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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 1,379 ― 68 ― 62 ― 74 ―

20年3月期第2四半期 1,307 266.7 △27 ― △47 ― △163 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 1,549.03 1,327.73
20年3月期第2四半期 △3,559.76 ―

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

21年3月期第2四半期 2,508 244 6.6 3,448.14
20年3月期 2,602 166 3.5 1,899.11

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  166百万円 20年3月期  91百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 13.3 190 329.3 200 ― 200 ― 4,140.78

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、 ３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、 ３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績 
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  48,300株 20年3月期  48,300株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  0株 20年3月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  48,300株 20年3月期第2四半期  45,903株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機

による信用収縮、原油・原材料価格の高騰、円高による企業収益の悪化リスクなど不安要素が重なり、景気の減速感

が高まってきております。   

 このような状況の中、当社グループでは当連結会計期間より持株会社体制への移行を行い、ITソリューション事業

を営む株式会社アイ・ビー・イー・ネット・タイムとメディアソリューション事業を営む株式会社シブヤテレビジョ

ンに事業形態区分を整理、新生IBEグループとして経営資源の拡充・事業領域の拡大・企業価値向上のための体制を

再構築いたしました。 

 インターネットやIT技術の進化、また、メディアの多様化によりメディア業界はこれまでになく大きく変革しつつ

あります。IBEグループは、さまざまなパートナーと力を合わせて新しい価値を創出していく企業集団を目指してま

いります。 

 ITソリューション事業については、株式会社アイ・ビー・イー・ネット・タイムとして、従来のIBEの中核ビジネ

スである映像ソリューション技術開発事業と、旧ネット・タイムが培ってきた情報セキュリティ技術開発事業を統合

しました。映像ソリューション分野では、放送局や映像制作業務の中で使われるIT技術を活用した映像システムの開

発を中心とした事業を展開しております。また、映像配信を支援する技術開発にも力を入れてきました。情報セキュ

リティ分野では、今や生活や業務に欠かせないアイテムとなったICカードを使った認証やアクセスコントロールを得

意としております。 

 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、流行と文化の発信源である渋谷という

地域に密着した事業展開を行ってまいりました。渋谷のストリート7ヶ所に設置した大型街頭ビジョンの運営や広告

代理業を中核とした広告事業、ライブホールの運営等を行う音楽事業のほか、ダンススクールの運営やイベントの企

画、映像制作を手がけるなど、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、グループ間の事業シナジー

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。 

 当第2四半期連結累計期間の当社グループの売上高は1,379,202千円（前年同期比5.5％増）となり、営業利益は

68,770千円（前年同期は営業損失27,429千円）、経常利益は62,345千円（前年同期は経常損失47,661千円）四半期純

利益は74,817千円（前年同期は四半期純損失163,403千円）となりました。 

 なお、前年同期比は参考数値として記載しております。 

 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。  

 イ）IT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」による映像コンテンツ配信メディアの多様化や本格

普及が進む放送局システム「テープレス化」を背景に、得意分野である放送・通信業界を主としたプロフェッショナ

ル向けデジタル映像ソリューションの提供を中核とした事業展開を行ってまいりました。 

 情報セキュリティの分野では、個人情報保護や内部統制など企業・自治体内における情報漏えい・不正アクセス防

止に対するニーズが高まる中、ICカードを利用した情報セキュリティ製品を中核にし、一般事業会社や地方公共団

体、公共教育機関等に順調にマーケットの裾野を拡大してまいりました。また、自社製品のブランドの統合と新たな

製品ラインナップの拡充を推進することにより、ユーザビリティの向上に努めてまいりました。 

 これらの結果、当第2四半期連結累計期間においては510,281千円の売上高を計上いたしました。 

 ロ）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、新規開拓による顧客基盤の拡大及び長期広告出稿契約の継

続更新に注力するとともに、渋谷という地域特性を活かして大型ビジョンやポスター、サンプリング活動等を複合的

に活用したクロスメディア広告を企画することによりクライアントへの訴求力向上に努めてまいりました。また、街

頭ビジョンの新規増設にも努めてまいりました。ライブホール運営を中心とした音楽事業においては、前期において

行ったライブホールの事業譲受けによる、直営店舗の増加及び直営化による自主公演イベントの積極開催により、順

調に推移いたしました。また、ブロードバンド環境が整備されてきたことに伴い、ネットワークを活用した新たな広

告媒体として注目を集めるデジタルサイネージ関連ビジネスにも積極的に取組んでまいりました。 

 これらの結果、当第2四半期連結累計期間においては881,735千円の売上を計上いたしました。   

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第2四半期連結会計期間末における資産の合計は、前連結会計年度に比べ94,565千円減の2,508,121千円となり

ました。主な要因は、現金及び預金が117,992千円、売掛金及び受取手形が76,660千円減少しましたが、仕掛品が

81,447千円、有形固定資産が48,571千円増加したことによるものであります。 

 負債の合計は、前連結会計年度に比べ172,322千円減の2,263,964千円となりました。主な要因は、借入金が



121,379千円、社債が30,000千円減少したことによるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  国内経済においても世界的な金融不安および円高や原油・原材料価格の高騰等の影響を受け、景気の先行きにつ

いての不透明感はますます強まるものと思われます。今後の個人消費や企業の設備投資の動向についても決して楽観

できない状況ではありますが、平成20年5月23日付け「平成20年3月期決算短信」において公表いたしました当社グル

ープの平成21年3月期の連結業績予想につきましては概ね計画通りに推移しており、現時点におきまして変更はござ

いません。  

     

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） 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１. 固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定し

ております。 

  

  

（３）四半期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 

１. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２. 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）

を適用しております。なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。平成20年3月31日以前に取引

を開始した所有権移転外ファイナンス・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。 

３. 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号）を適用し、評価基準につ

いては、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更によ

る損益への影響は軽微であります。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 590,210 708,202

受取手形及び売掛金 332,845 409,505

商品 73,283 75,441

仕掛品 92,352 10,905

貯蔵品 52 52

その他 58,322 55,730

貸倒引当金 △6,082 △12,405

流動資産合計 1,140,983 1,247,433

固定資産   

有形固定資産   

土地 621,473 621,473

その他（純額） 408,462 359,891

有形固定資産合計 1,029,936 981,365

無形固定資産   

のれん 61,435 68,692

その他 88,956 98,436

無形固定資産合計 150,392 167,129

投資その他の資産   

その他 197,088 218,190

貸倒引当金 △10,279 △11,431

投資その他の資産合計 186,809 206,758

固定資産合計 1,367,138 1,355,253

資産合計 2,508,121 2,602,686

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 152,619 148,072

短期借入金  200,999

1年内償還予定の社債 130,000 140,000

1年内返済予定の長期借入金 208,260 183,260

未払法人税等 7,072 19,874

引当金 28,751 19,622

その他 262,811 308,692

流動負債合計 789,515 1,020,521

固定負債   

社債 160,000 180,000

新株予約権付社債 400,000 400,000

長期借入金 628,390 573,770

負ののれん 103,521 116,342



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

その他 182,537 145,651

固定負債合計 1,474,449 1,415,765

負債合計 2,263,964 2,436,286

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,590,542 1,590,542

資本剰余金 1,529,964 1,529,964

利益剰余金 △2,953,961 △3,028,779

株主資本合計 166,545 91,727

新株予約権 77,612 74,672

純資産合計 244,157 166,400

負債純資産合計 2,508,121 2,602,686



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,379,202

売上原価 903,122

売上総利益 476,080

販売費及び一般管理費 407,309

営業利益 68,770

営業外収益  

負ののれん償却額 11,229

その他 6,515

営業外収益合計 17,744

営業外費用  

支払利息 21,113

その他 3,056

営業外費用合計 24,169

経常利益 62,345

特別利益  

移転補償金 37,106

その他 8,021

特別利益合計 45,127

税金等調整前四半期純利益 107,473

法人税、住民税及び事業税 3,457

法人税等調整額 29,197

法人税等合計 32,654

四半期純利益 74,817



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、前々連結会計年度1,050,152千円、前連結会計年度234,026千円の大幅な当期純損失を計上し、

当該状況により、継続企業の前提に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は、大幅な固定費の削減を実現するなど収益体質の改善に努め、44,261

千円の営業利益、14,290千円の経常利益を計上しております。しかしながら、投資有価証券評価損や子会社での税

金費用の発生等により、前連結会計年度においては、234,026千円の当期純損失を計上することとなりました。四半

期連結財務諸表提出会社である当社は、過年度において計上したこれら大幅な損失を解消するために、経営体制の

強化や事業分野の選択と集中を行い損益状況、財務体質の改善に努めております。 

 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４月には株式会社ネ

ット・タイム（現 株式会社アイ・ビー・イー・ネット・タイム）および株式会社シブヤテレビジョンを連結子会

社化し、株式会社ネット・タイム（現 株式会社アイ・ビー・イー・ネット・タイム）については平成19年９月１

日、株式会社シブヤテレビジョンについては平成20年１月31日をもって完全子会社化しております。 

 また、平成20年４月１日をもって、会社分割により当社の事業部門を株式会社ネット・タイム（現 株式会社ア

イ・ビー・イー・ネット・タイム）に承継させることにより、持株会社体制への移行を行い、持株会社体制のも

と、ITソリューション事業を行う株式会社アイ・ビー・イー・ネット・タイムと、メディアソリューション事業を

営む株式会社シブヤテレビジョンとの事業形態区分の整理を行い、グループとしての経営資源の 適化を図ってま

いりました。 

 このように、デジタル映像技術と新たな経営資源を融合させることによる、新たな収益基盤の確保および事業の

再構築を計画し、当連結会計年度以降の損益構造の更なる改善に向けた取り組みを行っております。これらの組織

再編や事業の再構築および過年度に行った不採算資産整理の効果も加わり損益構造の改善は着実に進んでおり、当

第2四半期連結累計期間においては74,817千円の四半期純利益を計上しております。 

 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、四半期

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四半期連結財務諸表には反

映しておりません。  

   

（４）セグメント情報  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20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  509,967  869,235  1,379,202 ―   1,379,202

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 314  12,500  12,814  △12,814 ― 

計  510,281  881,735  1,392,016  △12,814  1,379,202

 営業費用  495,082  854,674  1,349,756  △39,324  1,310,431

営業利益（又は営業損失（△））  15,198  27,061  42,260  26,510  68,770

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）  

     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。 

  



  

〔海外売上高〕  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）  

      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。 

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        1,307,182  100.0

Ⅱ 売上原価        872,049  66.7

売上総利益        435,132  33.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費        462,562  35.4

営業損失        27,429 △2.1

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  1,290            

２．負ののれん償却額  3,250            

３．デリバティブ評価益  1,434            

４. その他  2,320  8,295  0.6

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  24,078            

２．社債発行費  294            

３. 関係会社出資金分配損失  2,443            

４．その他  1,710  28,527  2.2

経常損失        47,661 △3.6

Ⅵ 特別利益                  

１．移転補償収入  7,963            

２．貸倒引当金戻入益  199  8,163  0.6

Ⅶ 特別損失                  

１．投資有価証券評価損  18,049            

２．リース解約損  4,649            

３. 固定資産除却損  17,078            

４.貸倒引当金繰入額   18,900            

５. その他  6,269  64,947  4.9

税金等調整前中間純利益        104,445 △7.9

法人税、住民税及び事業
税  32,313            

法人税等調整額  11,375  43,689  3.3

少数株主利益        15,268  1.2

中間純損失        163,403 △12.5



  

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（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

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）  

     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。 

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）  

      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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