行使時の払込金額 ── 54,167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　  54,167円 

 資本組入額　27,084円
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

(1) 当社は、平成19年１月22日開催の取締役会決議により、

平成19年４月２日付で株式会社ネット・タイムの普通株式

を第三者割当増資の引受により取得し当社の子会社としま

した。

【取得会社の概要】

1. 商号　　　　株式会社ネット・タイム

2. 代表者　　　代表取締役社長　橋本晃　

3. 所在地  　　東京都千代田区

4. 設立　　　　平成８年８月８日　

5. 資本金　　　299,301千円

6. 出資比率　　52.3%

7. 取得する株式の数　　　　　83,000株

8. 取得する株式の取得価格　　41,500千円

(2)当社は、平成19年4月16日開催の取締役会決議により、

平成19年4月23日付けで株式会社シブヤテレビジョンの普

通株式を株式譲渡により取得し当社の子会社としました。

【取得会社の概要】

1. 商号　　　　株式会社シブヤテレビジョン

2. 代表者　　　代表取締役　秋元耕士　　

3. 所在地  　　東京都港区

4. 設立　　　　平成10年８月17日　

5. 資本金　　　60,000千円

6. 出資比率　　51.0%

7. 取得する株式の数　　　　　612株

8. 取得する株式の取得価格　　142,799千円
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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。

  (２)新株予約権の総数

 各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計

200個の本新株予約権を発行する。

 (３) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額及び転

換価額

① 本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、

本社債の発行価額と同額とする。

② 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たり

の額（以下「転換価額」という。）は、当初、247,000円

（以下「当初転換価額」という。）とする。

 (４) 新株予約権の発行価額を無償とする理由及びその行

使に際して払込をなすべき額の算定理由

 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付され

たものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新

株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、

本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮

し、また、本新株予約権の価値と、本社債の利率、発行価

額等のその他の発行条件により得られる経済的価値とを勘

案して、その発行価額を無償とした。また、本新株予約権

付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、本

新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は本社債

の発行価額と同額とし、当初の転換価額は2006年３月23日

(東京時間)の株式会社東京証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値の100％とした。

 (５) 新株の発行価額中の資本組入れ額

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株

の資本組入額は、転換価額（ただし、本項第(8)号によっ

て調整される場合は調整後の転換価額）に0.5を乗じた金

額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その

端数を切り上げた額とする。
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

 

 

 

株式会社アイ・ビー・イー(2347)　平成 19 年 3 月期決算短信

－ 45 －



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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

 

 

 （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。
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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 

 

 

 

 （3）平成18年6月16日開催の取締役会において、株式会

社アイ・ビー・イー第2回新株予約権（第三者割当）を平

成18年7月3日に発行することを決議いたしました。概要は

下記のとおりです。

１. 新株予約権の名称 

 株式会社アイ・ビー・イー第2回新株予約権（第三者割

当） 

２. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数

 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普

通株式6,500株（以下「割当株式数」という。）とする。

但し、第12項により、割当株式数が調整される場合には、

本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数

に応じて調整されるものとする。

３． 本新株予約権の総数　　      １個 

４. 各本新株予約権の払込金額

 本新株予約権1個あたり金338,000円

５. 新株予約権の払込金額の総額  

  金338,000円 

６．申込期間                     

 平成18年7月3日（ロンドン時間） 

７．割当日及び払込期日 

 平成18年7月3日（ロンドン時間）

８．発行地 

 英国

９．募集の方法及び割当先

 第三者割当の方法により、全てIP Synergy Finance 

Inc.に割り当てる。

10. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額（以下に定義する。）に行使請求にかかる

割当株式数を乗じた額とする。

 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新

たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処

分（以下当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）

する場合における株式1株あたりの払込金額（以下「行使

価額」という。）は、当初200,200円（以下「当初行使価

額」という。）とする。
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

11. 行使価額の修正 

 行使価額は、平成18年7月7日（金）以降の毎週月曜日、

水曜日及び金曜日（以下「修正日」という。）以降、修正

日の直前の取引日まで（当日を含む。）の5連続取引日（但

し、売買高加重平均価格のない取引日を除く。）の株式会

社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日

の売買高加重平均価格の平均値の90％に相当する金額（但

し、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数

を切り上げた金額。以下「修正後行使価額」という。）に

修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が

当初行使価額の102％（但し、第13項による調整を受ける。

以下「上限行使価額」という。）を上回る場合には、修正

後行使価額は上限行使価額とする。

 

 

12. 割当株式数の調整

当社が第13項の規定に従って行使価額の調整を行う場合に

は、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。

但し、調整の結果1株未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てる。

 

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

 上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、

第13項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

13. 行使価額の調整  

当社は、本新株予約権の割当後、時価を下回る価額を募集

株式の払込金額としてその発行する当社普通株式又はその

処分する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合

（但し、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券も

しくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交

付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の取得又は行使による場合を除く。）には、

次に定める算式により行使価額を調整する。なお、次の算

式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総

数から、当社の有する当社普通株式数を控除した数とす

る。 

既発行

株式数 ＋

新発行・処

分株式数
×

1株当たりの

払込金額

調整後
＝

調整前
×

時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新発行・処分株式数

また、当社は当社普通株式の分割・併合等一定の事由が生

じた場合にも適宜行使価額を調整する。 

14．本新株予約権を行使することができる期間 

平成18年7月6日から平成21年7月3日（いずれも日本時間）

（第16項各号に従って本新株予約権が取得される場合、取

得される本新株予約権については、取得のための通知がな

された日の翌日）までとする。 
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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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４．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 247,080 858,894  

２．受取手形 3,339 －  

３．売掛金  564,010 221,917  

４. 有価証券  － 26,250  

５．商品 112,306 97,503  

６．仕掛品 5,484 7,452  

７．貯蔵品 50 36  

８．前渡金 16,922 711  

９．前払費用 25,825 1,741  

10．短期貸付金 ※４ 99,310 －  

11.未収消費税等 39,808 －  

12.その他 15,353 14,712  

13．貸倒引当金 △23,914 △8,959  

流動資産合計 1,105,577 50.5 1,220,259 83.9 114,682

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 25,688 25,688

減価償却累計額 9,765 15,922 12,094 13,594  

２．工具器具及び備品 168,037 108,406

減価償却累計額 65,421  82,415   

減損損失累計額 78,803 23,812 － 25,991  

有形固定資産合計 39,735 1.8 39,585 2.7 △150

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 389,996 55,654  

２．電話加入権 509 509  

無形固定資産合計 390,505 17.8 56,164 3.9 △334,341
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券  166,975 12,600  

２．関係会社株式  ※１ 0 －  

３．長期貸付金 － 142,000  

４．関係会社出資金 291,090 －  

５．関係会社長期貸付金 101,000 －  

６．従業員長期貸付金  1,067 －  

７．長期前払費用 34,709 36,344  

８．長期性預金 100,000 －  

９．敷金保証金 61,536 70,332  

10．貸倒引当金 △101,395 △122,000  

投資その他の資産合計 654,983 29.9 139,277 9.5 △515,706

固定資産合計 1,085,224 49.5 235,027 16.1 △850,197

資産合計 2,190,802 100.0 1,455,287 100.0 △735,515

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 190,952 71,315  

２．短期借入金 ※２ 500,000 －  

３．一年内返済予定長期
借入金

※１ 52,440 20,000  

４．一年内償還予定社債 393,000 317,000  

５．未払金 133,802 26,099  

６．未払費用 33,747 34,685  

７．未払法人税等 4,652 7,148  

８．前受金 21,915 23,156  

９．預り金 2,690 3,070  

10. 株主優待引当金 － 4,000  

11.デリバティブ債務 4,630 －  

12.リース資産減損勘定 12,920 132,890  

13. その他流動負債 － 10,060  

流動負債合計 1,350,749 61.7 649,427 44.6 △701,322
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債

１．社債 757,000 320,000  

２. 新株予約権付社債 － 370,000  

３．長期借入金  40,000 20,000  

４．繰延税金負債  2,819 188  

固定負債合計 799,819 36.5 710,188 48.8 △89,631

負債合計 2,150,569 98.2 1,359,616 93.4 △790,953

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※３ 1,002,105 45.7 －   

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 781,445 －

資本剰余金合計 781,445 35.7 －   

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金

特別償却準備金 826 －

２．当期未処分利益又は
    当期未処理損失(△)

△1,745,426 －

利益剰余金合計 △1,744,600 △79.6 －   

Ⅳ　その他有価証券評価差
    額金

1,283 0.0 －   

資本合計 40,232 1.8 －   

負債・資本合計 2,190,802 100.0 －   
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,555,542 106.9  

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,334,882    

(2）その他資本剰余金  －   －    

資本剰余金合計   － －  1,334,882 91.7  

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   －    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  －   275    

繰越利益剰余金  －   △2,795,028    

利益剰余金合計   － －  △2,794,753   

株主資本合計   － －  95.671 6.6  

純資産合計   － －  95,671 6.6  

負債純資産合計   － －  1,455,287 100.0  
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高

１．システムインテグ
レーション売上高

699,111 545,967

２．プロダクト売上高 575,134 325,062

３．サービス売上高 227,692 1,501,938 100.0 138,719 1,009,749 100.0 △492,189

Ⅱ　売上原価

１．システムインテグ
レーション原価

728,678 437,691

２．プロダクト原価 502,810 252,277

３．サービス原価 213,896 1,445,384 96.2 123,212 813,180 80.5 △632,204

売上総利益 56,553 3.8 196,568 19.5 140,015

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 872,610 58.1 527,914 52.3 △344,696

営業損失 816,057 △54.3 331,345 △32.8 484,712

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※３ 8,276 15,262

２．有価証券利息 2,325 1,549

３. 受取配当金 1,200 －

４. 受取手数料 12,175 －

５. デリバティブ評価益 23,382 －

６. 研究開発助成金 12,136 29,331

７．その他 1,299 60,795 4.0 4,898 51,041 5.1 3,599

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 10,879 7,923

２．社債利息 5,848 5,958

３．社債発行費 78,458 24,894

４. 株式交付費 － 32,545

５. 新株予約権発行費 － 25,361

６．匿名組合費用 26,527 51,798

７．支払保証料 9,241 －

８．その他 1,170 132,125 8.8 18,818 167,299 16.6 35,174

経常損失 887,387 △59.1 447,602 △44.3 439,785
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益  ※５ － 77,765

２．貸倒引当金戻入益 3,954 2,421

３．その他 － 3,954 0.2 6 80,192 7.9 76,238

Ⅶ　特別損失

１. 関係会社株式評価損  591,999 －

２. 投資有価証券評価損  13,999 49,399

３. リース解約損  － 77,711

４. 投資有価証券売却
損 

 － 2,590

５. 減損損失 ※４ 117,378 146,012

６. 出資金評価損  110,000 171,084

７. 商品評価損  161,500 －

８. 貸倒引当金繰入額  122,000 －

９. 固定資産除却損  33 －

10. 定期預金解約損  － 3,444

11. ソフトウェア評価損  99,050 230,629

12. ソフトウェア除却損  5,833 1,221,795 81.3 － 680,872 67.4 △540,923

税引前当期純損失 2,105,228 △140.2 1,048,281 △103.8 1,056,947

法人税、住民税及
び事業税

950 2,059

法人税等調整額 26,317 27,267 1.8 △188 1,871 0.2 △25,396

当期純損失 2,132,495 △142.0 1,050,152 △104.0 △1,082,343

前期繰越利益 387,068 －  

当期未処理損失 1,745,426 －  
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売上原価明細書

○　システムインテグレーション原価明細書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　システムインテグレー
ション開発原価

１．人件費 121,889 16.7 112,983 20.1  

２．外注費 180,972 24.7 93,607 16.7  

３．経費 ※２ 428,943 58.6 354,426 63.2  

当期総開発費用 731,805 100.0 561,017 100.0 △170,788

期首仕掛品たな卸高 61,087 5,484  

合計 792,893 566,502 △226,391

他勘定振替高 ※３ 62,340 121,359  

期末仕掛品たな卸高 5,484 7,452  

当期システムインテグ
レーション開発原価

725,068 437,691 △287,377

Ⅱ　システムインテグレー
ション商品原価

１．期首商品たな卸高 244,602 －  

２．当期商品仕入高 32,813 －  

合計 277,416 －  

３．他勘定振替高  ※４ 161,500 －  

４．期末商品たな卸高 112,306 －  

当期システムインテグ
レーション商品原価

3,609 －  

当期システムインテグ
レーション原価

728,678 437,691 △290,987
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　（注）

前事業年度 当事業年度

 ※１．原価計算方法は、実際個別原価計算によっておりま

す。

※１．　　　　　　　　同左

※２．主な内訳は次のとおりであります。 ※２．主な内訳は次のとおりであります。

購入部材費 166,778千円 購入部材費 182,259千円

ソフトウェア償却費 106,848千円 ソフトウェア償却費 37,315千円

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

研究開発費 45,937千円 研究開発費 71,552千円

販売促進費 16,402千円 販売促進費 49,806千円

※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 商品評価損 161,500 千円  ───   

○　プロダクト原価明細書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　プロダクト商品原価

１．期首商品たな卸高 － 112,306  

２．当期商品仕入高 － 155,597  

合計 － 267,903  

３．期末商品たな卸高 － 97,503  

当期プロダクト商品原価 385,612 76.7 170,399 67.5 △215,213

Ⅱ　人件費 18,232 3.6 16,051 6.4  

Ⅲ　外注費 22,189 4.4 19,056 7.6  

Ⅳ　経費 76,775 15.3 46,769 18.5  

当期プロダクト原価 502,810 100.0 252,277 100.0 △250,533
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○　サービス原価明細書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

１．商品仕入  22,787 10.7 26,757 21.7  

２．人件費  22,744 10.6 27,621 22.4  

３．外注費 52,618 24.6 16,268 13.2  

 ４．経費  115,745 54.1 52,564 42.7  

当期サービス原価  213,896 100.0 123,212 100.0 △90,684

　（注）

前事業年度 当事業年度

原価計算方法は、実際個別原価計算によっております。 同左
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(3）損失処理計算書及び株主資本等変動計算書

損失処理計算書

前事業年度

株主総会承認日

（平成18年６月29日）

 　　　区分
 注記
 番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失
（△）

 △1,745,426

Ⅱ　任意積立金取崩
額

特別償却準備
金取崩額

 275 275

 　　　　合計  △1,745,151

Ⅲ　次期繰越損失
（△）

 △1,745,151
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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
任意積立金  繰越利益剰余金  利益剰余金合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額

新株の発行 553,437 553,437 － － － 1,106,874

当期純損失 － － － △1,050,152 △1,050,152 △1,050,152

特別償却準備金取崩額 － － △550 550 － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

553,437 553,437 △550 △1,049,602 △1,050,152 56,721

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,555,542 1,334,882 275 △2,795,028 △2,794,753 95,671

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

事業年度中の変動額

新株の発行 － － － 1,106,874

当期純損失 － － － △1,050,152

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,283 △1,283 － △1,283

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,283 △1,283 － 55,438

平成19年３月31日　残高
（千円）

－ － － 95,671
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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

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 　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。

　　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。 

   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、当事業年度においても331,345千円の

営業損失、447,602千円の経常損失、1,050,152千円の当

期純損失を計上しております。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、当事業年度においても

重要な当期純損失を計上する結果となりました。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。前事業年度に比して損

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、当事業年度

において680,872千円の特別損失を計上、1,050,152千円

の当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、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。平

成18年３月に株式会社インターネット総合研究所、平成

19年１月に株式会社ネット・タイム、平成19年２月には

株式会社シブヤテレビジョンと包括的な業務提携契約を

締結しております。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、

来事業年度以降の損益構造の改善を見込んでおります。
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

 

 

 

 　資金面におきましては、平成19年３月８日に業務提携先

である株式会社シブヤテレビジョンとの共同事業展開を

推進するために同社の親会社である株式会社ケン・コー

ポレーションをはじめとする引受先に対し第三者割当に

よる新株発行を行い、総額921,670千円の資金を調達して

おります。また、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、当事業年度に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既存株式価値の希薄化懸念を考慮し、

平成19年２月21日に同日時点の残存部分全部につき当社

による取得及び消却を行っておりますが、当事業年度に

おいて2,185株の新株予約権の行使により、155,136千円

の払込を受けております。このように当事業年度におい

て当社では財務体質強化を重要な経営課題として位置づ

け、その基盤強化に取り組んでまいりました。

 　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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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

 （2）関連会社株式

　　　移動平均法による原価法を採用

　　しております。

 （3）その他有価証券

　 時価のあるもの

 　　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。

 （1）満期保有目的の債券

同左

 （2）関連会社株式

同左

 

 （3）その他有価証券

　 時価のあるもの

 　　決算日の市場価格等に基づく時価

　　法（評価差額は全部純資産直入法に

　　より処理し売却原価は移動平均法に

　　より算定）を採用しております。

   時価のないもの 

同左

２．デリバティブの評価基準

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

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

（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

（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

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

　建物　　　　　　　　　　８～15年

　工具器具及び備品　　　　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

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　建物　　　　　　　　　　８～15年

　工具器具及び備品　　　　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。

(2）無形固定資産

①自社利用のソフトウェア

社内における見込利用可能期間（３～５

年）による定額法によっております。

②市場販売目的のソフトウェア

見込販売可能期間（３年）による定額法に

よっております。

(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

同左

(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

 ５. 繰延資産の処理方法 (1)社債発行費

  支払時に全額費用として処理しております。

 (1)社債発行費

同左

 

  

 

 (2)株式交付費

　支払時に全額費用として処理しており

ます。 

  

 

 (3)新株予約権発行費

　支払時に全額費用として処理しており

ます。 

株式会社アイ・ビー・イー(2347)　平成 19 年 3 月期決算短信

－ 64 －



項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６．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

 

 

 

 

　株主優待引当金

 　将来の株主優待券の利用による費用の発

生に備えるため、翌期以降に発生すると見

込まれる額を計上しております。

 

７．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

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

項目
前事業年度 

（自　平成17年４月１日 
    至　平成18年３月31日） 

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

会計方針の変更 「固定資産の減損に係る会計基準」 

　当事業年度より（「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会　平成15年10月31日　企

業会計基準適用指針第６号）を適用してお

ります。これにより営業損失、経常損失は

18,817千円減少し、税引前当期純損失は

98,561千円増加しております。

─────

─────  「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」

 　当事業年度から、「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95,671千円であります。
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表示方法の変更

項目
前事業年度 

（自　平成17年４月１日 
    至　平成18年３月31日） 

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

表示方法の変更  ────  （貸借対照表）

　前期まで区分掲記しておりました「デ

リバティブ債務」（当期3,660千円）は、

負債及び純資産の総額の100分の1以下と

なったため、流動負債の「その他」に含

めて表示することにしました。

   （損益計算書）

　前期まで区分掲記しておりました「支

払保証料」（当期7,582千円）は、営業外

費用の総額の100分の10以下となったため、

営業外費用の「その他」に含めて表示す

ることにしました。
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追加情報

前事業年度 
 （自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日） 

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

に委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、前事業

年度末に投資その他資産の「出資金」に含まれていた出資

比率20％以上の匿名組合出資金は695,387千円でありま

す。 

 

　─────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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。

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

※１．担保資産及び担保付債務

─────

 

 

 

※２．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

─────

　　　　　　　　　　   

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ※３．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　　　普通株式 77,360株

発行済株式総数　　　普通株式 22,734株

授権株式数　　　　　普通株式 77,360株

発行済株式総数　　　普通株式 45,082株

※４．関係会社項目

　　　 関係会社に対する資産には区分掲記されたもの

　　　 のほか次のものがあります。

※４．関係会社項目

─────

短期貸付金 99,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は34％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は66％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は42％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は58％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

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

役員報酬 49,845千円

従業員給与 118,418千円

販売促進費 65,118千円

支払地代家賃 36,126千円

減価償却費 4,755千円

ソフトウエア償却費 27,373千円

研究開発費 73,752千円

貸倒引当金繰入 8,070千円

株主優待引当金繰入 4,000千円

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 一般管理費に含まれる研究開発費

290,307千円 73,752千円

※３．関係会社項目

受取利息 7,932千円

※３．関係会社項目

受取利息　　　 4,934千円
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※４.減損損失　　　　　　　　　

 　減損損失の内訳は次のとおりです。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 用途 場所 種類 減損損失 

画像管理シス

テム

　本社 所有権移転

外ファイナ

ンスリース

 31,737

ＶＯＤシステ

ム(VVnet) 

　本社 工具器具備

品

 24,137

ＶＯＤシステ

ム

(VideoTank)

　本社 工具器具備

品

 420 

配信システム　本社 工具器具備

品

 602

コンテンツ使

用料

　本社 長期前払費

用

 60,480

 　当社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。

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。　

※４.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ＳＤＫ

　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

 　 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。　

※５.固定資産売却益　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　─────

※５.固定資産売却益　　　　　　

 工具器具備品 77,765千円
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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）

工具器具
及び備品 

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

ソフト
ウェア

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

合計 709,087 280,515 29,957 398,614

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）

ソフト
ウェア

457,630 230,667 137,933 89,028

合計 457,630 230,667 137,933 89,028

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

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 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

１年内 93,471千円

１年超 133,427千円

合計 226,898千円

リース資産減損勘定の残高 132,890千円

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 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

支払リース料 130,614千円

リース資産減損勘定の取崩額 26,042千円

減価償却費相当額 108,527千円

支払利息相当額 10,100千円

減損損失 146,012千円

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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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成19年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年3月31日）

当事業年度
（平成19年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

関係会社出資金評価損等損金不算入 38,243千円

貸倒引当金損金不算入 51,001千円

投資有価証券評価損損金不算入 5,697千円

外形標準課税損金不算入 1,139千円

ソフトウェア評価損損金不算入 40,313千円

ソフトウェア除却損損金不算入 2,394千円

減損損失 40,114千円

関係会社株式評価損損金不算入 240,943千円

リース料損金不算入 1,653千円

繰延税金資産小計 421,502千円

評価性引当額 △421,502千円

繰延税金資産計 0千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △377千円

その他有価証券評価差額金 △2,442千円

繰延税金負債計 △2,819千円

繰延税金資産の純額 △2,819千円

繰延税金資産

貸倒引当金損金不算入 53,300千円

投資有価証券評価損損金不算入 25,803千円

外形標準課税損金不算入 1,708千円

株主優待引当金損金不算入 1,628千円

減損損失 72,268千円

ソフトウェア評価損損金不算入 118,119千円

繰越欠損金 1,050,027千円

繰延税金資産小計 1,322,855千円

評価性引当額 △1,322,855千円

繰延税金資産計 0千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △188千円

繰延税金負債計 △188千円

繰延税金資産の純額 △188千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 当期純損失が計上されているため記載しておりません。  当期純損失が計上されているため記載しておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額     1,769円 70銭

１株当たり当期純損失  94,374円 92銭  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式があるものの、当連結会計年度は、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     2,122円 16銭

１株当たり当期純損失  44,626円 57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、当連結会計年度は、当期

純損失のため、記載を省略しております。   

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益（△損失）金額

当期純利益（△損失）（千円） △2,132,495 △1,050,152

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（△損失）（千

円）
△2,132,495 △1,050,152

期中平均株式数（株） 22,596 23,532

 

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株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

(注) (注)

　（注）　潜在株式の種類

　　　　　①　第1回新株予約権 

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日 
至　平成19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  

　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

 同左
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 ②　第2回転換社債型新株予約権付社債

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日) 

新株予約権付社債の残高 ── 370,000,000円

新株予約権の残高（個） ── 37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
── 6,830株 

 新株予約権の行使時の払込金額 ── 54,167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　   54,167円 

 資本組入額　 27,084円
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

(1) 当社は、平成19年１月22日開催の取締役会決議により、

平成19年４月２日付で株式会社ネット・タイムの普通株式

を第三者割当増資の引受により取得し当社の子会社としま

した。

【取得会社の概要】

1. 商号　　　　株式会社ネット・タイム

2. 代表者　　　代表取締役社長　橋本晃　

3. 所在地  　　東京都千代田区

4. 設立　　　　平成８年８月８日　

5. 資本金　　　299,301千円

6. 出資比率　　52.3%

7. 取得する株式の数　　　　　83,000株

8. 取得する株式の取得価格　　41,500千円

(2)当社は、平成19年4月16日開催の取締役会決議により、

平成19年4月23日付けで株式会社シブヤテレビジョンの普

通株式を株式譲渡により取得し当社の子会社としました。

【取得会社の概要】

1. 商号　　　　株式会社シブヤテレビジョン

2. 代表者　　　代表取締役　秋元耕士　　

3. 所在地  　　東京都港区

4. 設立　　　　平成10年８月17日　

5. 資本金　　　60,000千円

6. 出資比率　　51.0%

7. 取得する株式の数　　　　　612株

8. 取得する株式の取得価格　　142,799千円
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

10.資金使途 

 新規事業およびM&Aに対する投融資、当社財務基盤の強

化・改善に充当していく予定であります。

11.新株予約権に関する事項 

 (１)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式と

し、その行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行

又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下、

当社普通株式の発行又は移転を「交付」という。）する数

は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を本項(3)号

②記載の転換価額（但し、本項第（8）号によって調整さ

れた場合は調整後の転換価額）で除して得られる最大整数

とする。但し、行使により生じる１株の100分の１未満の

端数はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。本新

株予約権の行使により端株が発生する場合には、商法に定

める端株の買取請求権が行使されたものとして現金により

精算する。

  (２)新株予約権の総数

 各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計

200個の本新株予約権を発行する。

 (３) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額及び転

換価額

① 本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、

本社債の発行価額と同額とする。

② 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たり

の額（以下「転換価額」という。）は、当初、247,000円

（以下「当初転換価額」という。）とする。

 (４) 新株予約権の発行価額を無償とする理由及びその行

使に際して払込をなすべき額の算定理由

 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付され

たものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新

株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、

本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮

し、また、本新株予約権の価値と、本社債の利率、発行価

額等のその他の発行条件により得られる経済的価値とを勘

案して、その発行価額を無償とした。また、本新株予約権

付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、本

新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は本社債

の発行価額と同額とし、当初の転換価額は2006年３月23日

(東京時間)の株式会社東京証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値の100％とした。

 (５) 新株の発行価額中の資本組入れ額

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株

の資本組入額は、転換価額（ただし、本項第(8)号によっ

て調整される場合は調整後の転換価額）に0.5を乗じた金

額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その

端数を切り上げた額とする。
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(６)行使請求期間

 本新株予約権付社債の社債権者は、2006年４月18日から

2009年４月２日(いずれも東京時間)までの間、いつでも、

本新株予約権の行使を請求すること（以下「行使請求」と

いう。）ができる。

(７)行使の条件

 当社が第８項②、③により本社債を繰上償還する場合又

は当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、償

還日又は期限の利益の喪失日以後本新株予約権を行使する

ことはできない。当社が第８項④記載の本新株予約権付社

債の社債権者の請求により本社債を繰上償還する場合には、

本新株予約権付社債券が償還金支払場所に提出されたとき

以降、本新株予約権を行使することはできない。また、各

本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(８) 転換価額の調整

 当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社普通株式の

時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当社普通株式

を新たに発行又は当社の有する当社普通株式を処分する場

合（但し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換で

きる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は

行使による場合を除く。）には、次に定める算式（以下

「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整す

る。なお、転換価額調整式において、「既発行株式数」は、

当社の発行済普通株式総数から、当社の有する当社の普通

株式数を控除した数とする。 

既発行

株式数 ＋

新規発行・

処分株式数
×

1株当たり発

行・処分価額

調整後
＝

調整前
×

時価

転換価額 転換価額 既発行株式数＋新規発行・処分株式数

 また、転換価額は、当社普通株式の分割もしくは併合又

は時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換されるも

しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求で

きる権利（新株予約権を含む。）を付与された証券（新株

予約権付社債を含む。）の発行が行われる場合等にも適宜

調整される。

 (９) 新株予約権の消却事由及び消却条件

 本新株予約権の消却事由は定めない。
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

 （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。
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

7.担　保 

 社債買取人より提供される株式会社アイ・ビー・イー2009

年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（総額

1,500,000,000円分）。なお当該担保社債については、権

利行使の対象となる社債の額面相当額が貸付先より期限前

弁済されない限り、新株予約権、償還請求権等の権利を有

効に行使することができない。

8.担保管理人　　東京青山・青木法律事務所 
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。 

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。 
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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。 

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。 
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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。 

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。 

17．新株予約権の譲渡制限 

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 

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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