
平成18年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項                              

① 四半期連結財務諸表の作成基準            ： 中間連結財務諸表作成基準 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無        ： 無 

④ 会計監査人の関与                  ： 有 

 四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の

取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年４月１日 ～ 平成17年12月31日） 

(1）連結経営成績の進捗状況                (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（注）①持分法投資損益       18年3月期第3四半期   －百万円  17年3月期第3四半期    －百万円 

17年3月期           －百万円 

②期中平均株式数 （連結）  18年3月期第3四半期   10,491株  17年3月期第3四半期   10,014株 

17年3月期           10,014株 

③売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。 

 

  平成18年２月10日

上場会社名 トーメンサイバービジネス株式会社 （コード番号：2356 東証マザーズ） 

(ＵＲＬ：http://www.tomen-g.co.jp)   

代  表  者  役職名  代表取締役社長   氏名  西村 拓美 

問合せ先責任者  役職名  取締役管理本部長  氏名  小岩井 孝一     ＴＥＬ  (03) 5715-0620 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期第３四半期 728 17.8 △175 － △208 － △198 － 

17年３月期第３四半期 618 － △222 － △221 － △139 － 

（参考）17年３月期 807 － △303 － △325 － △405 － 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

18年３月期第３四半期 △18,962 20 －  

17年３月期第３四半期 △13,908 47 －  

（参考）17年３月期 △40,489 19 －  
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［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期におけるわが国の経済は、企業収益の改善や民間設備投資の増加など回復軌道が鮮明になってまいりまし

た。 

 このような状況下、当第３四半期の売上高は、前年同期比109百万円（17％）増収の728百万円と中間期に引き続き回復

傾向を示しており、売上総利益も同31％の増益となりました。一方、英国子会社の経費増を主因として、営業損失は、同

47百万円良化の175百万円、経常損失は、増資費用31百万円の営業外費用の影響もあり、同13百万円良化の208百万円にと

どまりました。 

事業別概要 

ネット関連ソフトウェア事業： 

「ビジュアルコミュニケーション部門」では、Visual Nexusは、欧州において当第３四半期連結会計期間（英国の７月－

９月）にようやく結果が出始めたものの未だ本格的な業績貢献には至っておりません。また、国内においても結了が期末

（第４四半期）に集中傾向にあります。この結果、当第３四半期連結会計期間の同部門の売上高は、前年同期比23百万円

増収の107百万円となりました。 

「ミドルウェア部門」は、SBC関連ツールは順調に推移している一方、新製品のSSL VPN－Plusは、健闘しているものの当

初見込みよりは遅れ気味となっております。この結果、同部門の当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比96百

万円増収の277百万円となりました。 

 以上の結果、ネット関連ソフトウェア事業の当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比119百万円増収の384百

万円、売上総利益は、同76百万円増益の242百万円となりました。 

ネットインフラ構築事業： 

「アクセスソリューション部門」は、チップ入荷の遅れから製品出荷の一部に期ずれが起きておりますが、本年度中には

ある程度キャッチアップできる見込みです。この結果、同部門の当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比19百

万円減収の154百万円となりました。 

「センターソリューション部門」は、CATVインターネット関連のセンターシステム構築が計画通りに進捗しております

が、全体的な市場の伸び悩みにより当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比９百万円増収の188百万円にとど

まりました。 

 この結果、ネットインフラ構築事業の当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比10百万円減収の343百万円、

売上総利益は粗利率の向上が寄与し同８百万円増益の113百万円となりました。なお、新規事業であるPCクラスタリング

関連については、センターソリューション部門に組み入れております。 

(2）連結財政状態の変動状況            （注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（注）期末発行済株式数 （連結）  18年3月期第3四半期  11,963株   17年3月期第3四半期   10,014株 

17年3月期             10,014株 

(3）連結キャッシュ・フローの状況         （注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期第３四半期 1,507 767 50.9 64,161 06 

17年３月期第３四半期 896 718 80.1 71,707 16 

（参考）17年３月期 1,183 451 38.2 45,102 55 

 
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

18年３月期第３四半期 △183 △45 461 1,092 

17年３月期第３四半期 △222 △20 △15 470 

（参考）17年３月期 △329 △26 484 857 
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［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ235百万円増加

し、当第３四半期連結会計期間末の資金の残高は、1,092百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、使用した資金は183百万円となりました。これは主として、税金等調整前第３四半期純損失を202百万

円計上したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は45百万円となりました。これは主として、無形固定資産の取得による支出44百万円に

よるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、獲得した資金は461百万円となりました。これは主として、株式発行による収入482百万円によるもの

です。 

３．平成18年３月期の連結業績予想（平成17年４月１日 ～ 平成18年３月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  △14,280円44銭 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 全部門の売上進捗に遅れが出ていることに加え、事業の積極拡大に向けての人材確保に伴う経費が増加傾向にあること

などの不安要因があります。一方で、期末集中型ビジネスが多く、全部門において期末に向けて売上が集中する可能性が

あり、これらがこの想定通りに結了すれば、相応のキャッチアップが期待されます。 

 以上により、現時点では連結・個別業績ともに昨年11月11日に公表した業績予想数値を据え置きます。 

 なお、上記の予想は本資料の発表日現在において当社が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、

今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 

  売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通期 1,250 △150 △155 
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４．四半期連結財務諸表等 

(1）四半期連結貸借対照表 

  
前第３四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結貸借対
照表 

（平成17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
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金     470,260     1,092,772     857,589   

２．受取手形及び売掛金 ※２   113,262     134,245     115,014   

３．たな卸資産     36,428     69,367     71,397   

４．前払費用     44,964     68,757     49,365   

５．繰延税金資産     115,270     －     －   

６．その他     6,661     35,779     6,516   

流動資産合計     786,847 87.7   1,400,922 92.9   1,099,883 92.9 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１   20,338     22,279     18,658   

２．無形固定資産     20,600     56,487     21,787   

３．投資その他の資産                     

(1）繰延税金資産   47,925     －     －     

(2）その他   24,383     30,980     46,312     

貸倒引当金   △3,314 68,994   △3,314 27,665   △3,314 42,997   

固定資産合計     109,933 12.3   106,432 7.1   83,443 7.1 

資産合計     896,781 100.0   1,507,355 100.0   1,183,327 100.0 
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前第３四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結貸借
対照表 

（平成17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
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．支払手形及び買掛金     24,874     52,697     38,033   

２．一年内償還社債     －     50,000     50,000   

３．未払法人税等     912     2,088     1,405   

４．賞与引当金     21,794     21,005     40,344   

５．その他     82,562     124,147     102,029   

流動負債合計     130,142 14.5   249,938 16.6   231,812 19.6 

Ⅱ 固定負債                     

１．社債     －     425,000     450,000   

２．退職給付引当金     16,308     24,235     18,154   

３．役員退職慰労引当金     28,632     32,880     30,405   

４．長期前受収益     2,163     3,450     1,214   

固定負債合計     47,104 5.2   485,565 32.2   499,773 42.2 

負債合計     177,247 19.7   735,503 48.8   731,585 61.8 

（少数株主持分）                     

少数株主持分     1,458 0.2   4,292 0.3   84 0.0 

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     365,200 40.7   622,288 41.3   365,200 30.9 

Ⅱ 資本剰余金     106,104 11.8   363,192 24.0   106,104 9.0 

Ⅲ 利益剰余金     246,183 27.5   △218,928 △14.5   △19,995 △1.7 

Ⅳ 為替換算調整勘定     587 0.1   1,006 0.1   348 0.0 

資本合計     718,075 80.1   767,558 50.9   451,656 38.2 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

    896,781 100.0   1,507,355 100.0   1,183,327 100.0 
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(2）四半期連結損益計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結損益
計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     618,322 100.0   728,105 100.0   807,219 100.0 

Ⅱ 売上原価     347,338 56.2   372,242 51.1   437,194 54.2 

売上総利益     270,984 43.8   355,862 48.9   370,024 45.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   493,435 79.8   531,025 72.9   673,154 83.4 

営業損失     222,450 △36.0   175,162 △24.0   303,130 △37.6 

Ⅳ 営業外収益                     

１．受取利息   244     231     347     

２．為替差益   445     1,124     29     

３．雑収入   240 929 0.2 176 1,533 0.2 240 617 0.1 

Ⅴ 営業外費用                     

１．社債利息   －     740     －     

２．支払保証料   －     1,852     6     

３．たな卸資産廃棄損   96     21     156     

４．社債発行費償却   －     －     22,976     

５．新株発行費償却   －     31,836     －     

６．雑支出   － 96 0.0 69 34,520 4.7 － 23,139 2.8 

経常損失     221,617 △35.8   208,149 △28.5   325,652 △40.3 

Ⅵ 特別利益                     

１．持分変動損益   1,209     1,008     1,209     

２．固定資産売却益 ※２ －     125     －     

３．投資有価証券売却益 ※３ － 1,209 0.2 4,570 5,703 0.7 － 1,209 0.1 

Ⅶ 特別損失                     

１．固定資産除却損 ※４ － － － － － － 59 59 0.0 

税金等調整前第３四半
期（当期）純損失 

    220,407 △35.6   202,445 △27.8   324,502 △40.2 

法人税、住民税及び事
業税 

  691     1,428     929     

法人税等調整額   △80,436 △79,745 △12.9 － 1,428 0.2 82,759 83,688 10.3 

少数株主損失     1,383 0.2   4,941 0.7   2,731 0.3 

第３四半期（当期）純
損失 

    139,279 △22.5   198,932 △27.3   405,458 △50.2 
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(3）四半期連結剰余金計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結剰余
金計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）               

Ⅰ 資本剰余金期首残高     106,104   106,104   106,104 

Ⅱ 資本剰余金増加高               

１．増資による新株の発行   － － 257,088 257,088 － － 

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末
(期末)残高 

    106,104   363,192   106,104 

（利益剰余金の部）               

Ⅰ 利益剰余金期首残高     405,491   △19,995   405,491 

Ⅱ 利益剰余金減少高               

１．配当金   20,028   －   20,028   

２．第３四半期（当期）純
損失 

  139,279 159,307 198,932 198,932 405,458 425,486 

Ⅲ 利益剰余金第３四半期末
(期末)残高 

    246,183   △218,928   △19,995 
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

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16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税金等調整前第３四半期(当期)純利
益（△は税金等調整前第３四半期
(当期)純損失） 

  △220,407 △202,445 △324,502 

減価償却費   6,827 7,416 9,389 

ソフトウェア償却費   10,836 10,604 13,938 

連結調整勘定償却額   － 151 － 

賞与引当金の増減額（減少：△）   △26,573 △19,338 △8,023 

退職給付引当金の増減額（減少：
△） 

  3,864 6,081 5,710 

役員退職慰労引当金の増減額（減
少：△） 

  6,147 2,474 7,921 

受取利息及び受取配当金   △244 △231 △347 

社債利息   － 740 － 

為替差損益（差益：△）   △1,329 △2,041 △1,687 

新株発行費   － 31,836 － 

持分変動損益（利益：△）   △1,209 △1,008 △1,209 

投資有価証券売却益   － △4,570 － 

売上債権の増減額（増加：△）   41,771 △19,226 40,019 

仕入債務の増減額（減少：△）   △13,766 14,702 △607 

たな卸資産の増減額（増加：△）   △19,153 2,029 △54,121 

未払消費税等の増減額（減少：△）   185 7,045 △1,177 

未収消費税等の増減額（増加：△）   △1,932 264 △1,295 

その他資産の増減額（増加：△）   △5,630 △36,552 △32,454 

その他負債の増減額（減少：△）   7,592 20,151 30,253 

その他   212 △125 59 

小計   △212,810 △182,042 △318,135 

利息及び配当金の受取額   244 231 347 

利息の支払額   － △501 － 

法人税等の支払額   △9,636 △1,190 △12,093 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △222,202 △183,501 △329,881 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

有形固定資産の取得による支出   △3,757 △7,997 △3,994 

有形固定資産の売却による収入   － 250 － 

無形固定資産の取得による支出   △13,249 △44,623 △18,242 

投資有価証券の取得による支出   △3,000 － △3,000 

投資有価証券の売却による収入   － 7,000 － 

その他   △810 － △809 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △20,817 △45,371 △26,046 
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前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

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16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

社債の発行による収入   － － 500,000 

社債の償還による支出   － △25,000 － 

株式発行による収入   － 482,339 － 

配当金の支払額   △19,632 － △19,488 

少数株主からの払込による収入   4,001 3,980 3,996 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △15,630 461,319 484,508 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   1,967 2,736 2,065 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：
△） 

  △256,682 235,182 130,646 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   726,942 857,589 726,942 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末
（期末）残高 

※ 470,260 1,092,772 857,589 
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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 

項目 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社はすべて連結しており

ます。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社名 Visual Nexus  

Limited 

Visual Nexus Limitedは、当四

半期連結会計期間において新た

に設立したため、連結の範囲に

含めております。 

連結子会社はすべて連結しており

ます。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社名 Visual Nexus  

Limited 

連結子会社はすべて連結しており

ます。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社名 Visual Nexus  

Limited 

なお、Visual Nexus Limitedに

ついては、当連結会計年度にお

いて新たに設立したことによ

り、当連結会計年度より連結子

会社に含めることとしました。 

２．持分法の適用に関する事項 非連結子会社および関連会社はあ

りませんので、該当事項はありま

せん。 

同左 同左 

３．連結子会社の四半期決算日

(決算日）等に関する事項 

連結子会社の四半期決算日が四半

期連結決算日と異なる会社は次の

通りであります。 

会社名 四半期決算日  
Visual Nexus 

Limited 
９月30日 ※１

※１．連結子会社の四半期決算日

現在の四半期財務諸表を使

用しております。なお、四

半期連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。 

同左 連結子会社の決算日が連結決算日

と異なる会社は次の通りでありま

す。 

会社名 決算日  
Visual Nexus 

Limited 
12月31日 ※１

※１．連結子会社の決算日現在の

財務諸表を使用しておりま

す。なお、連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整

を行っております。 

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 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

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。 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 

商品、製品 

総平均法による原価法を

採用しております。 

② たな卸資産 

商品、製品 

同左 

② たな卸資産 

商品、製品 

同左 

 仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

仕掛品 

同左 

仕掛品 

同左 

 ────── ────── 貯蔵品 

最終仕入原価法による原

価法を採用しておりま

す。 

 

- 10 -



項目 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

当社及び在外連結子会社

は、主として定率法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は、以

下の通りであります。 

建物……………………15年 

工具器具備品…４年～８年 

(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 

同左 

(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 

同左 

 ② 無形固定資産 

当社は定額法を採用してお

ります。 

なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）

に基づいており、市場販売

目的ソフトウェアについて

は、見込販売数量に基づく

償却額と見込販売可能期間

（1.5年）に基づく定額償

却額のいずれか大きい額に

より償却しております。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

 (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売掛債権等の貸倒損失に備

えるため、当社は一般債権

については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

当社は従業員の賞与金の支

給に備えて、賞与支給見込

額の当第３四半期連結会計

期間負担額を計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

当社は従業員の賞与金の支

給に備えて、賞与支給見込

額の当連結会計年度負担額

を計上しております。 

 ③ 退職給付引当金 

当社は従業員の退職給付に

備えるため、当第３四半期

連結会計期間末における退

職給付債務の見込額（簡便

法により自己都合要支給額

の100％）に基づき、計上

しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

当社は従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務

の見込額（簡便法により自

己都合要支給額の100％）

に基づき、計上しておりま

す。 

 ④ 役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金に

充てるため、当社内規に基

づく当第３四半期連結会計

期間末要支給見積額を計上

しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

④ 役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金に

充てるため、当社内規に基

づく当連結会計年度末要支

給見積額を計上しておりま

す。 
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項目 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、四半

期決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資

産及び負債は、四半期決算日

の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算

し、換算差額は資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含め

て計上しております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、四半

期決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資

産及び負債は、四半期決算日

の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分

及び資本の部における為替換

算調整勘定に含めて計上して

おります。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産及

び負債は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分及び資本の部

における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。 

 (5）重要なリース取引の処理方法 

────── 

(5）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。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (6）その他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 

消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってお

ります。 

(6）その他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 

消費税等の会計処理方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

同左 

５．四半期連結キャッシュ・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。 

同左 同左 
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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の変更 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当四半期連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

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。 

────── 
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(5）注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前第３四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

32,736千円 39,166千円 34,190千円 

※２ 第３四半期連結会計期間末日満期手形 ※２     ────── ※２     ────── 

 第３四半期連結会計期間末日満期手形

の会計処理は、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当第３四半

期連結会計期間の末日は金融機関の休日

であったため、次の第３四半期連結会計

期間末日満期手形が第３四半期連結会計

期間末残高に含まれております。 

 

 

受取手形              220千円   

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

給与・賞与 207,756千円 

賞与引当金繰入額 19,433千円 

退職給付費用 13,753千円 

役員退職慰労引当金繰入額 6,147千円 

給与・賞与 215,585千円

賞与引当金繰入額 18,122千円

退職給付費用 11,182千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,545千円

給与・賞与 267,928千円

賞与引当金繰入額 34,990千円

退職給付引当金繰入額 6,616千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,921千円

※２      ────── ※２ 固定資産売却益は、工具器具備品の売

却によるものであります。 

※２      ────── 

※３      ────── ※３ 投資有価証券売却益は、株式の売却に

よるものであります。 
※３      ────── 

※４      ────── ※４      ────── ※４ 固定資産除却損は、工具器具備品の除

却によるものであります。 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半

期連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半

期連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） （平成17年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 470,260千円 

預入期間が３か月を超える

定期預金 
－千円 

現金及び現金同等物 470,260千円 

現金及び預金勘定 1,092,772千円 

預入期間が３か月を超える

定期預金 
－千円 

現金及び現金同等物 1,092,772千円 

現金及び預金勘定 857,589千円 

預入期間が３か月を超える

定期預金 
－千円 

現金及び現金同等物 857,589千円 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 重要性が乏しく、契約１件あたりの金額が

少額なため、中間連結財務諸表規則第15条の

規程に準じて、記載を省略しております。 

同左  重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が

少額なため、連結財務諸表規則第15条の３に

おいて準用する財務諸表等規則第８条の６第

６項の規定により記載を省略しております。 
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（有価証券関係） 

前第３四半期連結会計期間末（平成16年12月31日現在） 

有価証券 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第３四半期連結会計期間末（平成17年12月31日現在） 

有価証券 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

有価証券 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前第３四半期連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年12月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

種類 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 6,021 

種類 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 3,591 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 6,021 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年12月31日） 

 （注）１．事業の区分は、事業活動の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製品及び事業 

(1）ネット関連ソフトウェア事業・・ソフトウェアの開発及びその販売等 

(2）ネットインフラ構築事業・・・・集合住宅ブロードバンド化に関する機器の開発・販売、ケーブルテレビ

局向け機器の販売等 

３．営業費用のうち、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日） 

 （注）１．事業の区分は、事業活動の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製品及び事業 

(1）ネット関連ソフトウェア事業・・ソフトウェアの開発及びその販売等 

(2）ネットインフラ構築事業・・・・集合住宅ブロードバンド化に関する機器の開発・販売、ケーブルテレビ

局向け機器の販売等 

３．営業費用のうち、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

 

ネット関連ソ
フトウェア事
業 
（千円） 

ネットインフ
ラ構築事業 
（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 264,803 353,519 618,322 － 618,322 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ － － － － 

計 264,803 353,519 618,322 － 618,322 

営業費用 425,517 415,256 840,773 － 840,773 

営業損失 160,714 61,736 222,450 － 222,450 

 

ネット関連ソ
フトウェア事
業 
（千円） 

ネットインフ
ラ構築事業 
（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 384,719 343,385 728,105 － 728,105 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ － － － － 

計 384,719 343,385 728,105 － 728,105 

営業費用 476,661 426,605 903,267 － 903,267 

営業損失 91,942 83,220 175,162 － 175,162 
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前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１．事業の区分は、事業活動の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製品及び事業 

(1）ネット関連ソフトウェア事業・・ソフトウェアの開発及びその販売等 

(2）ネットインフラ構築事業・・・・集合住宅ブロードバンド化に関する機器の開発・販売、ケーブルテレビ

局向け機器の販売等 

３．営業費用のうち、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前第３四半期連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

ネット関連ソ
フトウェア事
業 
（千円） 

ネットインフ
ラ構築事業 
（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 384,119 423,100 807,219 － 807,219 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ － － － － 

計 384,119 423,100 807,219 － 807,219 

営業費用 587,534 522,815 1,110,349 － 1,110,349 

営業損失 203,415 99,714 303,130 － 303,130 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり第３四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 71,707円16銭

１株当たり第３四半期

純損失金額 
13,908円47銭

１株当たり純資産額 64,161円06銭

１株当たり第３四半期

純損失金額 
18,962円20銭

１株当たり純資産額 45,102円55銭

１株当たり当期純損失

金額 
40,489円19銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、潜在

株式は存在するものの１株当たり第３

四半期純損失が計上されているため記

載しておりません。 

同左  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、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりま

せん。 

 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり第３四半期（当

期）純損失金額 
   

第３四半期（当期）純損失

（千円） 
139,279 198,932 405,458 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－ － － 

（うち利益処分による取締

役賞与金） 
－ － － 

（うち利益処分による監査

役賞与金） 
－ － － 

普通株式に係る第３四半期

純損失（千円） 
139,279 198,932 405,458 

期中平均株式数（株） 10,014 10,491 10,014 

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり第３四半期（当期）純

損失の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新株予

約権の数923個） 

新株予約権２種類（新株予

約権の数705個） 

新株予約権２種類(新株予

約権の数883個) 
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(6) 部門別売上高 

（注）１ 百万円未満の金額については、切捨てて表示しております。 

２ 平成17年4月より、集合住宅ブロードバンド化部門はアクセスソリューション部門に改称しております。 

  （単位：百万円）

 

平成17年3月期 

第３四半期 

（前年同期） 

平成18年3月期 

第３四半期 

（当四半期） 
対前年 

増減率 

（％） 

前期（通期） 

金額 
構成比

（％） 
金額 

構成比

（％） 
金額 

構成比

（％） 

ビジュアルコミュニケーション部門 83 13.4 107 14.7 28.6 114 14.2 

ミドルウェア部門 181 29.4 277 38.1 52.9 269 33.4 

ネット関連ソフトウェア事業小計 264 42.8 384 52.8 45.3 384 47.6 

アクセスソリューション部門 (注)２ 174 28.2 154 21.3 △11.2 218 27.0 

センターソリューション部門 178 29.0 188 25.9 5.3 205 25.4 

ネットインフラ構築事業小計 353 57.2 343 47.2 △2.9 423 52.4 

売上高合計 618 100.0 728 100.0 17.8 807 100.0 
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平成18年３月期 第３四半期財務・業績の概況（個別） 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準              ： 中間財務諸表作成基準 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無    ： 無 

③ 会計監査人の関与                  ： 有 

 四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱

い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受け

ております。 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年４月１日 ～ 平成17年12月31日） 

(1）経営成績の進捗状況              （注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（注）① 期中平均株式数 18年3月期第3四半期   10,491株  17年3月期第3四半期   10,014株 

17年3月期               10,014株 

② 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。 

(2）財政状態の変動状況              （注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（注）期末発行済株式数  18年3月期第3四半期       11,963株  17年3月期第3四半期      10,014株 

17年3月期                10,014株  

 

  平成18年２月10日

上場会社名 トーメンサイバービジネス株式会社    （コード番号：2356 東証マザーズ） 

(ＵＲＬ：http://www.tomen-g.co.jp)   

代  表  者  役職名  代表取締役社長  氏名  西村 拓美 

問合せ先責任者  役職名  取締役管理本部長 氏名  小岩井 孝一    ＴＥＬ  (03) 5715-0620 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期第３四半期 719 16.7 △120 － △153 － △150 － 

17年３月期第３四半期 616 △50.6 △187 － △187 － △107 － 

（参考）17年３月期 803 △48.8 △250 － △273 － △356 － 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

18年３月期第３四半期 △14,319 55 －  

17年３月期第３四半期 △10,697 52 －  

（参考）17年３月期 △35,646 57 －  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期第３四半期 1,582 863 54.6 72,201 94 

17年３月期第３四半期 918 749 81.7 74,859 42 

（参考）17年３月期 1,223 499 40.8 49,910 36 
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３．平成18年３月期の業績予想（平成17年４月１日 ～ 平成18年３月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △10,134円51銭 

 売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり年間配当金 

中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

通期 1,200 △105 △110 － 0 00 0 00 
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４．四半期財務諸表等 

(1）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17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
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金   445,220     978,893     824,303     

２．受取手形 ※３ 2,849     339     2,033     

３．売掛金   111,184     120,077     111,425     

４．たな卸資産   36,428     69,367     71,397     

５．前払費用   44,739     68,534     49,096     

６．繰延税金資産   115,763     －     －     

７．その他   4,728     34,997     5,802     

流動資産合計     760,915 82.9   1,272,208 80.4   1,064,059 86.9 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１ 19,229     20,906     17,433     

２．無形固定資産   20,600     50,585     21,787     

３．投資その他の資産                     

(1）関係会社株式   49,257     212,108     78,351     

(2）繰延税金資産   47,925     －     －     

(3）その他   23,573     30,174     45,503     

貸倒引当金   △3,314     △3,314     △3,314     

計   117,441     238,968     120,539     

固定資産合計     157,272 17.1   310,459 19.6   159,761 13.1 

資産合計     918,187 100.0   1,582,668 100.0   1,223,820 100.0 

       

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．買掛金   24,874     52,651     38,033     

２．一年内償還社債   －     50,000     50,000     

３．前受収益   33,118     44,219     27,714     

４．未払法人税等   912     2,088     1,405     

５．賞与引当金   21,794     21,005     40,344     

６．その他 ※２ 40,741     63,386     66,746     

流動負債合計     121,440 13.2   233,351 14.7   224,243 18.4 

Ⅱ 固定負債                     

１．社債   －     425,000     450,000     

２．退職給付引当金   16,308     24,235     18,154     

３．役員退職慰労引当金   28,632     32,880     30,405     

４．長期前受収益   2,163     3,450     1,214     

固定負債合計     47,104 5.1   485,565 30.7   499,773 40.8 

負債合計     168,545 18.3   718,916 45.4   724,017 59.2 

 

- 22 -



(2）四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17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
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     365,200 39.8   622,288 39.3   365,200 29.8 

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   106,104     363,192     106,104     

資本剰余金合計     106,104 11.6   363,192 23.0   106,104 8.7 

Ⅲ 利益剰余金                     

１．利益準備金   1,763     1,763     1,763     

２．第３四半期(当期)未処
分利益又は第３四半期
未処理損失(△) 

  276,574     △123,492     26,734     

利益剰余金合計     278,338 30.3   △121,728 △7.7   28,498 2.3 

資本合計     749,642 81.7   863,751 54.6   499,802 40.8 

負債・資本合計     918,187 100.0   1,582,668 100.0   1,223,820 100.0 

       

  
前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     616,714 100.0   719,484 100.0   803,811 100.0 

Ⅱ 売上原価     347,338 56.3   370,506 51.5   437,194 54.4 

売上総利益     269,376 43.7   348,978 48.5   366,617 45.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     457,352 74.1   469,473 65.3   617,039 76.8 

営業損失     187,976 △30.4   120,494 △16.8   250,421 △31.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１   710 0.1   1,521 0.2   344 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２   96 0.0   34,520 4.8   23,139 2.9 

経常損失     187,362 △30.3   153,493 △21.4   273,217 △34.0 

Ⅵ 特別利益 ※３   － 0.0   4,695 0.7   － 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※４   － 0.0   － 0.0   59 0.0 

税引前第３四半期（当
期）純損失 

    187,362 △30.3   148,798 △20.7   273,276 △34.0 

法人税、住民税及び事
業税 

  691     1,428     929     

法人税等調整額   △80,928 △80,237 △13.0 － 1,428 0.2 82,759 83,688 10.4 

第３四半期（当期）純
損失 

    107,125 △17.3   150,226 △20.9   356,964 △44.4 

前期繰越利益     383,699     26,734     383,699   

第３四半期（当期）未
処分利益又は第３四半
期未処理損失(△) 

    276,574     △123,492     26,734   
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

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。 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

商品、製品 

 総平均法による原価法を採

用しております。 

(2）たな卸資産 

商品、製品 

同左 

(2）たな卸資産 

商品、製品 

同左 

 仕掛品 

 個別法による原価法を採用

しております。 

仕掛品 

同左 

仕掛品 

同左 

 ───── ───── 貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価

法を採用しております。 

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、以下

の通りであります。 

建物………………15年 

工具器具備品……４年～８年 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おり、市場販売目的ソフトウェ

アについては、見込販売数量に

基づく償却額と見込販売可能期

間（1.5年）に基づく定額償却

額のいずれか大きい額により償

却しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売掛債権等の貸倒損失に備え

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

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、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 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与金の支給に備え

て、賞与支給見込額の当第３四

半期会計期間負担額を計上して

おります。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与金の支給に備え

て、賞与支給見込額の当期負担

額を計上しております。 

 (3）システム補修引当金 

 システムの無償補修費用の支

出に備えるため、過去の実績に

基づく将来発生見込額を計上し

ております。 

(3）システム補修引当金 

───── 

(3）システム補修引当金 

───── 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

項目 
前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当第３四半期会計期間末に

おける退職給付債務の見込額

（簡便法により自己都合要支給

額の100％）に基づき、当四半

期会計期間末において発生して

いると認められる額を計上して

おります。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務の見込額（簡便法により自己

都合要支給額の100％）に基づ

き、計上しております。 

 (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金に充てるた

め、当社内規に基づく当第３四

半期会計期間末要支給見積額を

計上しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金に充てるた

め、当社内規に基づく期末要支

給見積額を計上しております。 

４．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．その他四半期財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

同左 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当四半期会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31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。 

────── 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

（四半期貸借対照表関係） 
───── 

(1）前第３四半期会計期間において、流動資産の「その他」に含めて

一括掲記しておりました「繰延税金資産」（前第３四半期会計期

間36,758千円）については、当第３四半期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ております。 

  

(2）前第３四半期会計期間において、投資その他の資産は一括掲記し

ておりましたが、「関係会社株式」及び「繰延税金資産」の金額

が当第３四半期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「関係会社株式」、「繰延税金資産」及び「その他」に

分けて区分掲記しております。なお、前第３四半期会計期間末に

おける「関係会社株式」の金額はなく、「繰延税金資産」の金額

は45,241千円、「その他」の金額は22,872千円であります。 
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(3）注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

（四半期損益計算書関係） 

（リース取引関係） 

（１株当たり情報） 

 四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前第３四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

32,617千円      38,456千円 33,950千円 

※２ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２     ───── 

  

※３ 第３四半期末日満期手形 

 第３四半期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理をして

おります。なお、当第３四半期の末日は

金融機関の休日であったため、次の第３

四半期末日満期手形が第３四半期末残高

に含まれております。 

受取手形           220千円 

※３     ───── ※３     ───── 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 7千円

為替差益 463千円

受取利息 144千円

為替差益 1,200千円

受取利息 13千円

為替差益 91千円

※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 

たな卸資産廃棄損 96千円 たな卸資産廃棄損 21千円

社債利息 740千円

支払保証料 1,852千円

新株発行費償却 31,836千円

たな卸資産廃棄損 156千円

支払保証料 6千円

社債発行費償却 22,976千円

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

  固定資産売却益 125千円

投資有価証券売却益 4,570千円

  

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

    固定資産除却損 59千円

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 4,935千円

無形固定資産 12,608千円

有形固定資産 4,601千円

無形固定資産 12,949千円

有形固定資産 6,672千円

無形固定資産 16,415千円

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が

少額なため、中間財務諸表等規則第５条の３

の規定に準じて、記載を省略しております。 

同左   重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が

少額なため、財務諸表等規則第８条の６第６

項の規定により、記載を省略しております。 
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(4) 部門別売上高 

（注）１ 百万円未満の金額については、切捨てて表示しております。 

２ 平成17年4月より、集合住宅ブロードバンド化部門はアクセスソリューション部門に改称しております。 

  （単位：百万円）

 

平成17年3月期 

第３四半期 

（前年同期） 

平成18年3月期 

第３四半期 

（当四半期） 
対前年 

増減率 

（％） 

前期（通期） 

金額 
構成比

（％） 
金額 

構成比

（％） 
金額 

構成比

（％） 

ビジュアルコミュニケーション部門 81 13.2 98 13.7 20.6 111 13.9 

ミドルウェア部門 181 29.5 277 38.6 52.9 269 33.5 

ネット関連ソフトウェア事業小計 263 42.7 376 52.3 42.9 380 47.4 

アクセスソリューション部門 (注)２ 174 28.3 154 21.5 △11.2 218 27.1 

センターソリューション部門 178 29.0 188 26.2 5.3 205 25.5 

ネットインフラ構築事業小計 353 57.3 343 47.7 △2.9 423 52.6 

売上高合計 616 100.0 719 100.0 16.7 803 100.0 
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 トーメンサイバービジネス株式会社

１．四半期連結貸借対照表 　　（単位：百万円）

区分 2005/12末 2005/3末 増減 増減率 備考

流動資産 1,401 1,100 301 27% 現金及び預金の増加

固定資産 106 83 23 28%

資産合計 1,507 1,183 324 27%

流動負債 250 232 18 8%

固定負債 486 500 △ 14 △3%

負債合計 736 732 4 1%

少数株主持分 4 0 4 -

資本の部 768 452 316 70% 第三者割当増資による資本金の増加

負債･少数株主持分及び資本合計 1,507 1,183 324 27%

２．四半期連結損益計算書 　　（単位：百万円）

区分 2005/12期 2004/12期 増減 増減率 備考

売上高 728 618 110 18% NeoAccel売上、連結子会社の売上増加他

売上総利益 356 271 85 31% 増収および利益率向上

売上総利益率 48.9% 43.8%

販売費及び一般管理費 531 493 38 8% 連結子会社の人件費増加等

営業利益 (△損失） △ 175 △ 222 47 -

営業外損益 △ 33 1 △ 34 第三者割当増資費用

経常利益 (△損失） △ 208 △ 222 13 -

特別損益 6 1 4 投資有価証券売却益等

税金等調整前純利益 (△損失） △ 202 △ 220 18 -

法人税等 1 △ 80 81 2005/3に単体の繰延税金資産を全額取崩

少数株主利益 (△損失） △ 5 △ 1 △ 4 -

当期純利益 (△損失） △ 199 △ 139 △ 60 -

３．四半期貸借対照表 　　（単位：百万円）

区分 2005/12末 2005/3末 増減 増減率 備考

流動資産 1,272 1,064 208 20% 現金及び預金の増加

固定資産 310 160 151 94% 英国子会社VNL社への増資

資産合計 1,583 1,224 359 29%

流動負債 233 224 9 4%

固定負債 486 500 △ 14 △3%

負債合計 719 724 △ 5 △1%

資本の部 864 500 364 73% 第三者割当増資による資本金の増加

負債･資本合計 1,583 1,224 359 29%

４．四半期損益計算書 　　（単位：百万円）

区分 2005/12期 2004/12期 増減 増減率 備考

売上高 719 617 102 17% NeoAccelの売上増加他

売上総利益 349 269 80 30% 増収および利益率向上

売上総利益率 48.5% 43.7%

販売費及び一般管理費 469 457 12 3% 中途採用費用、消耗器具備品費および研究開発費の増加

営業利益 (△損失） △ 120 △ 188 67 -

営業外損益 △ 33 1 △ 34 第三者割当増資費用

経常利益 (△損失） △ 153 △ 187 34 -

特別損益 5 0 5 投資有価証券売却益等

税金等調整前純利益 (△損失） △ 149 △ 187 39 -

法人税等 1 △ 80 82 2005/3に単体の繰延税金資産を全額取崩

当期純利益 (△損失） △ 150 △ 107 △ 43 -

（注）　1． 百万円未満を四捨五入して表示しております。

（注）　2．四捨五入表示のため、合計数字が一致しない場合があります。

参　考　資　料

２００５年度 第３四半期（２００５年１２月期) 決算概要


