
平成１９年３月期  第１四半期財務・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19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日 ～ 平成18年６月30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。

  

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益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８月11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  取締役経営企画室長 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 ％

19年３月期第１四半期  151 △21.4 △117 － △117 － △93 － 

18年３月期第１四半期  193 － △90 － △90 － △87 － 

（参考）18年３月期 1,194 47.9 △215 － △247 － △237 － 

 
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

19年３月期第１四半期 △7,785 57 －   

18年３月期第１四半期 △8,756 44 －   

（参考）18年３月期 △21,910 35 －   

（注）①持分法投資損益 19年３月期第１四半期 －百万円 18年３月期第１四半期 －百万円 

  18年３月期 －百万円 

②期中平均株式数 (連結) 19年３月期第１四半期 12,007株 18年３月期第１四半期 10,020株 

  18年３月期 10,857株 
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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１四半期は、米国経済減速への不安や国内の一連の事件の影響もあり株価が軟調に推移し、また、原油価格の高騰

の長期化等、依然として先行きに不透明感が漂う状況が続きました。しかしながら、わが国の景気自体は底堅く推移しま

した。 

 このような状況のもと、前期を通じて行った商品ポートフォリオの組換えが軌道に乗りはじめ、旧来商品の一部の売上

が落ちた反面、新規事業が立ち上がり始めました。この結果、当第１四半期業績は、売上高151百万円（前年同期比41百

万円減収）、経常損失117百万円（前年同期比27百万円悪化）、第１四半期純損失93百万円（前年同期比５百万円悪化）

となり、まだ旧来商品の減収のほうが新規事業の増収より大きいものの、着実に転換が進んでおります。事業別概要は、

次のとおりです。 

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、当第１四半期において、Visual Nexusの大口案件の結了は無かったものの、

小口案件を着実に積み上げました。また、英国子会社Visual Nexus Ltd.についても、大きな売上高の増加はありません

でしたが、小口から大口まで引き合い案件数を積み上げ、第２四半期以降に期待の持てる展開となってまいりました。当

第１四半期の同部門の売上高は、前年同期比１百万円増収の26百万円となりました。 

 ミドルウェア部門では、Tarantella社SBC関連ツール製品に関し、Tarantella社を買収したSun Microsystems社（以下、

Sun社）と６月15日付で新たに国内非独占代理店契約を締結（現行主力のEnterprise Edition ver3.44については、本年

末まで当社の国内独占販売権を維持）し、引続き同製品をSun社と協業し販売することとなりました。当第１四半期の同

部門の売上高は、前年同期比８百万円減収の43百万円となりました。減収の要因は、売上が漸減傾向にあるTarantella社

旧来製品群（UNIX/Windowsエミュレータ等）の売上減少であります。 

 以上の結果、ネット関連ソフトウェア事業の当第１四半期の売上高は、70百万円（前年同期比６百万円減収）、営業損

失は、70百万円（前年同期比３百万円悪化）となりました。 

 なお、Sun社より旧Tarantella製品国内独占販売権解約の補償として当社に支払われる20万米ドルを、当第１四半期の

特別利益として計上いたしました。 

インフラ関連事業 

 アクセスソリューション部門では、集合住宅ブロードバンド化機器や来訪者用ネットワーク（VBN）関連の製品・ソリ

ューションビジネスは、順調に進捗しております。新たなユビキタスネットワーク社会を見据えたアドホック型センサー

ネットワーク製品企画については、既に開発に着手し、一部の試作機は展示会に参考出展いたしました。光統合ソリュー

ション（FTTR）は、殆どの案件が年度末の結了であり当第１四半期の売上計上は殆どありませんが、年度末結了に向け着

実に進捗しております。当第１四半期の同部門の売上高は、前年同期比14百万円増収の45百万円となりました。 

 センターソリューション部門では、ポートフォリオ組換えの結果、従来の主力であったCATVインターネットシステム構

築に替わるべく、クラスターサーバーソリューション（CSS）関連ビジネスが、新規事業として昨年度後半よりスタート

しております。当第１四半期の同部門の売上高は、前年同期比48百万円減収の36百万円となりました。減収の要因は、前

年同期に84百万円売上げたCATVインターネット関連ビジネスの売上が殆ど無くなったこと、および、CSSで当第１四半期

に見込んでいた大口案件が第２四半期以降にずれ込んだことであります。 

 以上の結果、ネットインフラ構築事業の当第１四半期の売上高は、81百万円（前年同期比34百万円減収）、営業損失

は、46百万円（前年同期比23百万円悪化）となりました。 

(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。

 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３月期第１四半期 1,408 642 45.5 53,309 30 

18年３月期第１四半期 1,124 365 32.5 36,499 75 

（参考）18年３月期 1,494 728 48.8 60,835 70 

 (注) 期末発行済株式数 (連結) 19年３月期第１四半期 12,018株 18年３月期第１四半期 10,024株 

  18年３月期 11,978株 
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(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。

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ37百万円増加し、902百

万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は52百万円となりました。これは主として売上債権の回収による収入179百万円によるも

のです。 

 （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19百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出３百万円および無形固定

資産の取得による支出16百万円によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は４百万円となりました。これは株式発行による収入４百万円によるものです。 

(4）重要な後発事象 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成17年３月31日付で発行した銀行保証付社債（私募債）の残額450百万円

を、本年９月30日までに一括償還することを決定いたしました。 

 当該社債は、平成17年３月23日付「私募債の発行に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、当社が、平成17年３

月31日付で、UFJ銀行（現 三菱東京UFJ銀行）の保証付社債（私募債）を、同行を引受人として500百万円発行したもの

であります。 

 しかしながら、その後平成17年10月28日付で500百万円の第三者割当増資を行い、必要資金の調達が出来たことに加え 

①金利上昇局面を迎え年間負担金利額上昇が確実な状況であり、金利負担リスクを軽減する 

②資産圧縮を行い、株主資本比率の改善を図る 

ことを目的に、一括償還を行うものであります。 

 平成18年６月末日現在の当社の連結現預金残高は900百万円超であり、本件社債を償還しても当社の資金繰りに問題は

ありません。なお、今回の社債一括償還により、当社の有利子負債残高はゼロになります。また、連結株主資本比率（平

成18年３月末現在48.8％）も相当程度の改善が見込まれます。 

一括償還を行う社債（私募債）の概要 

３．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日 ～ 平成19年３月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △4,992円51銭 

 
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３月期第１四半期 52 △19 4 902 

18年３月期第１四半期 △35 △3 5 823 

（参考）18年３月期 △382 △49 438 864 

1. 社債の名称  トーメンサイバービジネス株式会社第１回無担保社債 

2. 社債総額  500百万円  

3. 利率  TIBOR６ヶ月もの円金利＋0.1％（６ヶ月毎に変動）  

4. 年限  ７年  

5. 償還方法  定時償還（年２回）  

6. 総額引受人  株式会社UFJ銀行（現 三菱東京UFJ銀行）  

7. 社債残高  450百万円  

  売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

中間期 530 △130 △140 

通期 1,550 △50 △60 
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［業績予想に関する定性的情報等］ 

 業績につきましては、一部に期ずれはあるものの、概ね当初見通しどおりに進捗しており、現時点において平成18年５

月12日に公表した業績予想に変更はありません。 

  ネット関連ソフトウェア事業は、ビジュアルコミュニケーション部門については、Visual Nexusが国内外ともに小口か

ら大口まで進行中の案件があり、これら案件の獲注に全力を挙げます。ミドルウェア部門ついては、前期のように爆発的

に売上が伸びる状況ではありませんが、底堅く推移すると見込んでおります。 

  ネットインフラ事業は、全体的な商品ポートフォリオの見直しが進み、アクセスソリューション、センターソリューシ

ョンの両部門ともに通期では水面上に浮上してくる見込みです。なお、アクセスソリューション部門のうちのFTTR事業

は、大口案件の結了が全て年度末予定となっております。また、センターソリューション部門の新規事業であるクラスタ

ーサーバーソリューションは、前述のとおり一部の大口案件に期ずれがあるものの、小口案件の積み重ねで当第１四半期

を滑り出しており、通期では業績に貢献すると見込んでおります。 

  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と異なる場合があります。 
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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１四半期連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約貸借対照表 
（平成18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   823,478   902,279   864,775  

２．受取手形及び売掛
金   91,178   170,316   349,816  

３．たな卸資産   53,906   134,678   90,804  

４．前払費用   76,252   64,618   69,267  

５．その他   4,692   29,695   24,193  

流動資産合計   1,049,508 93.3  1,301,588 92.4  1,398,857 93.6 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１  17,946   22,144   22,857  

２．無形固定資産   18,563   65,727   53,533  

３．投資その他の資産  42,136   22,565   22,478   

貸倒引当金  △3,314 38,821  △3,314 19,250  △3,314 19,163  

固定資産合計   75,332 6.7  107,123 7.6  95,554 6.4 

資産合計   1,124,840 100.0  1,408,711 100.0  1,494,412 100.0 

           

 

- 5 -



  
前第１四半期連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約貸借対照表 
（平成18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   43,798   51,248   92,125  

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

３．賞与引当金   18,291   20,661   39,611  

４．未払金   79,476   67,886   36,213  

５．その他   63,002   98,455   71,167  

流動負債合計   254,569 22.7  288,252 20.4  289,118 19.3 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   450,000   400,000   400,000  

２．退職給付引当金   20,396   27,845   24,859  

３．役員退職慰労引当
金   29,108   36,652   34,766  

４．長期前受収益   3,579   12,996   13,495  

固定負債合計   503,083 44.7  477,493 33.9  473,120 31.7 

負債合計   757,652 67.4  765,745 54.3  762,238 51.0 

（少数株主持分）           

少数株主持分   1,314 0.1  － －  3,483 0.2 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   365,800 32.5  － －  623,188 41.7 

Ⅱ 資本剰余金   106,704 9.5  － －  364,092 24.3 

Ⅲ 利益剰余金   △107,735 △9.6  － －  △257,876 △17.2 

Ⅳ 為替換算調整勘定   1,104 0.1  － －  △713 △0.0 

資本合計   365,873 32.5  － －  728,690 48.8 

負債、少数株主持分
及び資本合計   1,124,840 100.0  － －  1,494,412 100.0 
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前第１四半期連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約貸借対照表 
（平成18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 
（％） 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  625,588 44.4  － － 

２．資本剰余金   － －  366,492 26.0  － － 

３．利益剰余金   － －  △351,357 △24.9  － － 

株主資本合計   － －  640,722 45.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等         － － 

１．為替換算調整勘定   － －  △51 △0.0  － － 

評価・換算差額等合
計   － －  △51 △0.0  － － 

Ⅲ 少数株主持分   － －  2,294 0.2  － － 

純資産合計   － －  642,965 45.7  － － 

負債純資産合計   － －  1,408,711 100.0  － － 
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(2）四半期連結損益計算書 

  
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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   193,023 100.0  151,767 100.0  1,194,131 100.0

Ⅱ 売上原価   107,515 55.7  67,042 44.2  669,978 56.1

売上総利益   85,507 44.3  84,724 55.8  524,153 43.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  175,884 91.1  202,336 133.3  739,271 61.9

営業損失   90,376 △46.8  117,611 △77.5  215,118 △18.0

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  112   304   467   

２．為替差益  639   470   2,264   

３．雑収入  176 928 0.5 218 993 0.7 177 2,909 0.2

Ⅴ 営業外費用           

１．社債利息  249   280   975   

２．支払保証料  623   560   2,437   

３．たな卸資産廃棄損  －   1   58   

４．新株発行費償却  －   －   31,836   

５．雑損失  69 942 0.5 － 842 0.6 69 35,377 2.9

経常損失   90,390 △46.8  117,460 △77.4  247,585 △20.7

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ －   －   125   

２．投資有価証券売却
益 

※３ －   －   4,570   

３．持分変動損益  1,008   －   1,008   

４．独占販売権解約補
償料  － 1,008 0.5 23,048 23,048 15.2 － 5,703 0.5

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除却損 ※４ － － － － － － 21 21 0.0

税金等調整前第１
四半期（当期）純
損失 

  89,382 △46.3  94,412 △62.2  241,903 △20.2

法人税、住民税及
び事業税   234 0.1  234 0.1  1,665 0.1

少数株主損失   1,877 1.0  1,165 0.8  5,688 0.4

第１四半期(当期)
純損失   87,739 △45.4  93,481 △61.5  237,880 △19.9
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(3）四半期連結剰余金計算書 

  
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

１. 増資による新株の発行  600 600 － － 257,988 257,988 

Ⅲ 資本剰余金第１四半期末(期
末）残高   106,704  －  364,092 

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △19,995  －  △19,995 

Ⅱ 利益剰余金減少高        

１．第１四半期(当期)純損失  87,739 87,739 － － 237,880 237,880 

Ⅲ 利益剰余金第１四半期末(期末)
残高   △107,735  －  △257,876 
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(4) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

 

株主資本 
評価・換算差
額等 

少数株主持分 純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
為替換算調整
勘定 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
623,188 364,092 △257,876 729,403 △713 3,483 732,173 

当第１四半期連結会計期間中の変動

額 
       

新株の発行（千円） 2,400 2,400   4,800     4,800 

当第１四半期純損失(△) 

（千円） 
    △93,481 △93,481     △93,481 

株主資本以外の項目の当第１四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（千円） 

        662 △1,188 △526 

当第１四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
2,400 2,400 △93,481 △88,681 662 △1,188 △89,207 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
625,588 366,492 △351,357 640,722 △51 2,294 642,965 

- 10 -



(5）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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１四半期(当期)純
損失(△）  △89,382 △94,412 △241,903 

減価償却費  2,061 2,918 10,661 

ソフトウェア償却費  2,721 3,266 14,029 

連結調整勘定償却額  － 151 302 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △22,052 △18,949 △732 

退職給付引当金の増減額（減少：
△）  2,242 2,985 6,705 

役員退職慰労引当金の増減額（減
少：△）  △1,297 1,886 4,360 

受取利息及び受取配当金  △112 △304 △467 

社債利息  249 280 975 

為替差損益（差益：△）  799 333 △2,181 

新株発行費  － － 31,836 

持分変動損益（利益：△）  △1,008 － △1,008 

投資有価証券売却益  － － △4,570 

固定資産売却益  － － △125 

固定資産除却損  － － 21 

売上債権の増減額（増加：△）  23,942 179,662 △234,396 

仕入債務の増減額（減少：△）  5,776 △40,877 54,102 

たな卸資産の増減額（増加：△）  17,490 △43,873 △19,407 

未払消費税等の増減額（減少：
△）  3,676 △10,720 11,203 

未収消費税等の増減額（増加：
△）  － △2,265 398 

その他資産の増減額（増加：△）  △20,755 1,129 △16,606 

その他負債の増減額（減少：△）  40,457 71,577 6,271 

小計  △35,191 52,787 △380,531 

利息及び配当金の受取額  112 304 467 

利息の支払額  － － △975 

法人税等の支払額  △472 △947 △1,190 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △35,550 52,145 △382,229 
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前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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  △106 △3,122 △9,902 

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  △3,734 △16,540 △46,312 

投資有価証券の売却による収入  － － 7,000 

その他  － － △705 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,841 △19,663 △49,670 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

社債の償還による支出  － － △50,000 

株式の発行による収入  1,200 4,800 484,139 

少数株主からの払込による収入  3,953 － 4,006 

財務活動によるキャッシュ・フロー  5,153 4,800 438,145 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  127 220 941 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減
少：△）  △34,111 37,503 7,186 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  857,589 864,775 857,589 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末
(期末)残高 

※1 823,478 902,279 864,775 
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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１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

同左 同左 

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。 

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 四半期決算日  
Visual Nexus 

Limited 
３月31日 ※１

 会社名 決算日  
Visual Nexus 

Limited 
12月31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。 

 ※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 

  

(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。 

仕掛品 

 個別法による原価法を採用

しております。 

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たな卸資産 

商品、製品 

同左 

  

仕掛品 

同左 

  

貯蔵品 

同左 

  

②たな卸資産 

商品、製品 

同左 

  

仕掛品 

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 

 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 

 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………………８年～15年 

工具器具備品……３年～10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  
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (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 

 売掛債権等の貸倒損失に備え

るため、当社及び在外連結子会

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 

 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１四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１四半期連結会

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１四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 

  

  

  

（追加情報）  

 従来、役員退職慰労引当金

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１

四半期連結会計期間末要支給見

積額を計上しておりましたが、

平成18年６月22日の定時株主総

会において、当該総会日をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止す

るとともに、現任の常勤役員に

対する当第１四半期連結会計期

間末までの在任期間に応じた役

員退職金を打ち切り支給するこ

とが決議されました。 

 なお、役員退職慰労引当金残

高は、各役員の退職時に当該役

員に対する引当額を取り崩し支

給することとしております。 

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

連結会計年度末要支給見積額を

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、換算差額は純資産の部に

おける少数株主持分及び為替

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。 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (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１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ───── （役員賞与に係る会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用しております。 

 なお、当該会計基準の適用による当第１四

半期連結財務諸表への影響はありません。 

（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（「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。 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「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640,671千円であります。 

  

 

 （ストック・オプション等に関する会計基

準） 

 当第１四半期連結会計期間より「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」（企業

会計基準第８号 平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号

平成17年12月27日）を適用しております。 

 なお、当該会計基準及び適用指針の適用に

よる当第１四半期連結財務諸表への影響はあ

りません。 

  

 

 （株主資本等変動計算書に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「株主資本

等変動計算書に関する会計基準」（企業会計

基準第６号 平成17年12月27日）及び「株主

資本等変動計算書に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第９号 平成17

年12月27日）を適用しております。 
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(6）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） 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式数の増加株式数40株は、ストック・オプション行使による増加によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

３．剰余金の配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

前第１四半期連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18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 

35,501千円 43,361千円  41,364千円  

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 57,809千円

支払報酬 21,161千円

賞与引当金繰入額 16,656千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,773千円

給与・賞与 73,562千円

賞与引当金繰入額 16,923千円

退職給付費用 6,422千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,886千円

給与・賞与 285,840千円

賞与引当金繰入額 33,398千円

退職給付費用 22,975千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,431千円

※２      ───── ※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。 

※３      ───── ※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。 

※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。 

株式の種類  
前連結会計年度末株式数 

（株） 
増加株式数
（株） 

減少株式数
（株） 

当第１四半期連結会計期間
末株式数 
（株） 

発行済株式 

 普通株式 
11,978 40 － 12,018 

自己株式 

 普通株式 
－ － － － 
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（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） 

（有価証券関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成17年６月30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１四半期連結会計期間末（平成18年６月30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18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１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年６月30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１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30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17年４月１日 至平成18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。 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 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 

 ※１ 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 

 ※１ 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17年６月30日現在） (平成18年６月30日現在） (平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 823,478千円 

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 823,478千円 

現金及び預金勘定 902,279千円 

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 902,279千円 

現金及び預金勘定 864,775千円 

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 864,775千円 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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、中間連結財務諸表規則第15条の

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、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。 

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 3,591 
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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１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年６月30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１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30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 ・・・・集合住宅ネットワーク関連機器の販売・施工、クラスターサーバー 

                       ソリューションに関する機器の販売等 

   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。  

  前連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成18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。  

 
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 76,890 116,133 193,023 － 193,023 

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
－ － －           (－) － 

計 76,890 116,133 193,023           (－) 193,023 

営業費用 144,026 139,373 283,400           (－) 283,400 

営業損失 67,136 23,239 90,376           (－) 90,376 

 
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 70,018 81,749 151,767 － 151,767 

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
－ － －           (－) － 

計 70,018 81,749 151,767           (－) 151,767 

営業費用 140,807 128,571 269,378           (－) 269,378 

営業損失 70,789 46,821 117,611           (－) 117,611 

 
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 595,988 598,143 1,194,131 － 1,194,131 

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
－ － －           (－) － 

計 595,988 598,143 1,194,131           (－) 1,194,131 

営業費用 750,185 659,064 1,409,250           (－) 1,409,250 

営業損失 154,196 60,921 215,118           (－) 215,118 
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【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年６月30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１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30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17年４月１日 至平成18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１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年６月30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１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30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17年４月１日 至平成18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。 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり第１四半期（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） 

当社は、平成18年8月11日開催の取締役会において、平成17年3月31日付で発行した銀行保証付社債（私募債）の残

額450,000千円の一括償還を決定しました。 

（その他） 

該当事項はありません。 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 36,499円75銭 

１株当たり第１四半期純損

失金額 
8,756円44銭 

１株当たり純資産額 53,309円30銭 

１株当たり第１四半期純損

失金額 
7,785円57銭 

１株当たり純資産額 60,835円70銭 

１株当たり当期純損失金額 21,910円35銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半

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１四半期純損失が計上

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１四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１株当たり第１四半期(当期)純損失金額    

第１四半期(当期)純損失（千円） 87,739 93,481 237,880 

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１四半期（当期）純損

失 

（千円） 

87,739 93,481 237,880 

期中平均株式数（株） 10,020 12,007 10,857 

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１四半期（当期）純利

益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権２種類（新株予約

権の数865個） 

 新株予約権２種類（新株予約

権の数632個） 

 新株予約権２種類（新株予約

権の数680個） 

  

 １ 繰上償還を行う理由 社債発行後に平成17年10月28日付で500,000千円の第三者割当増資を行ったことによ

り必要資金の調達が出来たことに加え、金利上昇局面を迎え金利負担リスクを軽減す

ること、および株主資本比率の改善を図ることを目的として繰上償還を実施する。 

 ２ 繰上償還の方法 未償還残高全額繰上償還 

 ３ 社債の名称 トーメンサイバービジネス株式会社第1回無担保社債 

 ４ 発行日 平成17年３月31日 

 ５ 発行総額 500,000千円 

 ６ 利率 TIBOR6ヶ月もの円金利＋0.1％（6ヶ月毎に変動） 

 ７ 従来の償還期限 平成24年３月30日 

 ８ 繰上償還対象予定額 450,000千円 (平成18年８月11日現在) 

 ９ 繰上償還予定時期 平成18年９月30日まで 

 10 償還資金の内容 手許資金を充当 

 11 社債減少による支払利息の

減少見込額 
4,126千円  
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(7）部門別売上高 

（注）百万円未満の金額については、切り捨てて表示しております。 

  

  

  

  （単位：百万円）

 

  

前第１四半期連結会計期間

  

  

当第１四半期連結会計期間

  
対前年 

増減率 

（％） 

前連結会計年度 

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 25 13.1 26 17.3 3.8 154 12.9 

ミドルウェア部門 51 26.7 43 28.8 △15.2 441 37.0 

ネット関連ソフトウェア事業小計 76 39.8 70 46.1 △8.9 595 49.9 

アクセスソリューション部門  31 16.5 45 29.9 42.3 349 29.3 

センターソリューション部門 84 43.7 36 24.0 △56.8 248 20.8 

ネットインフラ構築事業小計 116 60.2 81 53.9 △29.6 598 50.1 

売上高合計 193 100.0 151 100.0 △21.4 1,194 100.0 
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平成１９年３月期  第１四半期財務・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19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日 ～ 平成18年６月30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。 

  

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。 

 

  平成18年８月11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 取締役経営企画室長 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 ％

19年３月期第１四半期 152 △19.6 △82 － △82 － △59 － 

18年３月期第１四半期 189 18.9 △69 － △69 － △69 － 

（参考）18年３月期 1,173 46.0 △139 － △172 － △169 － 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 

19年３月期第１四半期 △4,973 28 

18年３月期第１四半期 △6,965 34 

（参考）18年３月期 △15,620 21 

（注）① 期中平均株式数 19年３月期第１四半期 12,007株 18年３月期第１四半期 10,020株 

  18年３月期 10,857株 

 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３月期第１四半期 1,542 791 51.3 65,840 86 

18年３月期第１四半期 1,177 431 36.6 43,017 71 

（参考）18年３月期 1,592 846 53.1 70,645 33 

 (注) 期末発行済株式数 19年３月期第１四半期 12,018株 18年３月期第１四半期 10,024株

  18年３月期 11,978株
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３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日 ～ 平成19年３月31日） 

 平成18年５月12日に公表した業績予想に変更はありません。 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 0円00銭 

（注）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、様々な要因の変化により予想と異なる場合があります。 

４．配当状況 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中間期 500 △90 △100 

通期 1,450 10 0 

 
１株当たり配当金 

中間期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭 

18年３月期 0 00 0 00 0 00 

19年３月期（実績） － － － － － － 

19年３月期（予想） 0 00 0 00 0 00 
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５．四半期財務諸表等 

(1）四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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  804,232   851,594   784,211   

２．受取手形  －   23,150   －   

３．売掛金  87,854   132,985   326,365   

４．たな卸資産  53,906   134,678   90,803   

５. 前払費用  75,935   63,752   69,044   

６．その他  3,613   26,512   23,411   

流動資産合計   1,025,542 87.1  1,232,672 79.9  1,293,838 81.3

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 16,730   20,035   20,968   

２．無形固定資産  18,563   60,128   47,782   

３．投資その他の資産              

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

（2）その他  41,318   21,012   20,934   

貸倒引当金  △3,314   △3,314   △3,314   

計  116,354   229,806   229,729   

固定資産合計   151,648 12.9  309,970 20.1  298,481 18.7

資産合計   1,177,191 100.0  1,542,643 100.0  1,592,319 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金  43,684   51,248   91,689   

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

３. 未払金  69,911   57,900   24,434   

４．前受収益  41,199   61,146   39,974   

５．賞与引当金  18,291   20,661   39,611   

６．その他 ※２ 19,810   32,917   27,297   

流動負債合計   242,898 20.6  273,874 17.7  273,009 17.2

Ⅱ 固定負債           

１．社債  450,000   400,000   400,000   

２．退職給付引当金  20,396   27,845   24,859   

３．役員退職慰労引当
金  29,108   36,652   34,766   

４．長期前受収益  3,579   12,996   13,495   

固定負債合計   503,083 42.8  477,493 31.0  473,120 29.7

負債合計   745,981 63.4  751,367 48.7  746,130 46.9
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前第１四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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   365,800 31.1  － －  623,188 39.1

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  106,704   －   364,092   

資本剰余金合計   106,704 9.0  － －  364,092 22.9

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  1,763   －   1,763   

２．第１四半期（当
期）未処理損失
（△） 

 △43,058   －   △142,854   

利益剰余金合計   △41,294 △3.5  － －  △141,090 △8.9

資本合計   431,209 36.6  － －  846,189 53.1

負債・資本合計   1,177,191 100.0  － －  1,592,319 100.0
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(2）四半期損益計算書 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  625,588 40.5  － － 

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   366,492   －   

資本準備金合計   － －  366,492 23.8  － － 

３．利益剰余金           

(1) 利益準備金  －   1,763   －   

(2) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   △202,568   －   

利益剰余金合計   － －  △200,804 △13.0  － － 

株主資本合計   － －  791,275 51.3  － － 

純資産合計   － －  791,275 51.3  － － 

負債純資産合計   － －  1,542,643 100.0  － － 

                 

  
前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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   189,835 100.0  152,547 100.0  1,173,860 100.0

Ⅱ 売上原価   106,062 55.9  66,366 43.5  662,247 56.4

売上総利益   83,772 44.1  86,181 56.5  511,613 43.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   153,190 80.7  168,615 110.5  650,807 55.4

営業損失   69,417 △36.6  82,433 △54.0  139,194 △11.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  802 0.4  747 0.5  1,975 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  942 0.5  842 0.6  35,377 3.0

経常損失   69,557 △36.7  82,527 △54.1  172,597 △14.7

Ⅵ 特別利益 ※３  － －  23,048 15.1  4,695 0.4

Ⅶ 特別損失 ※４  － －  － －  21 0.0

税引前第１四半期
（当期）純損失   69,557 △36.7  59,479 △39.0  167,923 △14.3

法人税、住民税及
び事業税    234 0.1   234 0.1   1,665 0.1

第１四半期（当
期）純損失   69,792 △36.8  59,714 △39.1  169,588 △14.4

前期繰越利益   26,734   －   26,734  

第１四半期（当期)
未処理損失   43,058   －   142,854  
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

  

 

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余
金  

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
623,188 364,092 1,763 △142,854 846,189 846,189 

当第１四半期会計期間中の

変動額 
      

新株の発行（千円） 2,400 2,400 － － 4,800 4,800 

当第１四半期純損失（△） 

（千円） 
－ － － △59,714 △59,714 △59,714 

当第１四半期会計期間中の

変動額合計（千円） 
2,400 2,400 － △59,714 △54,914 △54,914 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
625,588 366,492 1,763 △202,568 791,275 791,275 
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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１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

貯蔵品 

同左 

       ─────  

  

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

のとおりであります。 

建    物……………15年 

工具器具備品……４年～８年 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

建物………………８年～15年 

工具器具備品……３年～10年 

(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１四

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。 
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項目 
前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当第１四半期会計期間末に

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、当第１

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。 

(3）退職給付引当金 

同左  

(3）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。 

 (4）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１四

半期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 

（追加情報）  

 従来、役員退職慰労引当金

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１

四半期会計期間末要支給見積額

を計上しておりましたが、平成

18年６月22日の定時株主総会に

おいて、当該総会日をもって役

員退職慰労金制度を廃止すると

ともに、現任の常勤役員に対す

る当第１四半期会計期間末まで

の在任期間に応じた役員退職金

を打ち切り支給することが決議

されました。 

 なお、役員退職慰労引当金残

高は、各役員の退職時に当該役

員に対する引当額を取り崩し支

給することとしております。 

(4）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 
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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 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ───── （役員賞与に係る会計基準） 

 当第１四半期会計期間より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号 平成

17年11月29日）を適用しております。 

 なお、当該会計基準の適用による当第１四

半期財務諸表への影響はありません。 

（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（「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。 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当第１四半期会計期間より「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791,275千円であります。 

  

 

 （ストック・オプション等に関する会計基

準） 

 当第１四半期会計期間より「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号 平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号 平成17

年12月27日）を適用しております。 

 なお、当該会計基準及び適用指針の適用に

よる当第１四半期財務諸表への影響はありま

せん。 

  

 

 （株主資本等変動計算書に関する会計基準） 

 当第１四半期会計期間より「株主資本等変

動計算書に関する会計基準」（企業会計基準

第６号 平成17年12月27日）及び「株主資本

等変動計算書に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第９号 平成17年12

月27日）を適用しております。 
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表示方法の変更 

(4）注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

  （四半期貸借対照表関係） 

 前第１四半期会計期間末において、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」の金額が当第１四半期会計期

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」と「その他」に分けて区分掲記しております。 

なお、前第１四半期会計期間末における「関係会社株式」の金額は

49,257千円、「その他」の金額は70,204千円であります。 

───── 

前第１四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

35,127千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

42,125千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

40,411千円 

※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   ───── 

  

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

為替差益 625千円

   

為替差益 529千円

   

為替差益 1,640千円

   

※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 

支払保証料    623千円 

社債利息 249千円 

支払保証料 560千円 

社債利息 280千円 

支払保証料 2,437千円

社債利息 975千円

新株発行費償却 31,836千円

※３    ───── ※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 

   独占販売権解約補

償料  

23,048千円 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 21千円

 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 1,176千円

無形固定資産  3,478千円

有形固定資産 1,714千円

無形固定資産 4,194千円

有形固定資産 6,755千円

無形固定資産 17,238千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間につきましては、当第１四半期連結財務諸表の注記事項として記載しているため、記載を省

略しております。 

（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

当第１四半期会計期間及び前第１四半期会計期間並びに前事業年度に係る「有価証券関係」（子会社株式及び関連

会社株式で時価のあるものは除く。）に関する注記については、四半期連結財務諸表における注記事項として記載し

ております。なお、子会社株式及び関連会社株式のうち、時価のあるものはありません。 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期会計期間及び前第１四半期会計期間並びに前事業年度に係る「デリバティブ取引関係」については、

四半期連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

（持分法損益等） 

当第１四半期会計期間及び前第１四半期会計期間並びに前事業年度に係る「持分法損益等」に関する注記について

は、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。 

（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） 

当社は、平成18年8月11日開催の取締役会において、平成17年3月31日付で発行した銀行保証付社債（私募債）の残

額450,000千円の一括償還を決定しました。 

（その他） 

該当事項はありません。 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

  

 １ 繰上償還を行う理由 社債発行後に平成17年10月28日付で500,000千円の第三者割当増資を行ったことによ

り必要資金の調達が出来たことに加え、金利上昇局面を迎え金利負担リスクを軽減す

ること、および株主資本比率の改善を図ることを目的として繰上償還を実施する。 

 ２ 繰上償還の方法 未償還残高全額繰上償還 

 ３ 社債の名称 トーメンサイバービジネス株式会社第1回無担保社債 

 ４ 発行日 平成17年３月31日 

 ５ 発行総額 500,000千円 

 ６ 利率 TIBOR6ヶ月もの円金利＋0.1％（6ヶ月毎に変動） 

 ７ 従来の償還期限 平成24年３月30日 

 ８ 繰上償還対象予定額 450,000千円 (平成18年８月11日現在) 

 ９ 繰上償還予定時期 平成18年９月30日まで 

 10 償還資金の内容 手許資金を充当 

 11 社債減少による支払利息の

減少見込額 
4,126千円  
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(5）部門別売上高 

（注）百万円未満の金額については、切り捨てて表示しております。 

  （単位：百万円）

 

  

前第１四半期会計期間 

  

  

当第１四半期会計期間 

  
対前年 

増減率 

（％） 

前事業年度 

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 22 11.6 27 17.7 22.3 134 11.4 

ミドルウエア部門 51 27.2 43 28.7 △15.2 441 37.6 

ネット関連ソフトウエア事業小計 73 38.8 70 46.4 △3.9 575 49.0 

アクセスソリューション部門  31 16.8 45 29.7 42.3 349 29.8 

センターソリューション部門 84 44.4 36 23.9 △56.8 248 21.2 

ネットインフラ構築事業小計 116 61.2 81 53.6 △29.6 598 51.0 

売上高合計 189 100.0 152 100.0 △19.6 1,173 100.0 
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