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（百万円未満切捨て）

１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 1,307 266.7 △27 － △47 － △163 －

18年９月中間期 490 － △273 － △302 － △324 －

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

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △3,559 76 － －

18年９月中間期 △14,267 94 － －

19年３月期 △44,626 57 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 0百万円 18年９月中間期 △18百万円 19年３月期 △18百万円

(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９月中間期 2,934 304 10.4 824 49

18年９月中間期 3,246 △254 △7.8 △11,062 08

19年３月期 － － － － －

（参考）自己資本 19年９月中間期 38百万円 18年９月中間期 △255百万円 19年３月期 －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９月中間期 △48 88 △254 643

18年９月中間期 111 △1,460 1,407 315

19年３月期 68 205 328 858

２．配当の状況

１株当たり配当金

（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

19年３月期 － － － － 0 00

20年３月期 － － － － 0 00

20年３月期（予想） － － － － 0 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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 － 2,587 71
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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）　有

新規 2社
（社名　株式会社ネット・タイム）

　　　　株式会社シブヤテレビジョン）
除外 －社  

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間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（中間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　　　　　　　　有

（注）詳細は、29ページ「中間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」をご覧ください。

(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９月中間期 47,036 株 18年９月中間期 23,034 株 19年３月期 45,082 株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 24 株 18年９月中間期 － 株 19年３月期 － 株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、42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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 306 70.2 △151 － △143 － △181 －

18年９月中間期 436 94.9 △239 － △302 － △324 －

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

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △3,953 39

18年９月中間期 △14,267 94

19年３月期 △44,626 57

(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９月中間期 1,100 22 2.0 468 92

18年９月中間期 3,228 △254 △7.9 △11,062 08

19年３月期 1,455 95 6.6 2,122 16

（参考）自己資本 19年９月中間期 22百万円 18年９月中間期 △255百万円 19年３月期 95百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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 － 366 59

※　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３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

  当中間連結会計期間における我が国経済は、好調な企業業績を背景とした設備投資の増加や堅調な個人消費を背景

に、減速が一巡し持ち直しの局面へ入っております。しかし、原油価格の高騰や米国経済の減速など不透明な材料も

多く、今後につきましては決して楽観できない状況であります。

　このような状況の中、当社グループでは経営資源の拡充・事業領域の拡大を目的として本年4月に株式会社シブヤテ

レビジョン、株式会社ネット・タイムを子会社化し、新生アイ・ビー・イーグループとして各社独自の事業成長およ

びシナジーの追求に注力してまいりました。

  ITソリューション事業においては、ブロードバンドの普及や映像技術の進歩を背景として、株式会社アイ・ビー・

イーが、IT技術・デジタル映像技術を駆使し、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」の分野を中心とした映

像ソリューションを提供しております。株式会社ネット・タイムにおいては、情報漏えい防止等のセキュリティ対策

への需要拡大を背景に、ICカードを主とした情報セキュリティソリューションの提供を行っております。

　メディアソリューション事業においては、株式会社シブヤテレビジョンが渋谷のストリート７カ所に大型ビジョン

を配置し、光ファイバー回線によるブロードバンドIPネットワークを活用した、企業広告、商品広告、イベント情報

プロモーションビデオクリップなど、映像と音のネット配信によるメディア事業を展開するほか、ウェブサイトやラ

イブホール、ダンススクール等の運営を行い、総合メディアとして情報発信を行っております。

　当社グループとしては、今後ますます多様化する顧客の需要に柔軟に対応するために、グループ間の連携を強化し、

トータルビジネスソリューションを提供できる企業集団を目指してまいります。当連結中間会計期間においても各社

の得意分野を活かした顧客への共同提案を行うなど、事業シナジーについても追求してまいりました。

　以上の結果、当連結中間会計期間の当社グループの売上高は1,307,182千円（前年同期比266.5％増）となり、経常

損失は47,661千円（前中間期は経常損失302,445千円）、中間純損失は163,403千円（前中間期は中間純損失324,738千

円）となりました。 

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

 ①ITソリューション事業

 映像ソリューションの分野においては、「放送と通信の融合」が加速化する中、多メディア・多チャンネル展開を目

論む放送・通信業界を中心として、デジタルアーカイブシステム（映像を蓄積・管理するシステム）を中心とした受

注が好調に推移、既存顧客からの保守契約も順調に増加しております。セキュリティーソリューションの分野では、

ICカードセキュリティ製品を中核にし、顧客の社内基幹システムとの連携を重視するなど、利用者の視点に立ち、運

用面に重点をおいたソリューション提案を行い、官公庁や金融機関で採用されるなどマーケットの裾野を拡大してま

いりました。

　しかし、ITソリューション事業においては例年大型のシステム案件は下半期（特に第4四半期）に検収完了する傾向

が強く、当連結中間会計期間においては453,287千円の売上高を計上しております。

 ②メディアソリューション事業 

街頭ビジョンを中心とした広告事業の分野においては、渋谷駅前のスクランブル交差点に隣接するビジョンの

本格稼動開始が寄与し、順調な営業の成果を達成しております。ライブホール、ダンススクール等の運営に関しまし

ても、多様な広告主の支持やO-EAST、O-WESTというブランドが浸透してきたこともプラス要因となり、堅調に推移い

たしました 

これらの結果、当連結中間会計期間においては853,894千円の売上高を計上いたしました。 

  ②通期の見通し

　平成20年3月期につきましては、ITソリューション事業、メディアソリューション事業それぞれにおいて、将来の

成長の礎となる経営資源の強化を推進してまいります。ITソリューション事業においては、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・開発力を強化し、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。メディアソリューション事業においては、既存顧客の囲い込みを図ると同時に、定着してきたブラ

ンド力を活かして、新たな分野・エリアでの顧客の獲得に注力しております。

　企業グループとしては、顧客の幅広い要求に応えるためにグループ企業のシナジーを強化し、事業領域の拡大を

図っていくことが重要であると考えております。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。その一環として平成19年９月には子会社の株式会社

ネット・タイムを完全子会社化、株式会社シブヤテレビジョンについても平成20年1月31日を期して完全子会社化す

る予定であります。平成20年3月期の業績予想につきましては平成19年５月23日の決算発表時の公表値に対し概ね計

画どおりに推移しており、業績予想の変更はありません。
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※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

　当中間連結会計期間末の当社の総資産は、子会社株式の取得・社債の減少や株式発行等の要因により、2,934,668

千円（前年同期比312,213千円の減少）、負債は2,630,624千円（前年同期比871,061千円の減少）、純資産は304,044

千円（前年同期比558,848千円の増加）となりました。

 ②キャッシュフローの状況

　当中間連結会計期間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や社債の

償還による支出要因がありましたが、株式発行による収入、売上債権の回収や子会社株式の取得による収入増加等の

要因もあり、前年同期に比して327,987千円増加し当中間連結会計期間末は643,945千円となりました。

（営業活動によるキャッシュフロー）

　当中間連結会計期間の営業活動の結果、資金は48,163千円の支出（前年同期は111,360千円の収入）となりました。

これは、売上債権の回収による収入14,113千円、減価償却費67,493千円がありましたが、税金等調整前当期純損失に

よる104,445千円の支出等の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）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は88,076千円（前年同期は1,460,179千円の支出）とな

りました。これは、子会社株式の取得による収入135,019千円等が主な要因です。

（財務活動によるキャッシュフロー）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果、資金は254,862千円の支出（前年同期は1,407,971千円の収入）とな

りました。これは、新株予約権付社債発行による純収入99,706千円があったものの、社債の償還による支出237,000

千円、長期借入金の返済による支出が116,188千円等があったことが要因です。

　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。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 41.1 1.8 △7.8 6.6 1.3

時価ベースの自己資本比率（％） 208.3 262.9 70.1 216.5 126.2

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年）
－ － 5.6 9.9 －

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）
－ － 14.5 5.0 －

自己資本比率：自己資本／総資産

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注）２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注）３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注）４．有利子負債は連結（中間連結）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。
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（注）５．「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」および「インタレスト・カバレッジ・レシオ」につきましては、

営業キャッシュフローがマイナスの場合は記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

当社グループの業績は、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、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、

必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と

考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社はこれらのリスク

発生の可能性を認識した上で、発生の予防および発生した場合の対応に努める方針であります。

　なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間連結会計期間末（平成19年９

月30日）現在において判断したものであります。

1. マーケティングと販売活動について

①マーケティング機能と商品企画力

当社グループの事業領域を拡大するためには、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。当社グループでは、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、当社グループ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 

当社グループでは、事業提携先とも協力したマーケティング体制の確立、OEMや代理店を利用した販売チャネル開

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

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

益を十分に確保できない可能性があります。 

2. 人材の確保について 

当社グループの主要事業領域において要求されるノウハウ・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グループ事業の成長にとって極めて重要であります。外注を含め、現時点では、

必要な人材は確保されていると考えておりますが、特に技術の陳腐化が早い環境においては人事・報酬・評価制度の

陳腐化も早く、競争力のある制度の選択と導入は経営上の重要課題であると認識しております。しかしながら、いず

れの制度についても継続的な人材確保を保証するものではなく、将来、人材の流出を招き、また、優れた人材を確保

することができず、将来的な事業展開の障害となりうる可能性があります。

3. 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、当社グループ事業及び経営に不利な影響を及ぼす可能性がありま

す。

②システムの不具合について 

ITソリューションの分野においては、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。 
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4.  知的所有権の侵害について 

当社グループは多種多様なプログラム等を活用しており、基本的には独自のもの、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グループの事業に影響を与える可能

性があります。 

5.  法的規制等について 

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

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

増加し、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

6.　経営成績の季節的変動について 

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

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

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

7.　配当政策について

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

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

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

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

すが、当面は内部留保を優先する可能性があります。 

8.　新株予約権について 

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

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

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

第1回新株予約権を付与しており、平成19年９月30日現在の同新株予約権に関する潜在株式数は1,186株であります。

これは同日現在の発行済株式総数47,036株の2.5％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.　第３回無担保転換社債型新株予約権付社債について

 当社は平成19年８月９日に、新規市場開拓および当社の財務基盤の強化・改善に充当する目的で第３回無担保転

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22年８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。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4,964株であり、

これは平成19年９月30日現在の発行済株式総数47,036株の10.6％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．企業集団の状況
 当社グループは、当社（株式会社アイ・ビー・イー）、子会社５社（株式会社シブヤテレビジョン、株式会社ネット・

タイム,有限会社S&Sミュージックパブリッシャーズ、民法上の任意組合アメリカ５０製作委員会、匿名組合天王洲シア

ター）、関連会社２社（民法上の任意組合世界自然遺産製作委員会、民法上の任意組合宇宙エレベータ製作委員会）で

構成され、デジタル映像関連システムおよび情報セキュリティ関連システムの提供を行なうITソリューション事業と広

告事業・音楽事業等を行うメディア・ソリューション事業を主たる業務としております。　

 各事業の内容および各事業におけるグループ各社の位置付けは次のとおりです。

①　ITソリューション事業 

 「デジタル映像技術」と「コンピュータ技術」を融合させたデジタル映像関連システムを放送業界や一般企業に向けて

提供しております。販売および開発は当社が行なっております。

 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および販売については、子会社である株式会社ネット・タイ

ムが行なっております。

②　メディア・ソリューション事業

 街頭ビジョンを中心とした広告事業、ライブホールの運営等の音楽事業、ダンススクールの運営・映像制作を子会社で

ある株式会社シブヤテレビジョンが行なっております。また、民法上の任意組合３社で映像原盤製作販売を行い、匿名

組合１社でホールの賃貸を行なっています。有限会社S&Sミュージックパブリッシャーズは著作権の管理業務をおこなっ

ております。

 事業系統図は次のとおりであります。

 

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 

株
式
会
社
ア
イ
・
ビ
ー
・
イ
ー 

Ｉ
Ｔ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事
業 

株式会社シブヤテレビジョン 

（連結子会社） 

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 

株式会社ネット・タイム 

（連結子会社） 

情報セキュリティ 

アプリケーション製品の 

企画・開発・販売 

株式会社ケン・コーポレーション 

（その他の関係会社） 

不動産の賃貸・売買仲介 

有限会社 S&S ミュージックパブリッシャーズ※1 

 

匿名組合天王洲シアター※1 

 
任意組合世界自然遺産製作委員会※2 

 

任意組合アメリカ 50 製作委員会※1 

 

任意組合宇宙エレベータ製作委員会※2 

 

顧         

客 

Ｉ
Ｔ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事
業 

メ
デ
ィ
ア
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事
業 

資本関係 取引関係 

無印  連結子会社 

※１  非連結子会社で持分法非適用会社 

※２  関連会社で持分法非適用会社 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、IT（情報技術）・メディアを主要な手段として有効に活用し、新しい文化・ビジネス、豊かなコ

ミュニケーション環境を創出し続ける創造的企業集団でありたいと考えております。

　基本方針としては、①利用者の視点に立ったサービスを提供すること、②問題解決のための高い技術力・ノウハウ

を保持すること、③ステークホルダーの利益の最大化に努めるべく行動すること、以上の三点を掲げ社会に貢献して

まいります。

(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サービスの提供を目指します。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、ITソリューション事業、メディア・ソリューション事業を二つの柱として事業活動を推進してお

ります。それぞれの事業における中長期的な経営戦略は以下のとおりであります。

 ①　ITソリューション事業

　デジタル映像関連システムの分野では、放送局等で使用する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。 

　情報セキュリティ関連システムの分野では、既存セキュリティ製品の品質向上を図りながら、顧客のニーズを的確

に捉えた新製品の開発、ソリューションの提供を行なうとともに、保有するセキュリティ技術を映像配信のオープン

化やモバイル化へ応用することにより、顧客層の拡大に努めてまいります。

②　メディア・ソリューション事業 

 広告事業の分野においては、渋谷地区で展開してきた街頭ビジョン運営のノウハウとブランド力を活かし、コンサル

ティングを含めデジタルサイネージ関連ビジネスを国内外の主要都市へ展開してまいります。今後は、広告代理店業

務にも注力し顧客層の拡大を目指すとともに、広告メディアとして顧客価値の最大化を実現するためPCネットワーク

や携帯電話など様々なメディアとの連携も強化してまいります。

 音楽事業については、ライブホールの多店舗展開、国内外の主要ホールとの提携強化を通じて顧客基盤の拡大に努め

てまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループは、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 ITソリューション事業について

　IT技術の急速な進歩に伴い、ITソリューション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。当社グループでは、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メディア・ソリューション事業について

　インターネットや携帯電話の普及に伴い、広告メディアの多様化が急速に進んでおり、顧客の選択肢の幅も広がっ

てきております。このような中、収益基盤を拡大するには高付加価値なメディア・ソリューションを提供していくこ

とは勿論、積極的に広告主の獲得に努めることが重要であると考えております。当社グループでは、広告代理店業務

領域の拡大に重点をおくことで、顧客基盤の拡大に努め、ワン・ストップのメディア・ソリューションサービスの実

現を目指します。
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③グループ経営の積極的推進 

　当社クループの事業領域であるITソリューション事業、メディア・ソリューション事業においては、市場の成長と

もに今後ますます競争が激化していくことが予想されます。市場の変化に柔軟に対応し、 顧客の幅広い要求に応える

ためにグループ企業のシナジーを強化し、事業領域の拡大を図っていくことが重要であると考えております。同時に

グループ内での経営資源の共有化を推進し効率的な事業運営を推進してまいります。　

④収益構造の転換

ITソリューション事業の収益構造は、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。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期比

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   315,957   689,369   

２．受取手形及び売掛金   262,254   401,156   

３．有価証券   －   22,000   

４．たな卸資産   197,392   128,974   

５．短期貸付金   1,678,000   －   

６．その他   110,639   61,091   

貸倒引当金   △164,768   △10,647   

流動資産合計   2,399,475 73.9  1,291,944 44.0 △1,107,531

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※1 14,758   315,834    

(2）機械装置 ※1 －   4,415    

(3）工具器具備品 ※1 30,798   41,933    

(4）土地 ※2 － 45,556 1.4 621,473 983,657 33.5 938,100

２．無形固定資産         

(1）ソフトウエア  318,113   100,232    

(2）その他  509 318,622 9.8 13,539 113,771 3.9 △204,851

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券  102,705   10,800    

(2）関係会社出資金  －   377,356    

(3）長期前払費用  218,170   40,785    

(4）その他 ※2 173,354   261,507    

貸倒引当金  △11,003 483,227 14.9 △145,153 545,295 18.6 62,068

固定資産合計   847,406 26.1  1,642,724 56.0 795,317

資産合計   3,246,882 100.0  2,934,668 100.0 △312,213
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前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   151,829   68,841   

２．短期借入金 ※3  236,000   209,460   

３．一年内返済予定

    長期借入金
※2  33,260   422,553   

４．一年内償還予定社債   453,500   160,000   

５. 未払金   99,688   43,501   

６．賞与引当金   －   13,561   

７．その他   97,030   359,297   

流動負債合計   1,071,308 33.0  1,277,215 43.5 205,907

Ⅱ　固定負債         

１．社債   500,000   240,000   

２．新株予約権付社債   1,900,000   400,000   

３．長期借入金 ※2  30,000   562,502   

４. 繰延税金負債   377   20,077   

５. 負ののれん   －   17,232   

６. その他   －   113,596   

固定負債合計   2,430,377 74.8  1,353,408 46.1 △1,076,969

負債合計   3,501,686 107.8  2,630,624 89.6 △871,061

(純資産の部)         

Ⅰ　株主資本         

　１.資本金   1,018,708   1,590,542  571,833

  ２.資本剰余金   798,048   1,407,755  609,706

  ３.利益剰余金   △2,069,339   △2,958,156  △888,817

  ４.自己株式   －   △1,380  △1,380

  株主資本合計   △252,581 △7.7  38,760 1.3 291,342

Ⅱ　評価・換算差額等         

  １.その他有価証券

     評価差額金
  △2,545   －   

  評価・換算差額等合計   △2,545 △0.1  － － 2,545

Ⅲ　新株予約権   322 0.0  69,400 2.4 69,078

Ⅳ　少数株主持分   － －  195,882 6.7 195,882

  純資産合計   △254,803 △7.8  304,044 10.4 558,848

 負債純資産合計   3,246,882 100.0  2,934,668 100.0 △312,213
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   490,552 100.0  1,307,182 100.0 816,629  1,117,000 100.0

Ⅱ　売上原価   447,096 91.1  872,049 66.7 424,952  918,180 82.2

売上総利益   43,455 8.9  435,132 33.3 391,677  198,820 17.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  316,967 64.6  462,562 35.4 145,594  608,514 54.5

営業損失   273,512 △55.8  27,429 △2.1 246,082  409,693 △36.7

Ⅳ　営業外収益            

１. 受取利息  11,676   1,290    16,815   

２. 研究開発助成
金

 29,331   －    29,331   

３. 負ののれん償
却額

 －   3,250    －   

４. デリバティブ
評価益

 －   1,434    969   

５. その他  2,207 43,215 8.8 2,320 8,295 0.6 △34,919 3,929 51,046 4.6

Ⅴ　営業外費用            

１. 支払利息  7,991   24,078    13,881   

２. 社債発行費  24,501   294    24,894   

３. 株式交付費   85   －    32,545   

４. 新株予約権発
行費  

 11,291   －    25,361   

５. 持分法による
投資損失

 18,199   －    18,199   

６. 関係会社出資
金分配損失

 －   2,443    －   

７. 貸倒引当金繰
入額 

 5,607   －    －   

８. その他  4,471 72,148 14.7 1,710 28,527 2.2 △43,621 9,963 124,845 11.2

経常損失   302,445 △61.6  47,661 △3.6 254,784  483,492 △43.3
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益            

１. 固定資産売却
益

※２ 77,765   －    77,765   

２. 移転補償収入  －   7,963    －   

３. 貸倒引当金戻
入益

 1,923 79,689 16.2 199 8,163 0.6 △71,526 2,421 80,193 7.2

Ⅶ　特別損失            

１．投資有価証券
評価損

 22,999   18,049    49,399   

２. リース解約損  77,711   4,649    77,711   

３．減損損失 ※4 －   －    281,206   

４．固定資産除却
損

※3 －   17,078    281,206   

５．貸倒引当金繰
入額

 －   18,900    －   

６. ソフトウエア
評価損 

 －   －    230,629   

７．その他  － 100,711 20.5 6,269 64,947 4.9 △35,764 6,034 644,982 57.7

税金等調整前
中間（当期）
純損失

  323,467 △65.9  104,445 △7.9 219,021  1,048,281 △93.8

法人税、住民
税及び事業税

 1,270   32,313    2,059   

法人税等調整
額

 － 1,270 0.3 11,375 43,689 3.3 42,418 △188 1,871 0.2

少数株主利益   －   15,268 1.2 15,268  －  

中間（当期）
純損失

  324,738 △66.2  163,403 △12.5 161,334  1,050,152 △94.0
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

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

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 16,603 16,603 － 33,207

中間純損失 － － △324,738 △324,738

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額）
－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
16,603 16,603 △324,738 △291,530

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,018,708 798,048 △2,069,339 △252,581

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,283 1,283 － 40,232

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 33,207

中間純損失 － － － △324,738

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額）
△3,828 △3,828 322 △3,505

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,828 △3,828 322 △295,036

平成18年９月30日　残高

（千円）
△2,545 △2,545 322 △254,803
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,555,542 1,334,882 △2,794,753 － 95,671

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 35,000 35,000 － － 70,000

株式交換による変動額 － 37,873 － － 37,873

中間純損失 － － △163,403 － △163,403

自己株式の取得 － － － △1,380 △1,380

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
35,000 72,873 △163,403 △1,380 △56,910

平成19年９月30日　残高

（千円）
1,590,542 1,407,755 △2,958,156 △1,380 38,760

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 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19年３月31日　残高

（千円）
－ － － － 95,671

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － － 70,000

株式交換による変動額 － － － － 37,873

中間純損失 － － － － △163,403

自己株式の取得 － － － － △1,380

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）
－ － 69,400 195,882 265,283

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 69,400 195,882 208,373

平成19年９月30日　残高

（千円）
－ － 69,400 195,882 304,044
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間
（当期）純損失

 △323,467 △104,445 － △1,048,281

減価償却費  81,810 67,493 － 125,753

長期前払費用償却  43,750 1,205 － 92,305

貸倒引当金の増加額  50,461 19,170 － 5,649

賞与引当金の増加額  － 4,602 － －

株主優待引当金の増加
額（△減少額）

 － △4,000 － 4,000

受取利息及び受取配当
金

 △11,676 △1,290 － △16,815

支払利息  7,991 24,078 － 13,881

支払保証料  － 1,598 － －

負ののれん償却  － △3,250 － －

社債発行費  24,501 294 － 24,894

株式交付費  85 － － 32,545

株式報酬費用  － 3,499 － －

新株予約権発行費  11,291 － － 25,361

デリバティブ評価益  － △1,434 － △969

デリバティブ評価損  305 － － －

持分法による投資損失  18,199 － － 18,199

有形固定資産売却益  △77,761 － － △77,765

投資有価証券評価損  22,999 18,049 － 49,399

投資有価証券売却損  － － － 2,583

定期預金解約損  － － － 3,447

関連会社出資金分配損
失

 － 2,443 － －

移転補償収入  － △7,963 － －

減損損失  － － － 281,206

有形固定資産除却損  － 17,078 － －

ソフトウエア評価損  － － － 230,629

リース解約損  77,711 4,649 － 77,711

売上債権の減少額  352,248 14,113 － 392,585

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △79,551 △9,986 － 12,849

仕入債務の減少額  △39,122 △48,238 － △119,636

未払金の減少額  － △10,875 － △107,844

その他流動資産の減少
額

 64,465 8,809 － 80,673

その他流動負債の増加
額(△減少額)

 △116,408 13,902 － △36,325

小計  107,831 9,506 △93,929 66,035
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

利息及び配当金の受取
額

 12,952 1,046 － 17,456

利息の支払額  △7,677 △25,693 － △13,504

法人税等の支払額  △1,745 △33,022 － △1,864

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 111,360 △48,163 △144,382 68,123
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

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

 △15,442 △7,675 － △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

 △1,503 △3,225 － △2,176

ソフトウェア仮勘定の
取得による支出

 － △23,492 － －

投資有価証券の取得に
よる支出

 － △12,000 － △10,000

投資有価証券売却によ
る収入 

 － － － 47,416

投資有価証券の償還に
よる収入

 35,000 － － 35,000

関係会社株式取得によ
る支出

 － △1,500 － －

リース解約による支出  － △4,649 － △77,711

関連会社出資金増加に
よる支出

 － △16,214 － －

出資金返戻による収入  4,783 － － 4,783

出資金分配による収入  5,423 － － 5,423

貸付による支出  △1,525,000 － － △1,525,000

貸付金の回収による収
入

 36,559 1,100 － 1,584,377

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の取得によ
る収入

 － 135,019 － －

保証金の返戻による収
入

 － 14,715 － －

預り敷金保証金の預入
による収入

 － 6,000 － －

長期前払費用の増加に
よる支出

 － － － △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

 △1,460,179 88,076 △1,548,256 205,332
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の返済によ
る支出

 △264,000 － － △500,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △29,180 △116,188 － △52,440

社債の償還による支出  △196,500 △237,000 － △513,000

新株予約権付社債の発
行による収入

 1,975,498 399,706 － 1,975,105

新株予約権付社債の償
還による支出

 △100,000 △300,000 － △1,600,000

株式の発行による収入  33,106 － － 1,043,900

新株予約権の発行に伴
う純支出 

 △10,953 － － △24,932

自己株式取得による支
出

 － △1,380 － －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,407,971 △254,862 △1,409,351 328,633

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 ― － － ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額(△減少額)

 59,152 △214,949 △274,102 602,089

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 256,805 858,894 602,089 256,805

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

 315,957 643,945 △327,987 858,894
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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

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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、前連結会計年度に

おいて2,111,547千円の大幅な当期純

損失を計上し、当中間連結会計期間に

おいても324,738千円の中間純損失を

計上した結果、254,803千円の債務超

過になっております。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。

 当社グループは、前連結会計年度に

おいて409,693千円の大幅な営業損失

を計上し、当中間連結会計期間におい

ても27,429千円の営業損失、47,661千

円の経常損失、163,403千円の中間純

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

降の費用負担を大幅に圧縮いたしまし

たが、重要な当期純損失を計上する結

果となり、株主資本が大幅に減少いた

しました。当社では、当連結会計年度

においては、新たな経営陣を選任し経

営体制の強化に努め、幅広い市場ニー

ズに対応できる事業体制の再構築を

図っておりますが、当社顧客の多くが

3月決算を採用しており、例年受託開

発案件を中心に連結会計年度末に納入

と検収が集中するため、結果として下

半期に売上高及び損益が偏る傾向にあ

ります。このため、当中間連結会計期

間におきましては、324,738千円の中

間純損失を計上し、債務超過の状況と

なっております。

 当社は、前々連結会計年度において

計上した大幅な損失・財務指標の悪化

を解消するために、前連結会計年度に

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。損益状況、財務体質

ともに改善されてはおりますが、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、前連結会計年度

において重要な営業損失を計上するこ

ととなりました。当中間連結会計期間

においては事業再構築の成果もあり大

幅な固定費の削減を実現するなど収益

体質は改善の方向にあり、事業体制の

整備も着実に進んでおりますが、当社

顧客の多くが３月決算を採用しており、

例年受託開発案件を中心に連結会計年

度末に納入と検収が集中するため、結

果として下半期に売上高及び損益が偏

る傾向にあります。このため、当中間

連結会計期間におきましては、27,429

千円の営業損失を計上しております。

 当社は、前連結会計年度においては、

今後拡大が予想される「Video-IT」分

野の一般企業マーケットに対する事業

展開において、広範な市場ニーズに柔

軟に対応できる開発資源およびノウハ

ウの拡充が不十分であったため所定の

成果を達するにいたらず、重要な営業

損失を計上することとなりました。同

分野に対する事業戦略の再構築および

財務体質の強化を図る目的で、前連結

会計年度において不採算部分について

は特別損失を計上、当連結会計年度以

降の費用負担を大幅に圧縮いたしまし

たが、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、

平成18年３月には株式会社インター

ネット総合研究所と業務提携を行い、

アライアンスの強化を通じて経営資源

の整備・拡充に努めております。当社

の持つデジタル映像技術と新たな経営

資源を融合させることで、確固たる収

益基盤の確保および事業の再構築を計

画しており、前連結会計年度に行った

不採算資産整理の効果も加わり、当連

結会計年度末においては財務指標の大

幅な改善を見込んでおります。

 当社ではアライアンスの強化を通じ

て更なる経営資源の整備・拡充に努め

ており、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、同年４月には両社

を連結子会社化し、株式会社ネットタ

イムにつきましては、平成19年９月１

日をもって完全子会社化しております。

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、前連結会計年度に

行った不採算資産整理の効果も加わり、

当連結会計年度以降の損益構造の改善

を見込んでおります。

 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

降の損益構造の大幅な改善を見込んで

おります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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18年4月

13日に転換社債型新株予約権付社債の

発行により2,000,000千円を調達して

おります。うち1,500,000千円につき

ましてはM&A等の資金使途が具体化す

るまでの間、貸付金として運用してお

りますが、当座の運転資金として

500,000千円を確保いたしました。平

成18年7月3日には、効果的な株主資本

の強化を図るため新株予約権6,500株

を発行いたしました。本新株予約権は

時価に即した価額にて新株発行が行え

る仕組みになっており、当連結会計年

度中の速やかな資本強化を見込んでお

ります。当中間連結会計期間末時点で

は300株の本新株予約権の行使により、

33,192千円の払込みがあり、16,603千

円を資本に組入れております。新株発

行による手取資金については、事業活

動に充当するほか、資金状況を鑑みた

上で転換社債型新株予約権付社債の買

入消却等に充当することで負債の圧縮

にも努めてまいります。当中間連結会

計期間において100,000千円の転換社

債型新株予約権付社債の買入消却を行

い負債の圧縮を図っております。

　当社グループでは、継続企業の前提

に関する重要な疑義は解消されるもの

と判断しております。よって、中間連

結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義

の影響を中間連結財務諸表には反映し

ておりません。

 

 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19年８月９日には業務提携も視野に

入れ、大和ハウス工業株式会社、株式

会社ケン・コーポレーションを割当先

とし総額400,000千円の転換社債型新

株予約権付社債を発行しております。

このように当社では安定した経営基盤

の確立と財務体質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、中間連

結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義

の影響を中間連結財務諸表には反映し

ておりません。

 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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 

(1)連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

株式会社シブヤテレビジョン

株式会社ネット・タイム

(1)連結子会社の数　１社

主要な連結子会社の名称

匿名組合リアルネットワーク

ス 

(2）主要な非連結子会社の名

称等

匿名組合むびじぇねプロジェ

クト 

 

（連結の範囲から除いた理

由）

 同組合は、純資産、売上高、

中間純損益（持分相当分）お

よび利益剰余金（持分相当

分）からみて、重要性に乏し

く、全体にしても連結財務諸

表等に重要な影響を及ぼして

いないため、連結の範囲から

除外しております。 

(2）主要な非連結子会社の名

称等

任意組合アメリカ50製作委員

会

匿名組合天王洲シアター

（連結の範囲から除いた理

由）

 同組合は、一時所有である

ため連結の範囲から除外して

おります。

 

有限会社Ｓ＆Ｓミュージック

パブリッシャーズ

（連結の範囲から除いた理

由）

 同会社は、総資産、売上高、

中間純損益（持分相当分）お

よび利益剰余金（持分相当

分）が、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

(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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

２．持分法の適用に関す

る事項

(1）持分法適用非連結子会社

の数　　　　　０社

持分法適用関連会社の数　　

　　　　　２社

 

(2）主要な会社の名称

ダイナウェア・ソリューショ

ンズ㈱ 

(3) 持分法を適用していた匿

名組合インフォビューおよび

匿名組合むびじぇねプロジェ

クトについては当中間連結会

計期間中に清算結了しており

ます。

(1）持分法非適用非連結子会

社

任意組合アメリカ50製作委　

員会

匿名組合天王洲シアター

(2）持分法非適用関連会社

任意組合世界自然遺産製作委

員会

任意組合宇宙エレベータ製作

委員会

（持分法を適用しない理由）

　任意組合アメリカ50製作委

員会、任意組合世界自然遺産

製作委員会および任意組合宇

宙エレベータ製作委員会は、

中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても中間連

結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の

適用範囲から除外しておりま

す。

(1）持分法適用非連結子会社

の数　　　　　　１社

持分法適用関連会社の数　　

　　　　　　３社

 

(2）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

ズ株式会社については当連結

会計年度に株式を全て売却し

ております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項

  連結子会社である、匿名組

合リアルネットワークスの決

算日は11月30日であります。

中間連結財務諸表の作成にあ

たりましては、中間連結決算

日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しており

ます。

  連結子会社である、株式会

社シブヤテレビジョンの決算

期は７月31日であります。中

間連結財務諸表の作成にあた

りましては、中間連結決算日

現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しておりま

す。

  連結子会社である、匿名組

合リアルネットワークスの決

算日は11月30日であります。

連結財務諸表の作成にあたり

ましては、組合契約終了時の

財務諸表を使用しておりま

す。 

４.会計処理基準に関す

る事項 

(1)重要な資産の評

価基準及び評価方法

①有価証券 

 a）満期保有目的の債券

償却原価法を採用しておりま

す。

 b）その他有価証券

先入先出法による原価法に

よっております。

①有価証券 

 a）満期保有目的の債券

同左

 

 b）その他有価証券

同左

 

①有価証券 

 a）満期保有目的の債券

同左

 

 b）その他有価証券

同左

 

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理

し売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しておりま

す。 

時価のあるもの

同左

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。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②デリバティブ

時価法

②デリバティブ

同左

②デリバティブ

同左

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。

③たな卸資産

  a）商品

同左

③たな卸資産

  a）商品

同左

  b）仕掛品

個別法による原価法によって

おります。。

  b）仕掛品

同左

  b）仕掛品

同左

  c）貯蔵品

先入先出法による原価法に

よっております。

  c）貯蔵品

同左

  c）貯蔵品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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。 

①有形固定資産  

平成19年３月31日以前に取得

したもの 

旧定率法

平成19年４月１日以降に取得

したもの 

定率法 

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。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び建築物　８～41年

機械装置　　　　３～６年

工具器具備品　　２～15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。

（追加情報）

　当中間決算期より、法人税

法改正を機に、従前より所有

している償却完了した有形固

定資産の残存簿価については、

５年間の均等償却を行う方法

を採用しております。これに

伴う損益の影響は軽微であり

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。  

②無形固定資産 

a）自社利用のソフトウェア

同左

②無形固定資産

a）自社利用のソフトウェア

同左

b）市場販売目的のソフトウェ

ア

見込販売可能期間（３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

同左 

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。

c）施設利用権

耐用年数（20年）による定額

法によっております。

d）商標権

耐用年数（10年）による定額

法によっております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

③長期前払費用

均等償却によっております。

主な償却期間は５年でありま

す。 

③長期前払費用

同左

③長期前払費用

同左

(3)重要な引当金の計上

基準

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等の特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上

しております。  

貸倒引当金 

同左

貸倒引当金

同左

賞与引当金

　一部の連結子会社は、従業

員に対して支給する賞与の支

出に充てるために、支給見込

み額に基づき中間連結会計期

間負担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。 

（4）重要なリース取引

の処理方法

　リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。  

同左  同左

（5）重要なヘッジ会計の

手法

───── ①ヘッジ会計の方法

一部の連結子会社の締結し

ている金利スワップについて

は、特例処理の要件を満たし

ておりますので、特例処理を

採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利ス

ワップ

 ヘッジ対象・・・借入金

③ヘッジ方針

金利変動リスクの回避のた

め、対象債務の範囲内でヘッ

ジを行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の

要件を満たしているので決算

日における有効性の評価を省

略しております。

─────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　（7）その他中間連結

財務諸表（連結財務

諸表）作成のための

基本となる重要な事

項

消費税の会計処理  

　税抜方式によっておりま

す。 

消費税の会計処理  

同左

消費税の会計処理 

同左

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。

同左

６．のれん及び負ののれ

んの償却に関する事項

───── 　のれん及び負ののれん償却

については、５年間の定額法

により均等償却を行っており

ます。

該当事項はありません。

７．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

 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。

同左

中間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

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月13日）

 ―――― 「減価償却方法の変更」

　当中間連結会計期間から法人税法の

改正を機に、平成19年４月１日以降取

得の有形固定資産については改正法人

税法に規定する償却方法により減価償

却費を計上しております。

　なお、この変更に伴う損益への影響

は軽微であります。 

――――
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

※１.有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　 　84,065千円

 

 

※１.有形固定資産の減価償却累計額

 273,958千円

 

※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　   13,260千円

 

※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。

土地 621,473千円

　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
34,190千円

長期借入金 272,750千円

※３.当社は、運転資金の効果的な調達を行うた

めに取引銀行２行と当座貸越契約を締結してお

ります。

この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額　　　　　450,000千円

借入実行残高　　　　　　　　　150,000千円

差引額　　　　　　         　 300,000千円

※３　　　　　───────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ※１.主要な費用項目及び金額は次の

とおりであります。 

 ※１.主要な費用項目及び金額は次の

とおりであります。 

 ※１.主要な費用項目及び金額は次の

とおりであります。

従業員給与賞与 58,366千円

研究開発費 46,186千円

貸倒引当金繰入

額
46,777千円

役員報酬 52,511千円

従業員給与 91,499千円

役員報酬 498,454千円

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.固定資産売却益の内訳

工具器具備品      77,765千円

 ※２.固定資産売却益の内訳

────

 ※２.固定資産売却益の内訳　

工具器具備品      77,765千円

 ※３．　　　　――――  ※３．固定資産除却損のうち内訳は以

下のとおりであります。

 ※３．　　　　――――

 建物付属設備

　　　　

14,153 千円  

 工具器具備品 

　　

2,910 千円  

 ※４.減損損失

 ────

 ※４.減損損失

 ────

 ※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

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
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 前中間連結会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）

１.　発行済株式の種類及び総数に関する事項  

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注） 22,734 300 － 23,034

合計 22,734 300 － 23,034

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

２．新株予約権に関する事項  

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の目

的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)

当中間連結会

計期間末残高

(千円）

前連結会計年

度末

当中間連結会

計期間増加

当中間連結会

計期間減少

当中間連結会

計期間末

提出会社

(親会社)

　第１回新株予約権

　※５
普通株式 1,186 － － 1,186 －

　転換社債型新株予約権付社債

　※１，２，５
普通株式 － 8,097 405 7,692 －

　第２回新株予約権

　※３，４，５
普通株式 － 6,500 300 6,200 322

合計 － 1,186 14,597 705 15,078 322

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

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

 ※３.第２回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 ※４.第２回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 ※５.上表の新株予約権は、すべて権利行使可能な新株予約権であります。

 ３．配当に関する事項

 　　該当事項はありません。
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 当中間連結会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30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）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注）１ 45,082 1,954 － 47,036

合計 45,082 1,954 － 47,036

自己株式

普通株式（注）２ － 24 － 24

合計 － 24 － 24

（注）１.普通株式の株式数の増加（1,291株）は、第２回新株予約権の行使による増加であります。 

　　　　 普通株式の株式数の増加（663株）は、株式交換による新株の発行による増加であります。

 　　 ２.普通株式の自己株式数の増加24株は、株式交換による買取請求による増加であります。

２．新株予約権に関する事項  

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の目

的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)

当中間連結会

計期間末残高

(千円）

前連結会計年

度末

当中間連結会

計期間増加

当中間連結会

計期間減少

当中間連結会

計期間末

提出会社

(親会社)

　ストックオプションとしての

　第１回新株予約権

　※１，３，４

普通株式 － － － － －

  第２回転換社債型新株予約権

　　付社債　　※２
普通株式 6,830 － 6,830 － －

　第３回転換社債型新株予約権

　付社債　※５
普通株式 － 4,964 － 4,964 －

連結子会社 ――――  － － － － － 67,651

 合計  6,830 4,964 6,830 4,964 67,651

 ※１.権利行使可能な新株予約権であります。

 ※２.転換社債型新株予約権付社債の減少は、転換権の行使（1,291株）と買入償還によるものであります。

 ※３.会社法施行前に付与されたストックオプションであります。

 ※４.第１回新株予約権の「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）」に

　　　ついては、ストックオプションとして付与しているため記載を省略しております。

 ※５.第３回転換社債型新株予約権付社債の増加は、新株予約権の発行によるものです。

３．配当に関する事項

 　　該当事項はありません。
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 前連結会計年度（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。

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　※１，７
普通株式 ― ― ― ― ―

第１回転換社債型新株予約権付社

債　※２
普通株式 ― 8,097 8,097 ― ―

第２回転換社債型新株予約権付社

債　※３
普通株式 ― 7,383 553 6,830 ―

第２回新株予約権

※４，５
普通株式 ― 6,500 6,500 ― ―

第３回新株予約権

※４，６
普通株式 ― 13,000 13,000 ― ―

合計 － ― 34,980 28,150 6,830 ―

 ※１.会社法施行前に付与されたストックオプションであります。

 ※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。

 ※４.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。

 ※５.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

 ※６.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。

 ※７.第１回新株予約権の「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)」につい

　　　ては、ストックオプションとして付与しているため記載を省略しております。　

 ３．配当に関する事項

 　　該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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中間会計期間

末残高と中間連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

（平成18年9月30日現在）

※現金及び現金同等物の中間会計期間

末残高と中間連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

（平成19年9月30日現在）

　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 315,957千円

現金及び現金同等物 315,957千円

 現金及び預金 689,369千円

 預入期間が３ヶ月を

 超える定期預金 △45,424千円

 現金及び現金同等物 643,945千円

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）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額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) 

中間期末

残高相当

額

(千円）

有形固

定資産
35,967 26,228 9,150 588

ソフト

ウエア
543,550 261,176 20,806 261,566

合計 579,517 287,404 29,957 262,155

取得価

額相当

額

（千円）

減価償

却累計

額相当

額

(千円)

減損損

失累計

額相当

額 

(千円) 

中間期

末残高

相当額

(千円）

有形固

定資産
324,824 194,430 － 130,394

ソフト

ウエア
484,640 252,481 137,933 94,225

合計 809,464 446,911 137,933 224,619

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．未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定の残高

２．未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定の残高

２．未経過リース料期末残高相当額及

びリース資産減損勘定の残高

１年内 97,491千円

１年超 180,552千円

合計 278,043千円

リース資産減損
勘定残高 

3,259千円

１年内 145,544千円

１年超 201,990千円

合計 347,534千円

リース資産減損
勘定残高 

107,173千円

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

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

３．支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

支払リース料 77,411千円

リース資産減損勘定

の取崩額

9,660千円

減価償却費相当額 62,659千円

支払利息相当額 6,011千円

支払リース料 83,581千円

リース資産減損勘定

の取崩額

25,716千円

減価償却費相当額 75,446千円

支払利息相当額 8,075千円

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 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 同左

５．利息相当額の算定方法 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 同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間（平成18年９月30日現在）

 １.その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 40,000 18,000 △22,000

(2）その他
　投資信託

50,000 47,455 △2,545

合計 90,000 65,455 △24,545

２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

社債 16,250

(2）その他有価証券  

非上場株式 21,000

当中間連結会計期間（平成19年９月30日現在）

 １.その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 3,400 1,600 1,800

合計 3,400 1,600 1,800

２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

社債 22,000

(2）その他有価証券  

非上場株式 9,200

前連結会計年度（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。
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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

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計年度末（自平成18年4月１日　至平成18年9月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 
契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利
金利スワップ取引    

変動受取・固定支払 200,000 △4,935 △4,935 

合計     200,000  △4,935 △4,935 

当中間連結会計年度末（自平成19年4月１日　至平成19年9月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 
契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利
金利スワップ取引    

変動受取・固定支払 200,000 △2,624 △2,624

合計 200,000 △2,624 △2,624

前連結会計年度末（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

取引の時価等に関する事項

対象物の種類 取引の種類 
契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利
金利スワップ取引    

変動受取・固定支払 200,000 △3,660 △3,660

合計 200,000 △3,660 △3,660

㈱アイ・ビー・イー(2347)　平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 37 －



（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日　至平成19年９月30日） 

　ストック・オプションに係る中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　　　3,499千円

前連結会計年度（自 平成18年４月１日　至平成19年３月31日） 

　当連結会計年度において存在したストック・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

権利行使価格（円）  　　　　　　　　　140,664

付与日における公正な評価単価（円） 　　　　　　　　　　 －

 （注）株式数に換算して記載しております。 
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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

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年9月30日）

　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。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
ITソリューショ

ン事業
（千円）

メディアソ
リューション事

業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
　（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 453,287 853,894 1,307,182 － 1,307,182

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
800 － 800 △800 －

計 454,087 853,894 1,307,982 △800 1,307,182

営業費用 469,691 727,196 1,196,887 137,724 1,334,611

営業利益（又は営業損失） △15,603 126,698 111,095 △138,524 △27,429

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

　　　　２．各区分に属する主な業務内容

事業区分 主要製品

 ITソリューション事業  デジタル映像管理システム、セキュリティシステム

 メディアソリューション事業  広告事業、音楽事業

　　　　３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

　　　　　　137,936千円

　　　　　　主な内容は、当社の企画・総務・経理部門等の管理部門にかかる費用であります。

　　　　４．営業区分の追加

　メディアソリューション事業は、当中間連結会計期間より連結子会社となりました株式会社シブヤテレビジョ

ンが行っている事業であり、当該セグメントを新設しております。

前連結会計年度（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

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月

１日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（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

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月

１日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（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。
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（企業結合等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

株式交換 

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引

　の概要

（１） 結合当事企業の名称及びその事業の内容

① 結合企業（株式交換完全親会社）

名称　　株式会社アイ・ビー・イー（当社）

事業の内容　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

② 被結合企業（株式交換完全子会社）

名称　　株式会社ネット・タイム

事業の内容　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

（２） 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称

企業結合の法的形式　株式交換

結合当事企業の名称変更はない。

（３） 取引の目的を含む取引の概要

　当社は、51％保有連結子会社である株式会社ネット・タイムを完全子会社化し、経営の機動性と柔軟性の向上を図

ることを目的に、平成19年5月29日に同社と株式交換契約を締結し、平成19年9月1日に株式交換を実施した。

２．実施した会計処理の概要

　上記株式交換は少数株主との取引に該当するため、追加取得した子会社株式の対応する持分を少数株主持分から減

額している。追加投資額との間に生じた差額については、のれんとして処理している。

３．子会社株式の追加取得に関する事項

（１） 取得原価及びその内訳

株式会社ネット・タイムの株式の追加取得原価は、37,873千円であり、その対価は全て自己株式である。

（２） 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額

① 株式の種類及び交換比率

普通株式　株式会社アイ・ビー・イー：株式会社ネット・タイム＝１：0.00875

② 交換比率の算定方法

　当社及び株式会社ネット・タイムが協議・交渉を行い、上記交換比率を決定した。なお、当社は、株式会社アーケ

イディア・グループより株式交換比率が財務的見地から妥当である旨の意見書を受領している。

③　交付株式数及びその評価額

　交付株式数　663株

　株式評価額　37,873千円

（３） 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

①　のれんの金額

　12,019千円

②　発生原因

　当該のれんは、期待される将来の収益力に関連して発生したものである。

③　償却の方法

　定額法

④　償却期間

　5年

前連結会計年度（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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間 
（自　平成18年４月１日 
至　平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自　平成19年４月１日 
至　平成19年９月30日） 

前連結会計年度
（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 △11,062円08銭

１株当たり中間純損失 14,267円94銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式があ

るものの、中間純損失のため、記載を

省略しております。

１株当たり純資産額 824円49銭

１株当たり中間純損失 3,559円76銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式があ

るものの、中間純損失のため、記載を

省略しております。

１株当たり純資産額 －

１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株当たり中間（当期）純利益（損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定

　　　　　上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間 
(自　平成18年４月１日 
至　平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自　平成19年４月１日 
至　平成19年９月30日) 

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純損失金額

中間（当期）純損失（千円） 324,738 163,403 1,050,152

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円）
324,738 163,403 1,050,152

期中平均株式数（株） 22,760 45,903 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株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

  （注）①

  （注）②

  （注）③

  （注）①

  （注）④

 

  （注）①

潜在株式の種類

（注）①　第１回新株予約権

 
  前中間連結会計期間
 (自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日) 

  当中間連結会計期間
 (自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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13日 平成14年9月13日 同左 

 新株予約権の残高 　593個  　   593 個  同左 

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 　 普通株式 　 同左 

 新株予約権の目的となる株式の数 　1,186株    1,186株            同左

 発行価格 　165,000円  　    138,613円  　 　140,664円  

資本組入額  　82,500円      69,307円  　 70,332円  

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

平成15年9月14日から

平成24年9月13日まで
同左 

（注）②　転換社債型新株予約権付社債

 
前中間連結会計期間 

(自　平成18年４月１日 
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自　平成19年４月１日 
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(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 1,900,000,000円 ―――― 370,000,000円

 新株予約権の残高(個) 190個 ―――― 37個

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―――― 普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数 7,692株 ―――― 6,830株

 新株予約権の行使時の払込金額 247,000円 ―――― 54,167円

㈱アイ・ビー・イー(2347)　平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 41 －



 
前中間連結会計期間 

(自　平成18年４月１日 
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自　平成19年４月１日 
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(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
――――

　平成18年4月18日から

　 平成21年4月2日まで 

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格　　247,000円

資本組入額　123,500円
――――

発行価格     54,167円

資本組入額   27,084円 

（注）③　第２回新株予約権  

 
 前中間連結会計期間

 (自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日)

 当中間連結会計期間
 (自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日)

 前連結会計年度
 (自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日)

 発行日 平成18年7月3日 ――――  ――――

 新株予約権の残高(個) 1個　 ――――  ――――

 新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 ――――  ――――

 新株予約権の目的となる

株式の数
6,200株 ――――  ――――

 新株予約権の行使時の払

込金額

 （行使価格の修正）

 行使価額は、平成18年7月7日

（金）以降の毎週月曜日、水曜

日及び金曜日（以下「修正日」

という。）以降、修正日の直前

の取引日まで（当日を含む。）

の5連続取引日（但し、売買高

加重平均価格のない取引日を除

く。）の株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の普通

取引の毎日の売買高加重平均価

格の平均値の90％に相当する金

額（但し、計算の結果1円未満

の端数が生じる場合は、その端

数を切り上げた金額。以下「修

正後行使価額」という。）に修

正される。但し、かかる算出の

結果、修正後行使価額が当初行

使価額の102％（但し、下記に

よる調整を受ける。以下「上限

行使価額」という。）を上回る

場合には、修正後行使価額は上

限行使価額とする。

――――  ――――
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 前中間連結会計期間

 (自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日)

 当中間連結会計期間
 (自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日)

 前連結会計年度
 (自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日)

 

 （行使価格の調整）

 当社は、本新株予約権の割当

後、時価を下回る価額を募集株

式の払込金額としてその発行す

る当社普通株式又はその処分す

る当社普通株式を引き受ける者

の募集をする場合（但し、当社

普通株式の交付と引換えに取得

される証券もしくは取得させる

ことができる証券又は当社普通

株式の交付を請求できる新株予

約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の取得又は

行使による場合を除く。）には、

次に定める算式により行使価額

を調整する。なお、次の算式に

おいて「既発行株式数」は、当

社の発行済普通株式総数から、

当社の有する当社普通株式数を

控除した数とする。 

 

既発

行株

式数

＋

新発

行・処

分株式

数

×

1株当た

りの払

込金額

調整後

＝

調整前

×

 時価

行使価

額

行使価

額

既発行株式数＋新発行・処

分株式数

 

新株予約権の行使期間 
平成18年7月6日から

 平成21年7月3日まで 
 ――――  

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

（発行価格）

　新株予約権の行使時の払込金

額を発行価格とする。　　

（資本組入額）

　発行価格の半額とする。　

 ――――

 

 

 

 

　（注）④　第３回転換社債型新株予約権付社債

前中間連結会計期間
(自　平成18年4月1日
至  平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年4月1日
至　平成19年9月30日)

前事業年度
(自　平成18年4月1日
至　平成19年9月30日)

 新株予約権付社債の残高 ― 400,000,000円 ―

 新株予約権の数（個） ― 40個 ―

 新株予約権の目的となる株式の種類     ― 普通株式    ―

 新株予約権の目的となる株式の数 ― 4,964株 ―

 新株予約権の行使時の払込金額 ― 80,550円 ―
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前中間連結会計期間
(自　平成18年4月1日
至  平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年4月1日
至　平成19年9月30日)

前事業年度
(自　平成18年4月1日
至　平成19年9月30日)

 新株予約権の行使期間        ―
平成20年2月9日から

平成22年8月8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    80,550円  

資本組入額   40,275円
       ―     
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （1）平成18年11月30日付で、Kienny

　Investments　Inc.から貸付金

1,500,000千円全額の期限前返済を受

けております。

 （2）平成18年11月30日付で、2009年

満期ユーロ円建転換社債型新株予約権

付社債1,500,000千円を額面で期限前

償還しております。

 （3）平成18年11月30日開催の取締役

会において、株式会社アイ・ビー・

イー第3回新株予約権（第三者割当）

を平成18年12月15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3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13,000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91,000円

５. 新株予約権の払込金額の総額  

  金91,000円 

６．申込期間                     

 平成18年12月15日（ロンドン時間） 

７．割当日及び払込期日 

 平成18年12月15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。

（1）平成19年10月15日開催の当社取

締役会において、平成20年1月31日を

交換期日として株式会社シブヤテレビ

ジョンと株式交換を行い、下記のとお

り同社を完全子会社とすることを決議

いたしました。　

記

１. 株式交換の目的

当社は本年4月23日に株式会社シブヤ

テレビジョンの株式51％を取得、連結

子会社として株式会社シブヤテレビ

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. 株式交換の内容

株式会社シブヤテレビジョンの株式1

株に対して、当社の株式2.15株を割当

て交付いたします。ただし、当社が保

有する株式会社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。

３. 株式交換の時期

平成20年1月31日を交換期日としてお

ります。

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、株式会

社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。

（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　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

（3）平成19年５月29日開催の取締役

会において、平成19年９月１日を期し

て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し

ております。

（4）第2回2009年満期ユーロ円建転換

社債型新株予約権付社債（残存額面総

額350,000千円）につき、平成19年６

月１日に300,000千円を一部繰上償還

しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

10. 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

59,478円（以下「当初行使価額」とい

う。）とする。

11. 行使価額の修正 

 (1) 行使価額は、平成19年1月4日

（木）以降の毎週火曜日及び木曜日

（以下「修正日」という。）以降、修

正日の直前の取引日まで（当日を含

む。）の5連続取引日（但し売買高加

重平均価格のない取引日を除く。）の

株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の毎日の売買高加

重平均価格の平均値の90％に相当する

金額（但し、計算の結果1円未満の端

数が生じる場合は、その端数を切り上

げた金額。以下「修正後行使価額」と

いう。）に修正される。但し、かかる

算出の結果、修正後行使価額が当初行

使価額（但し、下記第13項による調整

を受ける。）を上回る場合には、修正

後行使価額は当初行使価額とする。

（2）本項第(1)号にかかわらず、下記

第16項に基づき当社が取得のための通

知を行った場合、本新株予約権者が当

該通知を受領した日以降（当該通知を

受領した日を含む。）取得日までの修

正後行使価額は、行使請求日の直前の

取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の売買高

加重平均価格の108％に相当する金額

（円位未満小数第1位まで算出し、小

数第1位を切上げる。）に修正される。

（2）平成19年10月15日開催の当社取

締役会において、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

吸収分割することを決議いたしました。

　　　　　　　記

１. 会社分割の目的 

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。

２.会社分割する事業内容

当社のデジタル映像関連システムソ

リューションの企画・開発・販売並び

にこれに附帯する事業の全部

 

売上高1,009百万円（平成19年３月期）

３.会社分割の形態 

 当社を分割会社とし、株式会社ネッ

ト・タイムを承継会社とする吸収分割

とします。

４.分割会社の概要

（1）商号　

株式会社アイ・ビー・イー 

（2）資本金 

  1,555百万円

（3）総資産

  1,455百万円

（4）純資産

     95百万円

５.承継会社の概要

（1）商号 株式会社ネット・タイム 

（2）資本金  

    299百万円 

（3）総資産 

    162百万円

（4）純資産

     30百万円

――――
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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（無

償割当てを含む。）若しくは併合を行

う場合、時価を下回る価額をもって当

社の普通株式を交付する定めがある取

得請求権付株式、取得条項付株式若し

くは取得条項付新株予約権（新株予約

権付社債に付されたものを含む。）を

発行する場合又は当社の普通株式の交

付を受けることができる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）を発行する場合等の一定の事

由が生じた場合にも適宜行使価額を調

整する。

 ―――― ――――

㈱アイ・ビー・イー(2347)　平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 47 －



前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

14．本新株予約権を行使することがで

きる期間

平成18年12月15日から平成20年12月14

日（いずれも日本時間）（第16項に

従って本新株予約権が取得される場合

には、取得される本新株予約権につい

ては、取得日）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、各

部分行使にあたっては、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

 当社は、本新株予約権の消却が必要

と当社取締役会が決議した場合は、会

社法273条第2項の規定に従って通知し、

（且つ本新株予約権証券が発行されて

いる場合は公告したうえで、）当社取

締役会で定める取得日に、その時点に

おいて残存する本新株予約権の全部又

は一部を払込金額と同額で取得するこ

とができる

17．新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権の譲渡については、当

社取締役会の承認を要するものとする。

18．本新株予約権の行使により株式を

発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金に関する事項 

(1)本新株予約権の行使により株式を

発行する場合において増加する資本金

の額は、会社計算規則第40条第1項の

規定に従い算出される資本金等増加限

度額の2分の1の金額とし、計算の結果

1円未満の端数が生じる場合はその端

数を切り上げた金額とする。

 (2) 本新株予約権の行使により株式

を発行する場合において増加する資本

準備金の額は、本項(1)記載の資本金

等増加限度額から本項(1)に定める増

加する資本金の額を減じた額とする。

19．本新株予約権証券の発行 

 当社は、本新株予約権者の請求ある

ときに限り本新株予約権証券を発行す

る。

―――― ――――
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

20．本新株予約権の払込金額及びその

行使に際して出資される財産の価額の

算定理由

 当社は、本新株予約権の諸条件、新

株予約権の発行決議に先立つ当社普通

株式の株価、当社普通株式の株価変動

性（ボラティリティ）等を考慮して、

一般的な価格算定モデルであるモンテ

カルロ・シミュレーションによる算定

結果を参考に、金91,000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

資される株式1株あたりの財産の価額

は、当初、株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の平成18年11月29

日まで（当日を含む。）の5連続取引

日の売買高加重平均価格の平均値とし

た。

21．行使請求受付場所

 当社経営企画部

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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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
(千円)

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預
金

306,575   363,814    858,894   

２．売掛金 222,136   171,732    221,917   

３．有価証券 －   22,000    26,250   

４．たな卸資産 197,392   120,209    104,991   

５. 短期貸付金  1,678,000   －    －   

６. その他 ※４ 114,784   10,541    17,164   

　　貸倒引当金 △124,768   △8,759    △8,959   

流動資産合計  2,394,120 74.1  679,537 62 △1,714,582  1,220,259 83.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資
産

※１ 45,556   35,496   △10,060 39,585   

２．無形固定資
産

(1）ソフト
ウェア

318,113   45,923    55,654   

(2）その他 509   509    509   

 計 318,622   46,432   △272,189 56,164   

３．投資その他
の資産

          

(1）投資有価
証券

 102,705   10,800    12,600   

(2）長期貸付
金

 －   140,900    142,000   

(3）関係会社
株式

※２ 0   222,173    －   

(4) 関係会社
出資金 

171,084   －    －   

(5) 敷金保証
金

－   70,332    70,332   

(6）その他 207,775   35,994    248,676   

貸倒引当金 △11,003   △140,900    △122,000   

　　　　計 470,562   339,300   △131,261 139,277   

固定資産合計  834,741 25.9  421,229 38.3 △413,511  235,027 16.1

資産合計  3,228,861 100.0  1,100,767 100.0 △2,128,094  1,455,287 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 151,829   38,103    71,315   

２．短期借入金 ※３ 236,000   －    －   

３．一年内返済
予定長期借
入金

※２ 33,260   20,000    20,000   

４．一年内償還
予定社債

453,500   160,000    317,000   

５．リース資産
減損勘定

－   107,173    132,890   

６．その他 178,698   103,244    108,218   

流動負債合計  1,053,287 32.6  428,522 39 △624,765  649,427 44.6

Ⅱ　固定負債

１．社債 500,000   240,000    320,000   

２. 新株予約権
付社債

1,900,000   400,000    370,000   
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
(千円)

金額（千円）
構成比
（％）

３．長期借入金 ※２ 30,000   10,000    20,000   

４. 繰延税金負
債 

 377   188    188   

固定負債合計  2,430,377 75.3  650,188 59.1 △1,780,188  710,188 48.8

負債合計  3,483,665 107.9  1,078,711 98.0 △2,404,954  1,359,616 93.4
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
(千円)

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

 Ⅰ　株主資本

１.資本金  1,018,708 31.6  1,590,542 144.5 571,833  1,555,542 106.9

２.資本剰余金           

 　資本準備金 798,048   1,407,755    1,334,882   

 資本剰余金
 合計

 798,048 24.7  1,407,755 127.9 609,706  1,334,882 91.7

 　３.利益剰余金           

その他利益

剰余金
          

(1)特別償却準
備金

550   275    275   

 　　(2)繰越利益剰

余金
△2,069,889   △2,976,516    △2,795,028   

 　利益剰余金　　

　 合計
 △2,069,339 △64.1  △2,976,241

△

270.4
△906,902  △2,794,753 △19.2

 株主資本合計  △252,581 △7.8  22,056 2.0 274,637  95,671 6.6

 Ⅱ　評価・換算差

額等

 １.その他有価証券

評価差額金
 △2,545   －    －  

 評価・換算差額等

合計
 △2,545 △0.1  － － 2,545  － －

 Ⅲ　新株予約権  322 0.0  － － △322  － －

 純資産合計  △254,803 △7.9  22,056 2.0 276,860  95,671 6.6

 負債・純資産

 合計
 3,228,861 100.0  1,100,767 100.0 △2,128,094  1,455,287 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期
比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  436,990 100.0  306,137 100.0 △130,853  1,009,749 100.0

Ⅱ　売上原価  403,346 92.3  230,011 75.1 △173,335  813,180 80.5

売上総利益  33,643 7.7  76,125 24.9 42,481  196,568 19.5

Ⅲ　販売費及び一
般管理費

 273,556 62.6  227,235 74.2 △46,321  527,914 52.3

営業損失  239,912 △54.9  151,109 △49.4 88,802  331,345 △32.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  43,214 9.9  13,461 4.4 △29,752  51,041 5.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  105,747 24.2  5,771 1.9 △99,975  167,299 16.6

経常損失  302,445 △69.2  143,419 △46.8 159,025  447,602 △44.3

Ⅵ　特別利益 ※３  79,689 18.2  199 0.1 △79,490  80,192 7.9

Ⅶ　特別損失 ※４.５  100,711 23.0  37,024 12.1 △63,687  680,872 67.4

税引前中間
（当期）純
損失

 323,467 △74.0  180,244 △58.9 143,222  1,048,281 △103.8

法人税、住
民税及び事
業税

1,270   1,243    2,059   

法人税等調
整額

－ 1,270 0.3 － 1,243 0.4 △27 △188 1,871 0.2

中間（当
期）純損失

 324,738 △74.3  181,488 △59.3 143,250  1,050,152 △104.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月1日  至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金  

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計
特別償却準
備金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

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

中間会計期間中の変動額

新株の発行 16,603 16,603 16,603 － － － 33,207

中間純損失     △324,738 △324,738 △324,738

特別償却準備金取崩額 － － － △275 275 － －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
16,603 16,603 16,603 △275 △324,462 △324,738 △291,530

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,018,708 798,048 798,048 550 △2,069,889 △2,069,339 △252,581

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,283 1,283 － 40,232

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － － 33,207

中間純損失 － － － △324,738

特別償却準備金取崩額 － － － －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額）
△3,828 △3,828 322 △3,505

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,828 △3,828 322 △295,036

平成18年９月30日　残高

（千円）
△2,545 △2,545 322 △254,803
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金  

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計
特別償却準
備金

繰越利益剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

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

中間会計期間中の変動額

新株の発行 35,000 35,000 35,000 － － － 70,000

株式交換による増加 － 37,873 37,873 － － － 37,873

中間純損失 － － － － △181,488 － △181,488

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

35,000 72,873 72,873 － △181,488 △181,488 △73,614

平成19年９月30日　残高
（千円）

1,590,542 1,407,755 1,407,755 275 △2,976,516 △2,976,241 22,056

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19年３月31日　残高

（千円）
－ － － 95,671

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 70,000

株式交換による増加 － － － 37,873

中間純損失 － － － △181,488

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額）
－ － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － △73,614

平成19年９月30日　残高

（千円）
－ － － 22,056
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計
特別償却準
備金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額

新株の発行 553,437 553,437 553,437 － － － 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）

553,437 553,437 553,437 △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 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

特別償却準備金取崩額 － － － －

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

㈱アイ・ビー・イー(2347)　平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 56 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自　平成19年４月１日 
至　平成19年９月30日） 

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　当社は、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、当中間会計期間においても

324,738千円の中間純損失を計上した結

果、254,803千円の債務超過になってお

ります。当該状況により、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在してお

ります。 

　当社は、前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

担を大幅に圧縮いたしましたが、重要

な当期純損失を計上する結果となり、

株主資本が大幅に減少いたしました。

当社では、当中間会計年度においては、

新たな経営陣を選任し経営体制の強化

に努め、幅広い市場ニーズに対応でき

る事業体制の再構築を図っております

が、当社顧客の多くが3月決算を採用し

ており、例年受託開発案件を中心に事

業年度末に納入と検収が集中するため、

結果として下半期に売上高及び損益が

偏る傾向にあります。このため、当中

間会計期間におきましては、324,738千

円の中間純損失を計上し、債務超過の

状況となっております。　

　当社は、前事業年度において

1,050,152千円の大幅な当期純損失を計

上し、当中間会計期間においても 　　

151,109千円の営業損失、143,419千円

の経常損失、181,488千円の当期純損失

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、前々事業年度において計上

した大幅な損失・財務指標の悪化を解

消するために、前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まいりま

した。損益状況、財務体質ともに改善

されてはおりますが、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、前事業年度において重要な

営業損失を計上することとなりました。

当中間会計期間においては事業再構築

の成果もあり大幅な固定費の削減を実

現するなど収益体質は改善の方向にあ

り、事業体制の整備も着実に進んでお

りますが、当社顧客の多くが３月決算

を採用しており、例年受託開発案件を

中心に事業年度末に納入と検収が集中

するため、結果として下半期に売上高

及び損益が偏る傾向にあります。この

ため、当中間会計期間におきましては、

151,109千円の営業損失を計上しており

ます。

 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。

㈱アイ・ビー・イー(2347)　平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 57 －



前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自　平成19年４月１日 
至　平成19年９月30日） 

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社ではこれらの状況を解消すべく、

平成18年３月には株式会社インター

ネット総合研究所と業務提携を行い、

アライアンスの強化を通じて経営資源

の整備・拡充に努めております。

当社の持つデジタル映像技術と新たな

経営資源を融合させることで、確固た

る収益基盤の確保および事業の再構築

を計画しており、前事業年度に行った

不採算資産整理の効果も加わり、当事

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、平成18年４

月13日に転換社債型新株予約権付社債

の発行により2,000,000千円を調達して

おります。うち1,500,000千円につきま

してはM&A等の資金使途が具体化するま

での間、貸付金として運用しておりま

すが、当座の運転資金として500,000千

円を確保いたしました。平成18年７月

３日には、効果的な株主資本の強化を

図るため新株予約権6,500株を発行いた

しました。本新株予約権は時価に即し

た価額にて新株発行が行える仕組みに

なっており、等事業年度中の速やかな

資本強化を見込んでおります。当中間

会計期間末時点では300株の本新株予約

権の行使により、33,192千円の払込み

があり、16,603千円を資本に組入れて

おります。新株発行による手取資金に

ついては、事業活動に充当するほか、

資金状況を鑑みた上で転換社債型新株

予約権付社債の買入消却等に充当する

ことで負債の圧縮にも努めてまいりま

す。当中間会計期間において100,000千

円の転換社債型新株予約権付社債の買

入消却を行い負債の圧縮を図っており

ます。

　当社では、継続企業の前提に関する

重要な疑義は解消されるものと判断し

ております。よって、中間財務諸表は

継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を中間財

務諸表には反映しておりません。

 当社ではアライアンスの強化を通じて

更なる経営資源の整備・拡充に努めて

おり、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、同年４月には両社

を連結子会社化し、株式会社ネットタ

イムにつきましては、平成19年９月１

日をもって完全子会社化しております。

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、前連結会計年度に行っ

た不採算資産整理の効果も加わり、当

事業年度以降の損益構造の改善を見込

んでおります。

 資金面におきましては、平成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19

年８月９日には業務提携も視野に入れ、

大和ハウス工業株式会社、株式会社ケ

ン・コーポレーションを割当先とし総

額400,000千円の転換社債型新株予約権

付社債を発行しております。このよう

に当社では安定した経営基盤の確立と

財務体質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、中間財務諸表は継

続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を中間財

務諸表には反映しておりません。

 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

構造の大幅な改善を見込んでおります。

 資金面におきましては、平成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。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自　平成19年４月１日 
至　平成19年９月30日） 

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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)有価証券

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

中間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。

 

(1)有価証券

①満期保有目的の債券

同左

 

②子会社株式および関連会社

株式

同左

 

③その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

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

移動平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 

 ２.デリバティブ等の評

　　価基準及び評価方法

時価法  　　同左 同左

 ３.たな卸資産の評価基

　　準及び評価方法

（1)商品

先入先出法による原価法に

よっております。

（1)商品

            同左

（1)商品

同左

(2)仕掛品 (2)仕掛品 (2)仕掛品

個別法による原価法によって

おります。

同左 同左

(3)貯蔵品 (3)貯蔵品 (3)貯蔵品

先入先出法による原価法に

よっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

工具器具備品　３～８年

　また、取得価額10万円以上

20万円未満の資産については、

３年間で均等償却しておりま

す。

(1）有形固定資産

 同左 

(1)有形固定資産

同左

 

 

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した

資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌

事業年度により、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上

しております。

これによる損益への影響は軽

微であります。

 

 

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (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。

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

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 

(3）長期前払費用 

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等の特定の債権に

ついては、個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1)貸倒引当金 

同左

 

 

 

 

 

 

 

(1)貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

 

６．リース取引の処理方

法

　リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

　　　　　同左 同左

７．その他中間財務諸表

（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

 消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」

 　当中間会計期間から、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第5号　平成17年12

月9日)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第8号　平

成17年12月9日)を適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は△255,126千円であり

ます。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

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。

　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。

　なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

―――― 「減価償却方法の変更」

　当中間会計期間から法人税法の改正

を機に、平成19年４月１日以降取得の

有形固定資産については改正法人税法

に規定する償却方法により減価償却費

を計上しております。

　なお、この変更に伴う損益への影響

は軽微であります。 

―――― 
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （中間貸借対照表）

　前中間期まで、流動資産の「その

他」に含めて表示していました「短期

貸付金」は、当中間会計期間末におい

て資産の総額の100分の５を超えたた

め区分掲記しました。

 なお、前中間会計期間末の「短期貸付

金」の金額は146,000千円であります。

 （中間貸借対照表）

　

――――

 （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。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減

価償却累計額 
84,065千円

※１．有形固定資産の減

価償却累計額 
90,625千円

※１．有形固定資産の

    減価償却累計額  
94,509千円

※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　　

 　　　　　　　　　　　 13,260千円

※２.担保資産及び担保付債務

――――

※２.担保資産及び担保付債務

――――

※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２行と当

座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

 

 当座貸越極度額の総額　　　450,000千円

借入実行残高　  　　　    150,000千円

差引額　　　　　　　　 300,000千円 

―――― ――――

※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ※４.消費税の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺のうえ、金額的に重要性が乏

しいため、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

　　　　　同左 ────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 9,935千円

有価証券利息 1,740千円

研究開発助成金 29,331千円

業務指導料収入 4,428千円

経営指導料収入 6,000千円

受取利息 15,262千円

研究開発助成金 29,331千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

匿名組合費用 51,798千円 支払利息 1,492千円

社債利息 2,274千円

保証料 1,598千円

匿名組合費用 51,798千円

株式交付費 32,545千円

新株予約権発行

費

25,361千円

社債発行費 24,894千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益 77,765千円 貸倒引当金戻入益 199千円 固定資産売却益 77,765千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評

価損

22,999千円

リース解約損 77,711千円

投資有価証券評

価損

18,049千円

貸倒引当金繰入

額

18,900千円

出資金評価損 171,084千円

ソフトウエア評価損 230,629千円

減損損失 146,012千円

―――― ―――― 　※５．特別損失の減損損失

　　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。

　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。

㈱アイ・ビー・イー(2347)　平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 65 －



前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額

有形固定資産 8,877千円

無形固定資産 72,933千円

有形固定資産 7,016千円

無形固定資産 11,859千円

有形固定資産 19,231千円

無形固定資産 106,431千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間会計期間末残高相

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

額相当額及び中間会計期間末残高相

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) 

中間会計

期間末残

高相当額

（千円）

有形固

定資産
35,967 26,228 9,150 588

ソフト

ウェア
543,550 261,176 20,806 261,566

合計 579,517 287,404 29,957 262,155

取得価

額相当

額

（千円）

減価償

却累計

額相当

額

(千円)

減損損

失累計

額相当

額 

(千円) 

中間会計

期間末残

高相当額

（千円）

ソフト

ウェア
457,630 250,980 137,933 68,715

合計 457,630 250,980 137,933 68,715

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．未経過リース料中間会計期間末残

高相当額及びリース資産減損勘定の

残高

２．未経過リース料中間会計期間末残

高相当額及びリース資産減損勘定の

残高

２．未経過リース料期末残高相当額及

びリース資産減損勘定の残高

１年内 97,491千円

１年超 180,552千円

合計 278,043千円

リース資産減損
勘定残高 

3,259千円

１年内 95,029千円

１年超 85,519千円

合計 180,549千円

リース資産減損
勘定残高 

107,173千円

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、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

３．支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

３．支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

支払リース料 77,411千円

リース資産減損勘定

の取崩額

9,660千円

減価償却費相当額 62,659千円

支払利息相当額 6,011千円

支払リース料 49,785千円

リース資産減損勘定

の取崩額

25,716千円

減価償却費相当額 45,762千円

支払利息相当額 3,435千円

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 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 同左

５．利息相当額の算定方法 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 同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間（平成18年９月30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。

当中間会計期間（平成19年９月30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。

前事業年度（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。

（企業結合等関係）

前中間会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

（１）当中間連結財務諸表　注記事項（企業結合等関係）に記載の通りであります。

前会計期間（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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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 前事業年度
（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 △11,062円08銭

１株当たり中間純損失  14,267円94銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式があ

るものの、当中間期は中間純損失のため、

記載を省略しております。

１株当たり純資産額 468円92銭

１株当たり中間純損失 3,953円39銭

 同左

 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株当たり中間（当期）純利益（損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定

　　　　　上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純損失金額

中間（当期）純損失（千円） 324,738 181,488 △1,050,152

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純損失（千

円）
324,738 181,488 △1,050,152

期中平均株式数（株） 22,760 45,907 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株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

 （注）①

 （注）②

 （注）③

 （注）①

 （注）④

 

 　 　　（注）①

 

潜在株式の種類

（注）①　第１回新株予約権  

 
 前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

 当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

 前事業年度  
 (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13日 同左 同左

 新株予約権の残高  593個     593個 同左

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 同左

 新株予約権の目的となる株式の数 1,186株  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

（注）②　転換社債型新株予約権付社債  

 
 前中間会計期間

 (自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日)

 当中間会計期間
 (自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日)

前事業年度
 (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 1,900,000,000円  ―――― 370,000,000円

 新株予約権の残高(個) 190個 ―――― 37個

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―――― 普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数 7,692株 ―――― 6,830株

 新株予約権の行使時の払込金額 247,000円 ―――― 54,167円
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 前中間会計期間

 (自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日)

 当中間会計期間
 (自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日)

前事業年度
 (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 
――――

平成18年4月18日から

平成21年4月2日まで 

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格　　247,000円

資本組入額　123,500円
――――

発行価格 　　54,167円

資本組入額 　27,084円

（注）③　第２回新株予約権  

 
 前中間会計期間

 (自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日)

 当中間会計期間
 (自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日)

 前事業年度
 (自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日)

 発行日 平成18年7月3日 ―――― ――――

 新株予約権の残高(個)   1個　　 ―――― ――――

 新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 ―――― ――――

 新株予約権の目的となる

株式の数
         6,200株 ―――― ――――

 新株予約権の行使時の払

込金額

 （行使価格の修正）

 行使価額は、平成18年7月7日

（金）以降の毎週月曜日、水曜

日及び金曜日（以下「修正日」

という。）以降、修正日の直前

の取引日まで（当日を含む。）

の5連続取引日（但し、売買高

加重平均価格のない取引日を除

く。）の株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の普通

取引の毎日の売買高加重平均価

格の平均値の90％に相当する金

額（但し、計算の結果1円未満

の端数が生じる場合は、その端

数を切り上げた金額。以下「修

正後行使価額」という。）に修

正される。但し、かかる算出の

結果、修正後行使価額が当初行

使価額の102％（但し、下記に

よる調整を受ける。以下「上限

行使価額」という。）を上回る

場合には、修正後行使価額は上

限行使価額とする。

 ―――― ――――
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 前中間会計期間

 (自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日)

 当中間会計期間
 (自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日)

 前事業年度
 (自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日)

 （行使価格の調整）

 当社は、本新株予約権の割当

後、時価を下回る価額を募集株

式の払込金額としてその発行す

る当社普通株式又はその処分す

る当社普通株式を引き受ける者

の募集をする場合（但し、当社

普通株式の交付と引換えに取得

される証券もしくは取得させる

ことができる証券又は当社普通

株式の交付を請求できる新株予

約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の取得又は

行使による場合を除く。）には、

次に定める算式により行使価額

を調整する。なお、次の算式に

おいて「既発行株式数」は、当

社の発行済普通株式総数から、

当社の有する当社普通株式数を

控除した数とする。 

 

既発

行株

式数

＋

新発

行・処

分株式

数

×

1株当た

りの払

込金額

調整後

＝

調整前

×

 時価

行使価

額

行使価

額

既発行株式数＋新発行・処

分株式数

新株予約権の行使期間 
平成18年7月6日から

 平成21年7月3日まで 
―――― ――――

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

（発行価格）　　

　新株予約権の行使時の払込金

額を発行価格とする。　　

（資本組入額）

　発行価格の半額とする。

―――― ――――

　（注）④　第３回転換社債型新株予約権付社債

前中間会計期間
(自  平成18年4月1日
至  平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年4月1日
至　平成19年9月30日)

前事業年度
(自　平成18年4月1日
至　平成19年9月30日)

 新株予約権付社債の残高 ― 400,000,000円 ―

 新株予約権の数（個） ― 40個 ―

 新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 ―

 新株予約権の目的となる株式の数 ― 4,964株 ―

 新株予約権の行使時の払込金額 ― 80,550円 ―

㈱アイ・ビー・イー(2347)　平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 71 －



前中間会計期間
(自  平成18年4月1日
至  平成18年9月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年4月1日
至　平成19年9月30日)

前事業年度
(自　平成18年4月1日
至　平成19年9月30日)

 新株予約権の行使期間 ―
平成20年2月9日から

平成22年8月8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    80,550円  

資本組入額   40,275円
―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （1）平成18年11月30日付で、Kienny

　Investments　Inc.から貸付金

1,500,000千円全額の期限前返済を受

けております。

 （2）平成18年11月30日付で、2009年

満期ユーロ円建転換社債型新株予約権

付社債1,500,000千円を額面で期限前

償還しております。

 （3）平成18年11月30日開催の取締役

会において、株式会社アイ・ビー・

イー第3回新株予約権（第三者割当）

を平成18年12月15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3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13,000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91,000円

５. 新株予約権の払込金額の総額

 金91,000円

６．申込期間

平成18年12月15日（ロンドン時間)

７．割当日及び払込期日

平成18年12月15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。

（1）平成19年10月15日開催の当社取

締役会において、平成20年1月31日を

交換期日として株式会社シブヤテレビ

ジョンと株式交換を行い、下記のとお

り同社を完全子会社とすることを決議

いたしました。　

記

１. 株式交換の目的

当社は本年4月23日に株式会社シブヤ

テレビジョンの株式51％を取得、連結

子会社として株式会社シブヤテレビ

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. 株式交換の内容

株式会社シブヤテレビジョンの株式1

株に対して、当社の株式2.15株を割当

て交付いたします。ただし、当社が保

有する株式会社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。

３. 株式交換の時期

平成20年1月31日を交換期日としてお

ります。

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、株式会

社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。

（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　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

（3）平成19年５月29日開催の取締役

会において、平成19年９月１日を期し

て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し

ております。

（4）第２回2009年満期ユーロ円建転

換社債型新株予約権付社債（残存額面

総額350,000千円）につき、平成19年

６月１日に300,000千円を一部繰上償

還しております。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

59,478円（以下「当初行使価額」とい

う。）とする。

 (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。

11. 行使価額の修正

 (1) 行使価額は、平成19年1月4日

（木）以降の毎週火曜日及び木曜日

（以下「修正日」という。）以降、修

正日の直前の取引日まで（当日を含

む。）の5連続取引日（但し売買高加

重平均価格のない取引日を除く。）の

株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の毎日の売買高加

重平均価格の平均値の90％に相当する

金額（但し、計算の結果1円未満の端

数が生じる場合は、その端数を切り上

げた金額。以下「修正後行使価額」と

いう。）に修正される。但し、かかる

算出の結果、修正後行使価額が当初行

使価額（但し、下記第13項による調整

を受ける。）を上回る場合には、修正

後行使価額は当初行使価額とする。

（2）平成19年10月15日開催の当社取

締役会において、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

吸収分割することを決議いたしました。

　　　　　　　記

１. 会社分割の目的 

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。

２.会社分割する事業内容

当社のデジタル映像関連システムソ

リューションの企画・開発・販売並び

にこれに附帯する事業の全部

 

売上高1,009百万円（平成19年３月期）

３.会社分割の形態 

 当社を分割会社とし、株式会社ネッ

ト・タイムを承継会社とする吸収分割

とします。

４.分割会社の概要

（1）商号　

株式会社アイ・ビー・イー 

（2）資本金 

  1,555百万円

（3）総資産

  1,455百万円

（4）純資産

     95百万円

５.承継会社の概要

（1）商号 株式会社ネット・タイム 

（2）資本金  

    299百万円 

（3）総資産 

    162百万円

（4）純資産

     30百万円
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（2）本項第(1)号にかかわらず、下記

第16項に基づき当社が取得のための通

知を行った場合、本新株予約権者が当

該通知を受領した日以降（当該通知を

受領した日を含む。）取得日までの修

正後行使価額は、行使請求日の直前の

取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の売買高

加重平均価格の108％に相当する金額

（円位未満小数第1位まで算出し、小

数第1位を切上げる。）に修正される。

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   調整前行使

 株式数    × 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

 ――――

㈱アイ・ビー・イー(2347)　平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 75 －



前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 また、当社は当社普通株式の分割（無

償割当てを含む。）若しくは併合を行

う場合、時価を下回る価額をもって当

社の普通株式を交付する定めがある取

得請求権付株式、取得条項付株式若し

くは取得条項付新株予約権（新株予約

権付社債に付されたものを含む。）を

発行する場合又は当社の普通株式の交

付を受けることができる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）を発行する場合等の一定の事

由が生じた場合にも適宜行使価額を調

整する。

――――

14．本新株予約権を行使することがで

きる期間

平成18年12月15日から平成20年12月14

日（いずれも日本時間）（第16項に

従って本新株予約権が取得される場合

には、取得される本新株予約権につい

ては、取得日）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、各

部分行使にあたっては、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

 当社は、本新株予約権の消却が必要

と当社取締役会が決議した場合は、会

社法273条第2項の規定に従って通知し、

（且つ本新株予約権証券が発行されて

いる場合は公告したうえで、）当社取

締役会で定める取得日に、その時点に

おいて残存する本新株予約権の全部又

は一部を払込金額と同額で取得するこ

とができる。

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。

――――
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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91,000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

資される株式1株あたりの財産の価額

は、当初、株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の平成18年11月29

日まで（当日を含む。）の5連続取引

日の売買高加重平均価格の平均値とし

た。

21．行使請求受付場所

当社経営企画部

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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