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持株会社体制移行による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日付で公表いたしました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、本日開催の取締役会において、平成 20年 4月 1日を効力発生日とし
て、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を当

社の 100%子会社である株式会社ネット・タイムに承継（吸収分割）させることを決議し、会社分割契約
を締結いたしました。 
 今回の経営統合は、平成 19年 10月 15日に公表いたしました、株式会社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契約の締結および本日決議いたしました会社吸収分割を
併用して行うものでありますので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。 
  
 なお、本件吸収分割および株式交換は、平成 19年 12月 19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）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。 
平成 19年 10月 15日には、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
契約を締結しております。 
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・タイムの情報セキュリティ

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 持株会社体制への移行に伴う会社分割について 

 
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。 
 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強力に推進し、当社グ

ループの企業価値の向上に努めてまいります。 
 また、事業を承継する承継会社は、機動的な営業政策を推進し、事業分野での業績拡大を目指した

経営に専念するとともに、営業部門と間接部門が一体となって業務の効率化及び合理化を推進し、よ

り一層の競争力の強化を目指します。 
  

2. 会社分割の要旨 
（1） 分割の日程 

平成 19年 11月 19日（月） 臨時株主総会議案承認取締役会 
平成 19年 11月 19日（月） 両社による分割契約書調印 
平成 19年 12月 19日（水）  当社分割契約承認株主総会 
平成 20年 4月 1日 （火） 会社分割予定日（分割期日） 
 

（2） 分割方式 
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。 
 

（3） 株式の割当 
 当社は、株式会社ネット・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。 
 

（4） 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。 

 
（5） 吸収分割により減少する資本金の額等 

該当事項はありません。 



 
（6） 当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していますが、本吸収分割によるこれらの取

り扱いに変更はありません。 
 

（7） 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承継させます。 
 

（8） 債務履行の見込み 
 当社及び承継会社の平成 19年 9月 30日現在の貸借対照表における資産及び負債の額を基礎
に、会社分割により当社が承継会社に承継させる予定の資産及び負債の額等を考慮し会社分割

後に予想される当社及び承継会社の資産及び負債の額並びに収益状況について検討した結果、

その債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されないため、当社は、会社分

割後の当社及び承継会社の負担すべき債務につき履行の見込みがあるものと判断しております。

なお、承継会社が当社から承継する債務については、重畳的債務引受けの方法によるものとし

ます。 



3. 分割当事会社の概要 
 分割会社 

平成 19年 3月 31日現在 
承継会社 

平成 19年 3月 31日現在 
(1)商号 株式会社アイ・ビー・イー（※1) 株式会社ネット・タイム（※2） 
(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 1,555百万円 299百万円 
(7)発行済株式数 45,082株 75,803株 
(8)純資産 95百万円 30百万円 
(9)総資産 1,455百万円 162百万円 
(10)決算期 3月 31日 3月 31日 
(11)従業員数 43名 19名 
(12)主要取引先 日本電気㈱ 

日本 SGI㈱ 
㈱電通国際情報サービス  
その他 

RSAセキュリティ㈱ 
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 
㈱エヌ･ティー･ティーカード 
  ソリューション      その他 

(13)大株主及び 
  持株比率 

㈱ケン・コーポレーション  33.05% 
シャープ㈱         7.35% 
田中 健介          4.44% 

㈱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 承継会社は分割会社の 100%子会社であります。(平成 19年 9月末日現在) 

人的関係 分割会社と承継会社の役員は一部兼務しております。(平成19年9月末日現在) 
(15)当事会社間の 
  関係等 

取引関係 分割会社と承継会社は取引関係があります。(平成 19年 9月末日現在) 

  ※１ 平成 20年 4月 1日「株式会社アイ・ビー・イーホールディングス」に 
     商号変更予定。 
  ※２ 平成 20年 4月 1日「株式会社アイ・ビー・イー・ネット・タイム」に商号変更予定。 



(16)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 

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 
1株当たり当期純利益(円) △209.19 △1,904.65 △1,831.00 
1株当たり配当金(円) － － － 
1株当たり純資産(円) 4,136.52 2,231.87 400.86 

    (※)株式会社ネット・タイムは、当事業年度の決算期変更に伴い、１０ヶ月決算となっております。 
 
4. 分割する事業部門の概要 
（1） 分割する部門の事業内容 

デジタル映像関連システムソリューションの企画・開発・販売並びにこれに附帯する事業の全部 
 

（2） 分割する部門の平成 19年 9月期における主な経営成績 
 
 
 
 
 

 分割する部門（A） 当社実績（分割前(B) 比率(A)／(B) 
売上高(百万円) 1,009 1,009 100.0％ 
売上総利益(百万円) 196 196 100.0％ 
営業利益（百万円） △331 △331 100.0％ 



（3） 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 19年 9月 30日現在） 
項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産(百万円) 284 流動負債(百万円) 215 
固定資産(百万円) 102 固定負債(百万円) 0 
合  計(百万円) 387 合  計(百万円) 215 

(注)平成 19年 9月 30日現在の貸借対照表を基準に算出しているため、実際に分割する金額は、上記 
  金額と異なります。 
 

5. 会社分割後の状況 
  【分割会社】 

(1)商  号 株式会社アイ・ビー・イーホールディングス 
(2)事業内容 持株会社としての経営戦略の立案、経営執行の監督、傘下企業の経営ア

ドバイス、IR及びこれらに附帯する業務 
(3)本店所在地 東京都千代田区二番町 3番地 麹町スクエア 
(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 坂井 裕 
(5)資 本 金 1,590百万円（本件分割に伴う資本金の変動はありません。） 
(6)決 算 期 3月 31日 
(7)会計処理の概要 企業結合会計上、本件分割は共通支配下の取引に該当いたします。なお、

本件分割によるのれんの発生はありません。 
    
  【承継会社】 

(1)商  号 株式会社アイ・ビー・イー・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及び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)本店所在地 東京都千代田区二番町 3番地 麹町スクエア 
(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 橋本 晃 
(5)資 本 金 299百万円 
(6)決 算 期 3月 31日 
(7)役員構成 代表取締役社長 橋本 晃（現任） 

取締役     竹松 昇（新任） 
取締役     橋本 佳往（現任） 
監査役     樽美 元彦（現任） 

 
6. 分割による業績への影響・見通し 
（1） 連結業績への影響・見通し 

 承継会社は当社の 100％子会社であるため、本件会社分割が当社の連結業績に与える営業は軽
微であります。 
 

（2） 個別業績見通し 
 本件会社分割後、当社が持株会社となるため、当社の収入は子会社からの配当収入及び経営指

導料等に、また、費用は持株会社としての機能に係るものが中心となる予定であります。なお、

業績の見通しにつきましては確定次第お知らせいたします。 



 
Ⅲ 定款の一部変更について 

 
1. 目的 
 当社及び承継会社は、平成 19年 11月 19日開催の取締役会において、持株会社体制への移行に伴
い、定款の一部を変更し、平成 20年 4月 1日を効力発生日として、会社の商号及び目的等の変更を
行うことを決議いたしました。なお、本件につきましては平成 19年 12月 19日開催予定の臨時株主
総会において、会社分割契約及び定款一部変更の件が承認されることを条件とします。 
 

2. 定款一部変更の内容 
  【分割会社】 
（1） 商号の変更 
   ① 新商号    株式会社アイ・ビー・イーホールディングス 
   ② 変更日(予定)    平成 20年 4月 1日 
  
（2） 会社目的の変更 

 当社定款第 2 条に定める会社の目的を、持株会社としての会社経営に必要な内容へ変更いた
します。 

   ① 変更日(予定)    平成 20年 4月 1日 
 
（3） 変更の内容 
   現行定款と変更案は次のとおりであります。 

(下線部が変更部分であります。) 
現 行 定 款 変 更 案 
第一章 総則 

(商号) 
第1条 当会社は株式会社アイ・ビー・イーと称

し、英文では IBE,Inc.と表示する。 
 
 
(目的) 
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 
    
 

 

1．～22．（記載省略） 

        

 （ 新 設 ） 

 

第一章 総則 
(商号) 
第1条 当会社は株式会社アイ・ビー・イーホー

ルディングスと称し、英文では IBE 
Holdings, Inc.と表示する。 

(目的) 
第2条 当会社は、次の事業を営む会社及びこれ

に相当する事業を営む外国会社の株式

又は持分等を所有することにより、当該

会社の事業活動を支配・管理することを

目的とする。 
 
  1．～22．（現行どおり） 

 

２  当社は、前項に付帯関連する一切の事業を 

  営むことができる。    
   



【承継会社】 
（1） 商号の変更 

   ① 新商号    株式会社アイ・ビー・イー・ネット・タイム 
   ② 変更日(予定)  平成 20年 4月 1日 
  

（2） 会社目的の変更 
 持株会社への移行に伴い、当社定款第 2条に定める会社の目的を変更いたします。 
   ① 変更日(予定)  平成 20年 4月 1日 
 

（3） 変更の内容 
   現行定款と変更案は次のとおりであります。 

(下線部が変更部分であります。) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行定款 変 更 案 

（商号） 

第１条  当会社は株式会社ネット・タイムと

称し、英文ではNET TIME corp.と表示す
る。 

（目的） 

第２条  当会社は次の事業を営むことを目的

    とする。 

 

  1. ～12.（記載省略） 

   （ 新 設 ） 

 

 

            （ 新 設 ） 

    

    13.～14.（記載省略） 

 

（株券の発行） 

第７条  当会社の株式については、株券を発

    行する。 

 

（株主名簿管理人） 

第８条（記載省略） 

 

（員数） 

第15条  当会社の取締役は、７名以内とする。

 

（員数） 

第24条  当会社の監査役は、４名以内とする。

（商号） 

第１条  当会社は株式会社アイ・ビー・イー・

ネット・タイムと称し、英文では IBE NET 
TIME, Inc.と表示する。 
（目的） 

第２条  当会社は次の事業を営むことを目的

    とする。 

   

  1.～12.（現行どおり） 

  13. ホテル・マンション・病院等各

    種施設のIT化に関する企画・支

    援及び必要設備・システムの導

    入・保守・管理 

  14.上記各種施設の保有・運営・管理

  15.～16.（現行どおり） 

 

（株券の不発行） 

第７条  当会社の株式については、株券を発

    行しない。 

 

（本条削除） 

 

 

（員数） 

第14条  当会社の取締役は、３名以上とする。

 

（員数） 

第23条  当会社の監査役は、１名以上とする。



 【参考資料】持株会社体制移行のイメージ（予定） 
    
  ＜現在の体制＞ 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ＜平成 20年 4月 1日時点の新体制＞ 
 

㈱アイ・ビー・イー  

㈱シブヤテレビジョン ㈱ネット・タイム 

ITソリューション事業 
（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） 

ITソリューション事業 
（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） 

メディアソリューション事業 
（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） 

㈱アイ・ビー・イーホールディングス 
【持株会社】 

㈱シブヤテレビジョン 
メディアソリューション事業 

㈱アイ・ビー・イー・ネット・タイム 
ITソリューション事業 

● 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 

● 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 


