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株式交換による株式会社ネット・タイムの完全子会社化に関するお知らせ 

 
 平成19年５月29日開催の当社取締役会において、当社は平成19年９月１日を期して、下記のとお

り株式交換により株式会社ネット・タイムを完全子会社とすることを決定いたしましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

1. 株式交換による完全子会社化の目的 
当社は、デジタル映像技術とコンピュータ技術を融合させた「Video-IT」をコア・コンピタンスと

してブロードバンドの普及やデジタル映像技術の進歩を背景として、事業を推進しております。 

 一方、株式会社ネット・タイムは、情報・ネットワークセキュリティソフトウェア製品の開発及び

販売、並びにソフトウェア開発を中心とした事業展開を行っております。 

 急速に拡大している映像配信ビジネスにおいて、さまざまな用途で映像コンテンツの権利保護のた

めのセキュリティー対策への重要性が高まっております。 

 このような中、セキュリティーの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

資本提携を行うことで、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となるとの考えから平成19年 4月

2 日に同社を子会社化いたしました。以降、相乗効果の最大化を図るべく両社で協議を重ね、両社の

ノウハウを活かした新規事業の開発等により、さらなる業容拡大と事業基盤の拡充が期待できると判

断し、株式交換契約を締結いたしました。 

 

2. 株式交換の要旨 
 （１）株式交換の日程 

株式交換決定取締役会（両社）   平成19年５月29日（火） 

株式交換契約締結（両社）                平成19年５月29日（火） 

株式会社ネット・タイム株式交換承認株主総会    平成19年６月21日（木） 

株式会社アイ・ビー・イー株式交換承認株主総会   平成19年６月27日（水） 

株式交換の予定日（効力発生日）      平成19年９月１日（土） 

株券交付予定日                  平成19年 10月 19日（金） 

 

 （２）株式交換比率 

会社名 株式会社アイ・ビー・イー 

(完全親会社) 

株式会社ネット・タイム 

(完全子会社) 

株主交換比率 1株 0.00875株 

  （注）１．株式の割当比率 



株式会社ネット・タイムの株式0.00875株に対して、株式会社アイ・ビー・イ

ーの株式1株を割当て交付する。ただし、株式会社アイ・ビー・イーが保有す

る株式会社ネット・タイム株式83,000株については、株式交換による株式の

割当ては行わない。 

 

     ２．株式交換により発行する新株式数等 

    普通株式 663株 

      

 （３）株式交換比率の算定根拠等 

  ① 算定の基礎 

 株式交換比率の算定は利害関係が存在しない第三者機関に依頼し、その算定結果を参

考に当事会社間において協議をした結果、上記のとおり合意しました。なお、上記交換

比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事者間での協議の

上、変更することがあります。 

 最終的な株式評価につきましては、当社は 1 株につき 57,124 円、株式会社ネット・

タイムは1株につき500円といたしました。算定過程の概要は下記のとおりです。 

 

当社株式の評価 

 当社株式の評価については、評価基準日を平成19年 5月 29日として、東京証券取引

所マザーズにおける市場終値の1ヶ月平均で株価価値を評価し、直前までに開示された

重要事実・会社情報を反映させ、1株当たり57,124円と算定いたしました。 

 なお、当社株式の評価につきましては、当該期間において取引成立日の終値を当該取

引成立日数で除した単純平均を用いております。 

 

株式会社ネット・タイム株式の評価 

 株式会社ネット・タイムは非公開会社であるため、市場価格に基づいた株価が存在し

ておりません。そのため、取引価格事例方式に基づき当該株式価値評価を行いました。

平成 19 年 4 月に第三者割当有償増資を行った際、その株価は株式会社ネット・タイム

と利害関係のない第三者機関の鑑定を受けて決定されていることから、客観的に測定さ

れた価格と判断いたしました。したがって、本取引事例に基づき当該株式価値を評価し、

1株当たり直近の取引価格である500円と算定いたしました。 

 

  ② 算定の経緯 

(a) 算定機関の名称 
株式会社アーケイディア・グループ 

(b) 算定機関の意見の概要 
算定期間である株式会社アーケイディア・グループより、当該株式交換比率の算定

方法は、財務的見地から妥当であるとの意見を頂いております。 

 

③ 算定機関との関係 
算定機関である株式会社アーケイディア・グループは、当社の関連当事者には該当いた

しません。 



 

 （４）株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

承継するものはありません。  

 

3. 株式交換当事会社の概要 

(1)商号 株式会社アイ・ビー・イー 株式会社ネット・タイム 

(2)事業内容 デジタル映像関連システムソリュ

ーションの企画・開発・販売 

情報セキュリティーアプリケーシ

ョン製品の企画・開発・販売 

(3)設立年月日 平成10年 11月 9日 平成8年 8月8日 

(4)本店所在地 東京都千代田区 東京都千代田区 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 坂井 裕 代表取締役社長 橋本 晃 

(6)資本金 15億 5,554万円 2億 9,930万円 

(7)発行済株式数 45,082株 158,803株 

(8)純資産 95,671千円 30,386千円 

(9)総資産 1,455,287千円 162,140千円 

(10)決算期 3月 31日 3月 31日 

(11)従業員数 43名 19名 

(12)主要取引先 日本電気株式会社 

日本SGI株式会社 

株式会社電通国際情報サービス  

その他 

RSAセキュリティ株式会社 

伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 

AT&T ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｻｰﾋﾞｽ株式会社  

その他 

株式会社ケン・コーポレーション 

33.05%

株式会社アイ・ビー・イー 

               52.3%

シャープ株式会社     7.35% ﾃｨ･ｴｲﾁ･ｼｰ･ﾐﾚﾆｱﾑ投資事業有限責任

組合                  11.9%
(13)大株主及び持株比率 

田中 健介         4.44% 株式会社トライトラスト・ 

パートナーズ             11.4%

(14)主要取引銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 

資本関係 当社は株式会社ネット・タイムの株式 83,000

株を保有しております。 

人的関係 当社の代表取締役坂井裕、取締役宮嶋淳、取

締役竹松昇の 3 名が株式会社ネット・タイム

の取締役に就任しております。また、当社の

従業員 1 名が株式会社ネット・タイムの監査

役に就任しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

(15)当事会社間の関係等 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

   

 

 

 

 

 



   (16)最近3年間の業績         (単位：千円) 

 株式会社アイ・ビー・イー 株式会社ネット・タイム 

決算期 平成17年

3月期 

平成18年

3月期 

平成19年

3月期 

平成17年

5月期 

平成18年 

5月期 

平成19年

3月期 

売上高 2,834,270 1,501,938 1,009,749 396,468 280,651 197,533

営業利益  △816,057 △331,345 369 △138,694 △111,967

経常利益 △188,837 △887,387 △447,602 △4,008 △143,427 △113,982

1株当たり当期純利益(円) △4,772.90 △94,374.92 △44,626.57 △209.19 △1,904.65 △1,831.00

1 株当たり配当金(円) － － － － － － 
1株当たり純資産(円) 94,372.08 1,769.70 2,122.16 4,136.52 2,231.87 400.86

(注１)株式会社ネット・タイムは、当事業年度の決算期変更に伴い、１０ヶ月決算となってお 

ります。 

 (注２)株式会社ネット・タイムは非公開会社のため、証券取引法や会社法に規定される会計監 

査人による監査を義務付けられている会社ではありません。このため今回の株式交換にあ

たり、株式会社ネット・タイムの決算数値の信憑性を確認するため、株式交換比率の算定

機関である株式会社アーケイディア・グループに財務調査（デューディリジェンス）を依

頼しました。上記業績の妥当性については、その財務調査報告により確認しております。 

 

4. 株式交換後の状況 
（１） 商号、事業内容、本店所在地、代表者、決算期 

当事会社両社のそれぞれの商号、事業内容、本店所在地、代表者、決算期については、「３．

株式交換当事会社の概要」に記載した内容から、変更の予定はありません。 

 

（２） 資本金 

 今回の株式交換において、会社計算規則第 68 条に規定される株式払込資本変動額は、

37,873,212円（当社の評価株価57,124円×株式交換により交付する株式数663株）となり

ます。同条第 1 項にて資本金増加額は株式払込資本変動額の範囲で零以上と規定されてい

ることから、当社と株式会社ネット・タイムとの株式交換契約にて資本金増加額を零とい

たしました。よって、本株式交換により当社の資本金の額は増加いたしません。 

 上記の結果、会社計算規則第68条第2項の規定により、株式交換契約にて株主払込資本

変動額全額を資本準備金に計上することといたしました。 

 なお、今回の株式交換にて交付する株式はすべて新規発行株式であり、自己株式の処分

はありません。 

 

（３） 会計処理の概要 

 詳細は今後協議の上、確定次第公表させていただく予定でありますが、のれんの発生額

については小額の見込みであります。 

 

（４） 株式交換による業績への影響の見通し 

 株式会社ネット・タイムは、平成 20 年 3 月期より当社の連結対象となります。平成 20

年 3 月期の当社連結業績に与える影響の具体的内容は、平成 19 年 5 月 23 日開示の「平成

19 年 3 月期決算短信」の中の、「平成 20 年 3 月期の連結業績予想」に含めて記載をしてお

ります。 

 なお、平成20年 3月期の当社個別業績に与える影響はありません。 

以上 


