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第1四半期連結業績概要： 損益状況（前年同期比）

（連結） 単位：千円

売上高 585 ,336 100 .0% 688 ,829 100 .0% 103 ,492 17 .7%

売上総利益 186 ,530 31 .8% 214 ,285 31 .1% 27 ,755 14 .9%

営業利益 △ 62 ,147 -10 .6% 14 ,244 2 .1% 76 ,392 -

経常利益 △ 71 ,069 -12 .1% 12 ,973 1 .9% 84 ,043 -

四半期純利益 △ 128 ,219 -21 .9% 19 ,985 2 .9% 148 ,204 -

平成21年3月期
第1四半期
業績

増減
平成20年3月期
第1四半期
業績

・売上高は前年同期比

で17.7％増加

・営業利益・経常利益・

純利益が大幅に改善

(黒字化)

76,392千円増 84,043千円増

103,492千円増



セグメント別売上高・営業利益

構成比 利益率 構成比 利益率

ITｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 156 ,840 26 .8% △ 49 ,484 -31 .6% 242 ,410 35 .2% △ 15 ,232 -6 .3%

ﾒﾃﾞｨｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 428 ,496 73 .2% 59 ,853 14 .0% 452 ,118 65 .6% 19 ,698 4 .4%

消去又は全社 0 - △ 72 ,516 - △ 5 ,700 -0 .8% 9 ,779 -

連結 585 ,336 100 .0% △ 62 ,147 -10 .6% 688 ,829 100 .0% 14 ,244 2 .1%

構成比 利益率 構成比 利益率

ITｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 1,128 ,266 39 .3% 29 ,877 2 .6% 1 ,300 ,000 40 .0% 10 ,000 0 .8%

ﾒﾃﾞｨｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 1,749 ,993 61 .0% 221 ,570 12 .7% 1 ,950 ,000 60 .0% 170 ,000 8 .7%

消去又は全社 △ 10 ,500 -0 .3% △ 207 ,186 - 0 - 10 ,000 -

連結 2,867 ,759 100 .0% 44 ,261 1 .5% 3 ,250 ,000 100 .0% 190 ,000 5 .8%

平成21年3月期
通期予想

売上高 営業利益

単位：　千円

営業利益

平成21年3月期
第1四半期業績

営業利益売上高 売上高

売上高

平成20年3月期
第1四半期業績

平成20年3月期
通期実績

営業利益

注）セグメント区分について
当社グループではセグメント区分を実施しております。各区分の主な業務内容は次のとおりです。
・ITソリューション事業・・・映像ソリューション、情報セキュリティソリューション【㈱アイ・ビー・イー・ネット・タイム】
・メディアソリューション事業・・・広告事業、音楽事業、ダンススクール運営等【㈱シブヤテレビジョン】



事業トピックス（1） ITソリューション事業

【デジタル映像分野】
-プロフェッショナル向け映像ソリューションを中核とした事業展開

-「放送と通信の融合」が本格化、映像コンテンツ配信メディアの多様化（多チャンネル化）
→放送・通信事業者において、映像アーカイブ、デジタル映像変換システム等に関する
需要が本格化

-2011年の地上波デジタル放送への移行に伴い、放送局内のシステムが「テープレス」化
→ビデオテープによる管理からデジタル映像管理システムの導入へ

-地上デジタル・アナログ用字幕放送画面制作システム 「NeON」が堅調な推移

【情報セキュリティ分野】
-情報漏洩や不正アクセス防止に対する社会的ニーズの向上
→ICカードセキュリティ製品「ARCACLAVIS」を中核とした事業展開

-自社製品のブランドを「ARCACLAVIS」に統合
→ユーザビリティの向上とセールスコストの効率化



事業トピックス（2） メディアソリューション事業

【広告分野】
-新規顧客の開拓と長期広告出稿契約の継続更新
→安定収益基盤の確立

-クロスメディア広告企画による、クライアントへの訴求力の向上
→渋谷という地域特性を活かし、街頭ビジョン・ポスター・サンプリング活動等を複合的に活用

【音楽分野】
-前期の事業譲受によりライブホール「Shibuya O-EAST」「Shibuya O-WEST」
「Shibuya O-Crest」「Shibuya O-nest」 4店舗の運営の直営店舗化
→自主公演イベントを積極的に開催

【ダンススクール】
-平成20年5月1日に「DANCE STUDIO BEASTAR 大宮校」新規オープン

【デジタルサイネージ】
-コンサルティングをはじめとするデジタルサイネージ関連ビジネスを積極的に展開
←成功事例としてのシブヤテレビジョン



今後の展開（1） ＩＴソリューション事業

【デジタル映像分野】
-放送局のテープレス化に対応した製品開発

-マーケティング機能の強化による顧客ニーズの創造と商品価値の向上

← 売れる仕組みづくり

-品質管理部の強化による顧客満足度の向上と戻り工数の削減による効率化

【情報セキュリティ分野】

-新製品の開発・既存顧客へのリプレイスの更なる推進

-自社製品をブランド「ARCACLAVIS」へ統合、新製品ラインナップの拡充

-他社製品の積極的販売による顧客とのコンタクト数の拡大
← 顧客ニーズを的確に製品開発に反映

【新規事業分野】

-不動産業界向け映像ソリューションの基盤拡大

-事業アライアンスの推進によりワンストップソリューションの提供

-映像ファイルセキュリティへのチャレンジ（ デジタル映像技術と情報セキュリティ技術の融合）



【広告分野】

-渋谷中心地区に街頭ビジョンを増設、媒体価値の更なる向上
← 地下鉄副都心線の開通により情報発信拠点としての渋谷地区の価値向上

-デジタルサイネージの全国展開（渋谷から国内外の主要都市へ）

-デジタルサイネージビジネスのコンサルティング（成功事例としてのシブヤテレビ）

-広告代理店業務の強化（スポンサーの獲得）、放送局との協業

【音楽分野】

-自社ブランド “O-Group”の多店舗展開、他社が行う新規ライブホール出店の
コンサルティング等、対外的な営業の強化を実施

-イベントプロデュース事業の拡大
← 大型アミューズメント施設のイベントプロデュース等

【ダンススクール】

-直営店舗「DANCE STUDIO BEASTAR」関東近郊の都市部を中心に新規出店

【映像制作分野】

-映像制作ビジネスへの本格参入

←テレビ局への製作スタッフの派遣、プロモーションビデオの制作

今後の展開（2） メディアソリューション事業



ＩＴソリューション事業ＩＴソリューション事業

メディアソリューション事業メディアソリューション事業

●放送局・通信事業者向けデジタル映像システム（プロフェッショナル向け）

●大型ビジョンの運営（デジタルサイネージ事業）
●ライブホール等の各種媒体運営・映像コンテンツ制作

→ デジタルサイネージ需要の本格化

不特定多数への情報伝達手段としてのデジタル映像の利用が増加

オープンエリア／パブリックスペースにおける電子看板

●教育・講義用ｅラーニングシステム

●一般企業向けテレビ会議／プレゼンテーションシステム
クローズドエリア向け

デジタル映像利用の裾野の拡大

ITソリューションとメディアソリューションの融合による、
ワンストップのトータルビジネスソリューションの提供
（スポンサーの獲得から映像配信システムの構築まで）

事業セグメント別のシナジーについて



※本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供を目的としたものであり、
投資等の最終決定は投資家ご自身の判断でなさるようお願いします。本資料は出来
る限り細心の注意を持って作成されておりますが、その完全性についてアイ･ビー･
イーホールディングスは責任を負うものではあリません。また、本資料を判断材料と
した投資の結果等に対する責任は負い兼ねますのでご了承下さい。

※本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に
基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢など今後様々な要因によって予
想または計画数値と異なる場合があります。

免 責 事 項


