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経営統合に関するお知らせ 

（株式交換ならびに会社分割に関するお知らせ） 
 
 当社は、平成 19年 10月 15日開催の当社取締役会において、会社分割および株式交換を併用する方式
による持株会社体制による経営統合に関し、本日株式交換契約ならびに会社分割に関する覚書を締結いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 未発表事項に関しましては、本年 11 月下旬に分割契約書の締結および臨時株主総会議案承認取締役会
を予定しておりますので、その際に公表いたします。 
 なお、本件経営統合は、平成 19年 12月 20日開催予定の当社臨時株主総会の承認を条件に行われる予
定です。 
 

記 
Ⅰ 経営統合の目的 

当社は、平成 19 年 4 月にデジタルサイネージ事業を中心としたメディア関連事業で実績のある株
式会社シブヤテレビジョン（以下「シブヤテレビジョン」）および情報・ネットワークセキュリティソ

フトウェア製品の開発・販売で実績のある株式会社ネット・タイム（平成 19年 9月に完全子会社化、
以下「ネット・タイム」）を連結子会社化することにより、新生 IBEグループとして、これら二社と
の相乗効果による新規ビジネスの創出と事業領域の拡大を図っております。 
当社では、従前より「デジタル映像コンテンツをもっと自由に、もっと簡単に」をキーワードに、

豊かな表現力を持つ「映像」をブロードバンドやデータベースをはじめとする「IＴ」を活用して、よ
り多くの人により便利に利用していただくための技術を提供しております。特に「デジタルアーカイ

ブ＆デリバリー」の分野においては、放送局や通信事業者、大学等教育機関に対してデジタル映像を

効率的に管理、多様なメディアに向けて高品質な映像を配信するソリューションを提供し、高い評価

をいただいておりますが、これら連結子会社との協業により、今まで以上に幅広いお客様に対して、

デジタル映像を用いた製品・技術・サービスの提供を目指しております。 
 
このたび、新生 IBEグループとして更なる連結業績の向上と事業基盤の拡充を図るべく、グループ
会社であるシブヤテレビジョンを、平成 20年 1月 31日を期して完全子会社とする株式交換を行うこ
とといたしました。 
また、このたびの経営統合を機に、①スピード経営・自主自立経営の徹底、②各業種・業態に最適

な経営体制の確立、③変化に対応できる柔軟な経営体制の確立、④グループとしてのシナジー効果の

追求により、更なるグループの競争力強化と成長促進を図るべく、平成 20年 4月 1日を期して当社



の事業を吸収分割によりネット・タイムに承継させることにより純粋持株会社体制への移行を行うこ

とにいたしました。 
これにより、持株会社体制のもと、当社のデジタル映像関連事業とネット・タイムのセキュリティ

事業を IT ソリューション事業として統合、シブヤテレビジョンの営むメディアソリューション事業
との事業形態区分を整理し、グループとしての経営資源の最適化を図ってまいります。 

ITソリューション事業につきましては、当社とネット・タイム両社の得意分野・ブランドを活かし
ながら、より幅広い市場ニーズに対応できる ITソリューションの提供を目指していきます。 

 
Ⅱ 株式交換について 

1. 株式交換の目的 
当社は本年 4月 23日にシブヤテレビジョンの株式 51％を取得、連結子会社としてシブヤテレ
ビジョンのメディア事業と、当社の持つデジタル映像処理技術の融合により新たな事業分野の開

拓を目指してまいりました。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 
平成 19年 10月 15日（月）  株式交換決定取締役会（両社） 
平成 19年 10月 15日（月）  株式交換契約締結（両社） 
平成 19年 10月 31日（水）  株式交換承認臨時株主総会基準日（予定） 
平成 19年 11月下旬           臨時株主総会議案承認取締役会 
平成 19年 12月 20日（木）  株式交換承認臨時株主総会（予定）(両社)   
平成 20年１月 31日（木）  株式交換予定日（交換期日）  
平成 20年 3月中旬     株券交付予定日  

 
(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) 

株式会社シブヤテレビジョン 
(完全子会社) 

株式交換比率 1 2.15 
   （注）１．株式の割当比率 

シブヤテレビジョンの株式 1 株に対して、アイ・ビー・イーの株式 2.15 株を割
当て交付いたします。ただし、アイ・ビー・イーが保有するシブヤテレビジョン

株式 612株については、株式交換による株式の割当ては行いません。 
   ２．株式交換により発行する新株式数等    

普通株式 1,264株 
 
(3) 株式交換比率の算定根拠 

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。 
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 
算定機関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に関する取扱い 
 当社は、本株式交換に際して、シブヤテレビジョンが平成 18年 11月 20日に発行した第
一回新株予約権（目的株式総数 4,800株）の新株予約権者に対し、その新株予約権と引換に、
本件株式交換の比率に応じて同内容となる当社の新株予約権を割当交付いたします。 
 当社が交付する新株予約権の概要につきましては、下記のとおりであります。 
  
①  新株予約権の目的である株式の数 
  新株予約権 1個あたりの目的となる株式数は株式交換契約新株予約権の割当数に 
  本交換比率 2.15を乗じて計算した数とする。 
②  新株予約権の行使時の払込金額 
  新株予約権を行使する際に払込をすべき金額は、株式交換契約新株予約権の払込金額  
  を本交換比率 2.15で除した額（1円未満は切り上げ）とする。 
③  新株予約権の行使期間 
  平成 21年 11月 20日から平成 26年 11月 19日まで   

  



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 株式会社シブヤテレビジョン 
(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 
街頭ビジョン運営、広告代理店業務､ライ

ブホール及びダンススクール運営､映像

製作､ウェブサイト運営､コンテンツ事業 
(3)設立年月日 平成 10年 11月 9日 平成 10年 8月 17日 
(4)本店所在地 東京都千代田区二番町 3 番地麹町スクエ

ア 
東京都港区六本木 4-11-13 ランディック
六本木ビル 

(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 秋元 耕士 

(6)資本金 15億 5,554万円 6,000万円 
(7)発行済株式数 45,082株 1,200株 
(8)純資産 95,671千円 292,637千円 
(9)総資産 1,455,287千円 1,647,902千円 
(10)決算期 3月 31日 7月 31日 
(11)従業員数 43名 34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 

株式会社クオラス 
株式会社電通 
サントリー株式会社 
その他 

(13)大株主及び 
  持株比率 

株式会社ケン・コーポレーション  33.05% 
シャープ株式会社          7.35% 
田中 健介            4.44% 

株式会社アイ・ビー・イー      51.0% 
株式会社ケン・コーポレーション  24.0% 
田中 健介                  16.7% 

(14)主要取引銀行 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 
資本関係 当社は株式会社シブヤテレビジョンの株式 612株を保有しております。 
人的関係 当社の専務取締役秋元耕士、常務取締役吉濱泰蔵の 2名が株式会社シブヤ

テレビジョンの取締役に就任しております。 
取引関係 重要なものはありません。 

(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 株式会社シブヤテレビジョン 
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 16年 

7月期 
平成 17年 

7月期 
平成 18年 

7月期 
売上高 2,834,270 1,501,938 1,009,749 1,020,006 1,275,598 1,310,098 
営業利益 230,672 △816,057 △331,345 169,770 232,337 190,576 
経常利益 188,837 △887,387 △447,602 99,204 220,200 159,449 
1株当たり当期純利益(円) 4,772.90 △94,374.92 △44,626.57 59.39 107,263.15 87,318.61 
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 60,949.68 162,379.50 243,864.78 
（注）株式会社シブヤテレビジョン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 
 株式交換にともなう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が、
「Ⅲ 持株会社体制移行」後に関しての状況は、平成 19年 11月下旬に予定しております臨時
株主総会議案承認の取締役会で確定次第公表させていただきます。 

 
(2) 資本金 

本株式交換により、当社の個別財務諸表における資本準備金について、会社計算規則第 68
条第 1項に規定する株主払込資本変動額分が増加します。資本金は増加いたしません。 

 
(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 
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につきましては、平成 20年 3
月期中間決算発表の際に公表させていただきます。 
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。 



Ⅲ 持株会社体制移行について 
1. 持株会社体制移行の目的 
 当社は、平成 20年 4月 1日を期して、会社分割制度により当社を持株会社（以下「分割会社」）
とし、当社の事業部門(以下「本件営業」) を当社の完全子会社である株式会社ネット・タイム（以
下、「承継会社」）に吸収分割するものであります。当社の事業部門を株式会社ネット・タイムに

承継することにより、IT分野における幅広い市場ニーズの把握、機動的かつ柔軟な製品開発及び
販売を可能とし、当社グループとしてより効率的な事業運営体制の確立を目的として本件分割を

行うものであります。 
 新体制下では、持株会社がグループ全体の戦略的マネジメント（具体的には、①グループ全体

の経営戦略の策定、②経営管理、③財務及び人事戦略、④広報・IR、⑤コンプライアンス・リス
ク管理機能）を担い、最適な経営資源の配置、人材の育成と活用、共通機能の効率化を協力に推

進し、当社グループの企業価値の向上に努めてまいります。 
 本件吸収分割後の当社および承継会社の商号については、現在のところ未定でありますが、そ

れぞれの商号につきましては分割契約締結の際に公表いたします。 
  

2. 会社分割の日程 
平成 19年 10月 15日（月） 両社による会社分割に関する覚書承認取締役会 
平成 19年 10月 15日（月） 両社による会社分割に関する覚書調印 
平成 19年 10月 31日（水） 株式交換承認臨時株主総会基準日（予定） 
平成 19年 11月下旬  臨時株主総会議案承認取締役会 
平成 19年 11月下旬  両社による分割契約書調印 
平成 19年 12月 20日（木） 当社分割契約承認株式総会（予定） 
平成 20年 4月 1日 （火） 会社分割予定日（分割期日） 

 
3. 分割方式 

(1) 分割方式 
当社を分割会社とし、ネット・タイムを承継会社とする吸収分割とします。 

 
(2) 株式の割当 
 当社は、ネット・タイムの発行済株式の全てを保有しているため、本件吸収分割に際して、

当社への株式の割当は行いません。 
 

(3) 分割交付金 
承継会社による当社への分割交付金の支払はありません。 

 
(4) 承継会社が承継する権利義務 
 本件吸収分割により、当社は承継会社に対し、平成 19年 10月 15日付分割覚書に別段の
定めがあるものを除き、平成 19年 9月 30日現在の当社の貸借対照表その他同日現在の計算
を基礎とし、これに分割期日に至るまでの増減を加除した、本件営業に属する資産、負債お

よびこれらに付随する権利義務、ならびに契約上の地位その他の権利義務の全てを継承させ

ます。 
 



(5) 承継会社に新たに就任する役員 
分割契約締結の際に公表いたします。 

 
4. 分割当事会社の要旨等 

(1) 分割当事会社の概要 
(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 東京都千代田区二番町 3 番地麹町スクエ

ア 
東京都千代田区二番町 3 番地麹町スクエ
ア 

(5)代表者の 
 役職・氏名 

代表取締役社長 坂井 裕 代表取締役 橋本 晃 

(6)資本金 15億 5,554万円 299百万円 
(7)発行済株式数 45,082株 75,803株 
(8)純資産 95,671千円 30百万円 
(9)総資産 1,455,287千円 162百万円 
(10)決算期 3月 31日 3月末 
(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ズ株式会社 
株式会社エヌ･ティー･ティーカードソリ

ューション 他 

(13)大株主及び 
  持株比率 

株式会社ケン・コーポレーション 33.05% 
シャープ株式会社         7.35% 
田中 健介            4.44% 

株式会社アイ・ビー・イー    100% 

(14)主要取引銀行 三菱東京UFJ銀行 みずほコーポレート銀行 
資本関係 ネット・タイムはアイ・ビー・イーの 100%子会社です。 
人的関係 アイ・ビー・イーとネット・タイムの役員は一部兼務しております。 

(15)当事会社間の 
  関係等 

取引関係 アイ・ビー・イーとネット・タイムは取引関係があります。 



(2) 最近 3決算期間の業績 
【分割会社】                          (単位：百万円単位未満切捨) 

株式会社アイ・ビー・イー（分割会社）  
連結ベース 単体ベース 

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 
3月期 

平成 18年 
3月期 

平成 19年 
3月期 

売上高  1,573 1,117 2,834 1,501 1,009 
営業利益  40 198 230 △816 △331 
経常利益  △1,568 △483 188 △887 △447 
当期純利益  △2,111 △1,050 100 △2,132 △1,050 
1 株当たり当
期純利益(円) 

 △93,447.86 △44,626.57 4,772.90 △94,374.92 △44,626.57 

1株当たり 
年間配当(円) 

 － － － － － 

1株当たり 
株主資本（円） 

 1,769.70 － 94,372.8 1,769.70 2,122.16 

   (※)当社は平成 18年 3月期より連結計算書類を作成しているため、平成 17年 3月期の連結ベース
の状況は記載しておりません。 

 
【承継会社】                          (単位：百万円単位未満切捨) 
 株式会社ネット・タイム（承継会社） 

決算期 平成17年 5月期 平成18年 5月期 平成19年 3月期 

売上高 396 280 197 
営業利益 0 △138 △111 
経常利益 △4 △143 △113 
当期純利益 △14 △144 △138 
1株当たり当期純利益(円) △209.19 △1,904.65 △1,831.00 
1株当たり年間配当(円) － － － 
1株当たり株主資本(円) 4,136.52 2,231.87 400.86 

    (※)株式会社ネット・タイムの平成19年 3月期は決算期変更に伴い、10ヶ月決算となっております。 
 

5. 分割の内容 
  当社の本件営業に関する全ての事業 

以上 
  ＜ご参考＞ 
   会社分割による経営統合後（平成 20年 4月 1日）の連結グループ会社 
 
 
 
 
  
 

 持株会社（現 アイ・ビー・イー経営管理部門） 

シブヤテレビジョン 承継会社（現 ネット・タイム 
およびアイ・ビー・イー事業部門） 

メディアソリューション事業 ITソリューション事業 


