
１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）      △4,978円83銭 
※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する
事項は添付資料「３．経営成績及び財政状態 (3)当連結会計年度の見通し」の箇所を参照して下さい。 

平成19年３月期 中間決算短信（連結） 平成18年11月10日

上場会社名 ＴＣＢテクノロジーズ株式会社 上場取引所 東証マザーズ 

コード番号 2356 本社所在都道府県  東京都 

(URL http://www.tcbtech.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 

決算取締役会開催日 

親会社等の名称  

  

平成18年11月10日 

ダイワボウ情報システム株式会社   親会社等における当社の議決権所有比率24.9%  

 (コード番号：9912)        

米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （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。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 438 △16.8 △161 － △162 －

17年９月中間期 527 19.4 △95 － △123 －

18年３月期 1,194  △215  △247  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 △137 － △11,439 83 －  

17年９月中間期 △119 － △11,930 15 －  

18年３月期 △237  △21,910 35 －  

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年９月中間期 12,025株 17年９月中間期 10,032株 18年３月期 10,857株

③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （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

18年９月中間期 966 603 62.3 49,983 52

17年９月中間期 1,132 339 29.9 33,683 68

18年３月期 1,494 728 48.8 60,835 70

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 12,051株 17年９月中間期 10,069株 18年３月期 11,978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。

 
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９月中間期 △2 △38 △440 384

17年９月中間期 △33 △40 △14 769

18年３月期 △382 △49 438 864

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 １社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．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）  

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通 期 1,550  △50  △60  
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１．企業集団の状況 
 当社グループは、当社と子会社１社で構成されております。 

 当社グループは、「ポストブロードバンドのネットワーク新価値創造」という事業テーマのもとに、「ネット関連

ソフトウェア事業」と「ネットインフラ構築事業」の２事業を基軸に展開しております。それぞれの事業の概要は次

のとおりです。 

(1) ネット関連ソフトウェア事業 

 「ネット関連ソフトウェア事業」は、「オフィスワークスタイルの変革に伴うコミュニケーションのIP統合のニ

ーズを捉えたICT製品の開発・提供」を事業コンセプトとし、「ビジュアルコミュニケーション部門」と「ミドルウ

ェア部門」の２部門から構成されています。「ビジュアルコミュニケーション部門」では、映像・音声通信の世界

標準規格に準拠した多地点ビデオ会議システム「Visual Nexus」を開発し、世界展開を行っております。世界展開

のため平成16年４月に子会社としてVisual Nexus Limitedを英国に設立いたしました。「ミドルウェア部門」で

は、サーバーベースコンピューティング（SBC）ツール製品等、情報漏洩防止・ウィルス対策等、セキュアなリモー

トアクセス環境を提供する製品の販売を行っております。 

(2) ネットインフラ構築事業 

 「ネットインフラ構築事業」は、「ユビキタスネットワーク社会、光ネットワーク社会におけるインフラソリュ

ーションの提供」を事業テーマとし、「アクセスソリューション部門」と「センターソリューション部門」から構

成されています。「アクセスソリューション部門」では、ホテル・賃貸マンション・イベントホールなどの来訪者

向け施設のブロードバンドアクセスに必要な通信機器・ソリューション等の開発・販売、集合住宅における放送・

通信インフラの光統合ソリューションの提供を行っております。これらに加え、人・物の位置情報管理や環境情報

のセンシングなどのためのユビキタスセンサーネットワークの開発を行っております。「センターソリューション

部門」では、高速・高信頼性ネットワーク技術と仮想化技術の統合による次世代コンピューティングサーバーを実

現するクラスターサーバーソリューション事業を展開しております。 

 以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

情報通信機器・機材メーカー，ソフトウェアベンダー,
開発生産パートナー,施工協力業者等

ＴＣＢテクノロジーズ株式会社

代理店（SI/VAR等）

　　　　　　　　顧　　　　　客　　　　　　　　　　　　海　　　外

製商品/保守

代理店（SI/VAR等）

Visual Nexus Limited
（連結子会社）

製商品/保守
施工業務

製商品/保守
施工業務

製商品/保守

製品/保守

製品/保守

製品/保守

（その他の関係会社）
ダイワボウ情報
システム㈱

製商品
/保守

商品

商品
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２．経営方針 
(1) 会社の経営の基本方針 

 当社グループは、経営方針第１項に「情報コミュニケーション分野において、他には無い卓越した製品・サービ

スを提供し、市場において強いPresenceを築くことを目指す」を掲げ、常に「先駆性」と「独自性」を基軸に事業

を展開し、経営基盤の強化、企業価値の長期的向上に努め、ステークホルダーの皆様の期待に応えていきたいと考

えております。 

企業理念 

当社は「自由闊達、FAIR ＆ OPEN」を信条とし、 

① 社員に対しては「Justice ＆ Opportunity」*が約束され、且つ愉快な職場 

② 市場に対してはユニークな価値の創造をもって貢献する個性的な技能集団 

③ 時・機会に対しては、慣例・形式を変革させることを恐れない革新的な組織 

④ 全てのシーンに正直、公正であることを重んじ、倫理・理念を優先する誇りある企業でありたい 

（注）*責任を伴う自主独立性と公正評価と公正処遇、自己実現・成長の機会 

経営方針 

① 情報コミュニケーション分野において、他には無い卓越した製品・サービスを提供し、市場において強い

Presenceを築くことを目指す 

② 全社員に働く喜びと尊厳を共感できる社風を育てることを目指す 

③ 持てる経営資源を適正配分し、経営基盤の強化と企業の長期的発展を目指す 

④ 企業理念の信奉と経営方針の直向きな実践を通じ、企業価値の長期的向上を目指す 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施

していくことを基本方針としております。当期に関しましては、欠損状態が続くことから、株主の皆様には大変申

し訳ございませんが、無配とさせていただく予定であります。 

 欠損金を早期に解消して復配と内部留保の確保を実施すべく、一日も早い業績の回復に向けて役員・従業員とも

に全力を傾注し、株主の皆様のご期待に添えるよう努力する所存であります。 

 なお、従業員のモチベーションを高め、以て会社利益への貢献度を高め、最終的に株主利益に繋げることを目的

としたストックオプション制度を導入しております。 

(3) 中長期的な経営戦略 

 当社グループは、ポストブロードバンドのネットワーク新価値創造を事業テーマに、「ネット関連ソフトウェア

事業」と「ネットインフラ構築事業」の２事業を基軸に、技術の進化・変容、競合新製品の登場、それらに伴う市

場の変化・ニーズの変化等に応じて、またはそれらの変化を予測して、事業ポートフォリオを構築し、企業の成長

を維持すべく努めてまいります。 

 「ネット関連ソフトウェア事業」は、企業に代表される目的組織の生産性、利便性、業務効率を向上させるソフ

トウェアの開発・提供を行います。当社が独自に開発したビデオ会議ソフトウェア「Visual Nexus」は、従来のハ

ードウェアタイプのビデオ会議端末との相互接続を可能にした、国際標準規格準拠の世界有数の製品として、国内

のみならず世界に向けて販売を進めております。米国Sun Microsystems社（旧 Tarantella社）および英国Propalms

社のSBCツール製品は、既存の基幹情報システムの「TCO（維持管理費用）削減」、「柔軟なリモートアクセス機能

付加」に加え、「情報漏洩対策」という三つの切り口を持って販売を進めております。また、米国NeoAccel社のリ

モートアクセスセキュリティ製品「SSL-VPN Plus」を平成17年３月から市場投入しております。これら製品群に加

え、次世代オフィスワークスタイルの変革を睨んだ「コラボレーション」「リモートアクセス」と「セキュリテ

ィ」をキーワードとする新製品・商権の開発を進めていく所存であります。 

 「ネットインフラ構築事業」は、ブロードバンドのその先を見越して、従来からのマンション等の集合住宅棟内

のブロードバンド化ソリューションに加え、ユビキタスネットワーク実現に必要なコアネットワーク機器の開発と

インフラの構築を中心とした事業活動を展開しております。また、豊かなICT住環境実現のための光ファイバーによ

る集合住宅の放送・通信・セキュリティの統合インフラの企画・設計・施工を提供しております。さらに、高速・

高信頼性ネットワーク技術と仮想化技術の統合による次世代コンピューティングサーバー実現のためのクラスター

サーバーソリューション事業では、積極的なマーケティング・販売活動を展開しております。 
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(4) 会社の対処すべき課題 

① 「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：ソフトウェアタイプのビデオ会議製品「Visual Nexus」は、まだ当初

の見込みほど市場の伸びが顕著ではありませんが、有力パートナーとの提携も模索しつつ拡販のため一層の製

品知名度向上を図ります。欧米市場向け同製品販売のために設立した子会社Visual Nexus Limited（VNL社）の

本格立ち上げについては、具体的数字にはまだ表れてまいりませんが、ようやく欧米主要11ヵ国に代理店網の

設定も完了し、徐々にではありますが売上高も増加してまいりました。他部門全ての黒字化が視野に入ってき

た現時点で、当社が対処すべき最大の課題は、このビジュアルコミュニケーション部門の出血を止めることで

あります。 

 ミドルウェア部門：主力製品であるSBC製品群の拡販と同時に、製品ラインアップの拡充を図ります。 

② 「ネットインフラ構築事業」 

 アクセスソリューション部門：従来からのVDSL製品や、来訪者向け通信・セキュリティーニーズを取り込ん

だホテル市場向け機器の拡販に注力しつつ、ユビキタスセンサーネットワーク機器の製品化に向けて、開発・

マーケティングを進めます。また、高品質のデジタル放送が普及していく中、マンション棟内「放送システム

＋インターネット通信」の最高品質インフラとしてのFTTRソリューション展開のための事業パートナーとの提

携強化・拡大を図ります。 

 センターソリューション部門：クラスターサーバーソリューションに関しては、InfiniBand関連通信機器に

おいて大手メーカーとの提携関係を一層強化しつつ、当該分野における新商品・ソリューションラインアップ

の拡充を図ります。 

③ 事業管理 

 前連結会計年度において実行したいくつかの事業/製品ポートフォリオ組換えが効果を現し始めており、今後

とも市場動向や事業採算性を分析しつつ大胆に実行してまいります。 

(5）親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

②親会社等の企業グループにおける当社の位置付け 

 当社の当中間連結会計期間におけるダイワボウ情報システム㈱およびその企業グループとの取引高は、売上高21

百万円（連結売上高の4.8%）であります。なお、当社が事業活動を行う上で、承認事項などの制約はありません。

また、取引条件等も個別協議で決定されており、グループ外企業の取引条件と同等のものになっております。 

親会社等 属 性 
親会社等の議決権

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が 

上場されている証券取引所等 

 ダイワボウ情報システム㈱ 

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該他

の会社 

 24.9 
 東京証券取引所市場第一部 

 大阪証券取引所市場第一部 

役 職 氏 名 親会社等での役職 就任理由 

 非常勤取締役 安永 達哉  常務取締役 
事業活動全般のアドバイスを得

るため当社より依頼 

 非常勤監査役 松本 紘和  代表取締役社長 
ガバナンス強化のため当社より

依頼 
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３．経営成績及び財政状態 
(1) 経営成績 

 当社グループは「ネット関連ソフトウェア事業」と「ネットインフラ構築事業」の２軸を中心に事業を展開してお

り、事業別の状況は次のとおりであります。 

① 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、ソフトウェアタイプのビデオ会議製品市場が爆発的な膨張には

至っておらず、当社開発製品「Visual Nexus」も売上は横這い傾向が続いております。同製品の世界展開を睨ん

で英国に設立したVisual Nexus Ltd.（VNL社）は、ようやく売上が上がり始め、代理店網の整備等により今後売

上増が期待できる状況になってまいりましたが、まだ当初の期待にはおよばない状況となっております。同部門

の当中間連結会計期間の売上高は、大型案件の成約がなく、小型案件のみの積上げにより、前年同期比22百万円

減収の56百万円となりました。 

 「ミドルウェア部門」では、SBCツールは、業務ソフトベンダーによるパッケージ化が進むなど、堅調に推移し

ておりますが、前年同期に大きく売上を伸ばしたNeoAccel社のSSL VPN-Plusは、当中間連結会計期間には殆ど売

上がらず期待はずれの結果となりました。同部門の売上高は、前年同期比96百万円減収の110百万円となりまし

た。 

 この結果、「ネット関連ソフトウェア事業」の売上高は、前年同期比119百万円減収の167百万円、売上原価

は、同64百万円減の48百万円、売上総利益は、同55百万円減益の119千円と、前年同期を大きく下回る結果となり

ました。 

② ネットインフラ構築事業 

 「アクセスソリューション部門」では、従来からの商品であるVDSL製品に加え、Visitor Based Network（来訪

者用ネットワーク）機器のホテル向け販売が大きく伸びました。FTTRソリューションは、大手ゼネコンからの複

数の大型新築マンション案件が施工中でありますが、事業の性格上、収益貢献は下期となります。同部門の売上

高は、前年同期比22百万円増収の146百万円となりました。 

 「センターソリューション部門」では、前下期に部門事業内容をケーブルテレビインターネットの通信設備構

築から切り替えたクラスターサーバーソリューション（CSS）が健闘し、同部門の売上高は、前年同期比８百万円

増収の125百万円となりました。 

 この結果、「ネットインフラ構築事業」の売上高は、前年同期比30百万円増収の271百万円、売上原価は、同17

百万円減の148百万円、売上総利益は、同48百万円増益の123百万円と、前年同期を大きく上回る結果となりまし

た。当中間連結会計期間において、同事業において計画したポートフォリオの組換えは完了いたしました。 

 以上の結果、当社グループの当中間連結会計期間の業績は、売上高438百万円（前年同期比88百万円減収）、営

業損失161百万円（前年同期比66百万円悪化）、経常損失162百万円（前年同期比38百万円悪化）となり、

Sun Microsystems社からの旧Tarantella社SBC製品の国内独占販売権補償23百万円を特別利益に計上した結果、中

間純損失については137百万円（前年同期比17百万円悪化）となりました。 
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 事業区分別販売実績は次のとおりです。 

事業区分別売上高 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 （単位：千円）

事業区分 

前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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 

 
構成比 
％ 

 
構成比 
％ 

 
構成比 
％ 

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 
79,620 15.1 56,904 13.0 154,494 12.9 

前年同期比  149.5  71.5  134.4 

ミドルウェア部門 207,306 39.3 110,639 25.2 441,494 37.0 

前年同期比  166.1  53.4  164.0 

 小計 売上高 286,926 54.4 167,544 38.2 595,988 49.9 

 前年同期比  161.2  58.4  155.2 

ネットイ

ンフラ構

築事業 

アクセスソリューシ

ョン部門 
123,964 23.5 146,309 33.3 349,288 29.3 

前年同期比  118.3  118.0  160.2 

センターソリューシ

ョン部門 
116,499 22.1 125,048 28.5 248,854 20.8 

前年同期比  73.4  107.3  121.4 

 小計 売上高 240,463 45.6 271,358 61.8 598,143 50.1 

 前年同期比  91.3  112.8  141.4 

売上高合計 527,390 100.0 438,902 100.0 1,194,131 100.0 

前年同期比  119.4  83.2  147.9 
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(2) 財政状態 

① 当中間連結会計期間の概況 

（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2,341千円となりました。これは主として、税金等調整前中間純損失139,211千円

を計上したことによるものです。 

（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38,784千円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出

12,679千円および無形固定資産の取得による支出25,967千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は440,912千円となりました。これは主として、金利上昇局面を睨み金利上昇リスク

を回避するために、社債450,000千円を９月末に一括期前償還したことによるものです。 

② キャッシュフロー指標の動向 

 当社グループのキャッシュフロー指標の動向は次のとおりであります。 

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 

  時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュフロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い 

１ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２ 株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数にて算出しております。 

３ 算出の結果数値がマイナスとなる場合には「－」で表記しております。  

(3) 当連結会計年度の見通し（第11期：平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 「ネット関連ソフトウェア事業」においては、ビジュアルコミュニケーション部門では「Visual Nexus」は国内

外を含め拡販に注力しておりますが、まだ市場の爆発的な伸びの兆しは見られず、期首の計画レベルには届かない

と見込まれます。一方、ミドルウェア部門では情報漏洩問題のソリューションであるSBCツール製品は堅調に推移す

る見込みですが、前年度売上高に寄与したSSL－VPN製品は苦戦が予想され、期首計画のレベルに届かないことも懸

念されます。 

 「ネットインフラ構築事業」においては、賃貸マンションやホテル向け来訪者ネットワーク機器等が引き続き堅

調に推移するとみられ、FTTRソリューションに関しては、大手ゼネコンとのタイアップによる複数の新築マンショ

ン案件が計画通り当期末に結了する見込みです。また、ユビキタスセンサーネットワーク（USN）製品が当下期にい

くつか市場投入される予定であります（USNの業績貢献は来期以降本格化すると見込んでおります）。クラスターサ

ーバーソリューションについては、下期にいくつかの大口案件の受注が見込まれ、期首の計画を上回る成果も期待

されます。なお、平成18年10月５日付で開示いたしました米国QLogic社によるSilverStorm社の買収は、当社の当期

業績には影響を与えない見込みです。 

  以上の状況を総合し、当期末の連結業績見通しは、本年５月12日に開示した売上高1,550百万円、経常損失50百万

円、当期純損失60百万円を据え置きます。 

［見通しに関する留意事項］ 

 この資料における業績の見通しは、当社グループが現時点で入手可能な情報による判断、仮定等に基づいており

ます。今後の国内外の経済情勢、当社グループの事業運営における状況の変化、見通しに内在する様々な不確実な

要素や潜在リスク等の要因により、結果的に実際の業績が見通しと大きく異なることがあります。 

   

  
平成17年９月中間 

連結会計期間 

平成18年３月 

連結会計年度 

平成18年９月中間 

連結会計期間 

株主資本比率(％) 29.9 48.8 62.3 

時価ベースの株主資本比率(％) 377.8 175.5 227.0 

債務償還年数(年) － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － － 
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４．事業等のリスク 
 以下に、現実化する可能性は必ずしも高くないとみられる事項を含め、当社グループの事業展開上のリスク要因と

なる可能性のある主要な事項を記載しております。また、投資家の投資判断上重要と考えられるその他の事項につい

ても、投資家に対するより良い情報開示の観点から積極的に開示しております。当社グループはこれらのリスクの発

生可能性を認識し事業活動を行っております。当社株式に関する投資判断は、本項以外の記載内容も併せて慎重に検

討した上で行う必要があります。なお、以下の記載は当社株式への投資に関連する全てのリスクを網羅するものでは

ありません。 

(1) 当社グループの事業内容について 

当社グループの事業の概要について 

 当社グループは、「ネット関連ソフトウェア事業」と「ネットインフラ構築事業」の２つの事業において、ユーザ

ーの生産性、事業効率、利便性、快適性を向上させる製品、サービスを提供しております。 

ネット関連ソフトウェア事業について 

 当社グループの「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」と「ミドルウェア部

門」の２部門から構成されています。 

 「ネット関連ソフトウェア事業」の系統図は以下のとおりです。 

 
① 「ビジュアルコミュニケーション部門」について 

 「ビジュアルコミュニケーション部門」では、インターネット環境で多地点ビデオ会議を実現するための自社開

発ソフトウェアの「Visual Nexus」を主力製品として販売しております。 

② 「ミドルウェア部門」について 

 「ミドルウェア部門」では、米国Sun Microsystems社(旧Tarantella社)および英国Propalms社が開発・販売する

アプリケーションサーバー系ミドルウェア製品およびNeoAccel社が開発・販売するリモートアクセスセキュリティ

製品等の輸入・日本語化・販売を行っております。当中間連結会計期間における同部門の総仕入額における

Sun Microsystems社への依存度は、61.2％となっております。 

代　理　店（ ＳＩ ／ ＶＡＲ業者 ）

顧客(企業、官公庁、地方自治体、教育機関等）

海外ソフトウェアベンダー（またはその国内代理店）

当社「ミドルウェア部門」
　当社「ビジュアル

コミュニケーション部門」

日本語版ソフトウェア製品開発 自社オリジナルソフトウェア製品開発

製品
保守

製品
保守

製品
保守

海 外 顧 客

代理店（ＳＩ／ＶＡＲ ）

ＶＮＬ社

製品
保守

製品
保守
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ネットインフラ構築事業について 

 当社グループの「ネットインフラ構築事業」は、「アクセスソリューション部門」と「センターソリューション部

門」の２部門から構成されています。 

 「ネットインフラ構築事業」の系統図は以下のとおりです。 

 
① 「アクセスソリューション部門」について 

 「アクセスソリューション部門」では、集合住宅のブロードバンド化用通信機器・ソリューション、ホテル・イ

ベントホールなどの来訪者向け施設のブロードバンドアクセスに必要な通信機器ソリューション等の開発・販売お

よび集合住宅における放送・通信の光統合ソリューションの提供を行っております。これらに加え、人・物の位置

情報管理や環境情報のセンシングなどのためのユビキタスセンサーネットワークの開発を行っております。当社は

韓国のDigital Network Alacarte社と共同開発し、VDSL製品およびその他の集合住宅をブロードバンド化するため

の通信機器を同社より仕入れており、当中間連結会計期間における同部門の総仕入額に対する同社への依存度は、

68.2％となっております。 

② 「センターソリューション部門」について 

 「センターソリューション部門」では、主としてクラスターサーバーソリューションに使用されるInfiniBand関

連機器を米国SilverStorm社より仕入れ、国内大手SIに販売しております。当中間連結会計期間における同部門の総

仕入額に対するSilverStorm社への依存度は、95.5％となっております。 

当社グループのビジネスモデルについて 

 当社グループは、これまで、技術の進化、市場の変化等に応じて、その時々に最適の事業ポートフォリオを構築

し、成長を持続すべく努めてまいりました。もっとも、このようなビジネスモデルは、時機に適した事業ポートフォ

リオの構築に失敗するリスクも存在し、かかるリスクが実現した場合には、当社グループの事業および経営成績に影

響を与える可能性があります。 

 一部の部門では、売上高に占める特定の製商品の割合および仕入高に占める特定の仕入先の割合が高くなっており

ます。このため、当社グループが当該製商品の競争力が低下する以前に新たな製商品を開発・導入できない場合に

は、当該事業部門の売上高が減少し、当社グループの事業および経営成績に影響を与える可能性があります。また、

特定の仕入先の割合が高くなっていることから、当該仕入先より調達する製商品の調達が不安定または不能になる、

あるいは当該仕入先の経営状況、経営方針の変化等の影響を受け当該事業部門の売上高が減少し、当社グループの事

業および経営成績に影響を与える可能性もあります。 

顧客（ 企業、研究機関、教育機関、ホテル、マンション管理組合等 ）

当社「センターソリューション部門」

情報通信関連機器/ソフトウェアベンダー(またはその代理店)

情報通信機器開発生産パートナー

施工協力会社

製品 施工業務

当社「アクセスソリューション部門」

製商品・保守・システム構築

SI / VAR業者　等

製商品・保守・システム構築

製品・保守製品・保守

- 9 -



(2) 当社グループの事業体制について 

 ① 小規模組織について 

 当社は平成18年９月30日現在で常勤取締役５名、従業員58名、業務委託および派遣人員６名と比較的会社の規模

が小さく、内部管理体制もこのような規模に応じたものになっております。したがって、経営陣・幹部社員はもと

より各従業員の執務に何らかの支障が発生した場合、代替要員の不在、業務引継作業の遅滞等の理由により当社の

業務遂行に影響を与える可能性があります。 

 ② 人材の確保育成について 

 当社グループの成長を実現していくためには、技術・営業・管理において優秀な人材をその規模に応じ最適バラ

ンスをもって配置していく必要があります。中途採用と新卒採用の組み合わせにより優秀な人材を確保・育成して

いく人事方針ですが、優秀な人材の確保・維持に齟齬が生じた場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能

性があります。 

 ③ 技術革新等への対応について 

 当社グループが活動する市場は、急速な技術の進化・変容、頻繁な競合新製品の登場、短い商品ライフサイクル

を特徴としており、当社グループがかかる市場の変化等に適時・的確に対応し得ない場合、当社グループの事業お

よび経営成績に影響を与える可能性があります。また、当社グループの主要製品の製造者・サプライヤー、主要な

仕入先や販売先も、同様に市場の変化等のリスクにさらされており、これらの当社グループ関係先企業においてか

かるリスクが顕在化した場合にも、当社グループの事業および経営成績に影響を与える可能性があります。 

(3) 特定の販売先への依存について 

 当社グループの各事業の当中間連結会計期間の売上高において売上金額の割合が20％を超える販売先は、以下の

とおりです。当社グループの販売先に事業方針・事業内容・組織等の変更があった場合や、販売先が当該業界にお

ける販売力・ブランド力等を弱化・喪失した場合には、当社グループの事業および経営成績に影響を与える可能性

があります。 

 ネット関連ソフトウェア事業における売上高20％超の販売先はありません。 

 ネットインフラ構築事業における売上高20％超の販売先は次のとおりです。 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．富士通㈱への販売は、SilverStorm社のInfiniBand機器が中心であります。 

 （単位：千円）

販売先 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

   

構成比 

富士通㈱ 65,746 24.2％ 

ネットインフラ構築事業全体売上 271,358 100.0％ 
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(4) 経営上の重要な契約等について 

ネット関連ソフトウェア事業における経営上の重要な契約 

 ネット関連ソフトウェア事業においては、仕入先である国内外のベンダーと販売代理業務に関する基本契約を締

結し、その契約に基づき、一次代理店として日本国内で販売代理業務を展開しております。また、販売代理業務に

付随してベンダーの製品を日本語化するローカライズ契約等を、別途締結している場合もあります。契約期間は１

年から数年であり、契約当事者から解約の申し出がない限り、以後１年毎の自動更新となっている契約が多数とな

っております。当社はこれらの基本契約に基づき該当製品の当社の代理店（SI/VAR業者等）またはユーザーに対す

る販売と納入、販売促進、ベンダーへの定期的な販売目標の報告、サポート・メンテナンスサービス等を行いま

す。なお、ベンダーのうち米国Sun Microsystems社との契約の一部および英国Propalms社との契約は独占販売契約

となっておりますが、その他との契約は非独占販売契約となっております。 

 平成18年９月30日現在、当事業において経営上重要と考える契約は以下のとおりです。 

 これらの契約の中には、次のような条項が定められているものがあります。 

① ベンダーは事前の告知により、製品価格やロイヤリティ金額の改定が可能な旨 

② ベンダーは事前の告知により、製品の販売を中止することや後継製品を出荷する旨 

③ 事前の告知により、契約期間内であっても相手方の同意なく解約が可能な旨 

④ 製品に起因する訴訟等が発生し、損害賠償の責任が生じた場合、ベンダーが保証する賠償範囲は当社がベン

ダーに支払っている該当製品の金額に限られる旨 

 上記①～④に掲げる条項がベンダーにより行使される可能性は低いものと思われますが、何らかの事情により現

実のものとなった場合には、当社の業績に多大な影響を与える可能性があります。 

 これらの契約内容に大幅な変更があった場合、あるいは契約が何らかの理由で終了し、または更新されなかった

場合には、当社の事業拡大に制約が生じる可能性があります。 

 なお、上記のSun Microsystems社Visionシリーズ製品については、将来にわたるロイヤリティを支払完了してお

ります。 

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

Sun Microsystems,Inc. 米国 

Tarantella シリ

ーズ 

Vision シリーズ 

同社のソフトウェア製品を日本

語化し、国内で一部製品を独占

販売、他製品を非独占販売を行

う権利の取得。 

ソフトウェアの対価は、ロイヤ

リティで支払う。 

平成18年６月１日から１年間

以後１年毎の販売契約見直し

（一部製品の独占販売権は、

平成18年12月31日まで） 

Propalms Ltd. 英国 Propalms TSE 

同社のソフトウェア製品を日本

語化し、国内で独占販売を行う

権利の取得。 

ソフトウェアの対価は、ロイヤ

リティで支払う。 

平成17年９月27日から３年間

以後１年毎の自動更新 

France Telecom SA 仏国 eConf 

同社のソフトウェア「eConf」

を自社開発製品に組み込んで販

売する権利。 

ソフトウェアの対価は、ロイヤ

リティで支払う。 

平成14年12月３日から平成18

年４月１日まで 

以後１年毎の自動更新 

Node Infotech,Inc. 

(NeoAccelの親会社) 
米国 SSL VPN-Plus 

同社の当該ソフトウェア製品を

日本語化し、国内で販売する権

利。 

平成17年１月14日から２年間 

以後１年毎の自動更新 

Micromethod Technolog

ies,Inc. 
米国 Horizon 

同社の当該ソフトウェアを自社

開発製品に組み込んで販売する

権利。 

ソフトウェア対価は、ロイヤリ

ティで支払う。 

平成16年11月25日から無期限 
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ネットインフラ構築事業における経営上の重要な契約 

 ネットインフラ構築事業「アクセスソリューション部門」では、韓国Digital Network Alacarte（DNA）社との間

で集合住宅をブロードバンド化するための通信機器の共同開発契約を締結しており、その国内における独占販売権

契約を締結しております。また、その他海外企業との間で代理店権を得る契約を締結しております。 

 「センターソリューション部門」では、米国SilverStorm社との間で同社が製造するクラスターサーバー用

InfiniBand関連通信機器の販売代理店契約を締結しております。 

 平成18年９月30日現在、当事業において経営上重要と考える契約は以下のとおりです。 

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

Digital Network 

Alacarte Co., Ltd. 
韓国 VDSL製品 

同社が製造するVDSL製品を国内で

独占的に販売する権利。 

平成14年３月１日から３年間

以後３年毎の自動更新 

IP3 Networks, Inc. 米国 
ネットアクセス製

品シリーズ 

同社の製品を国内で販売する権

利。 

平成16年11月12日から１年間

以後１年毎の自動更新 

SilverStorm Techno

logies, Inc. 
米国 

サーバークラスタ

リング用高速スイ

ッチ 

同社の製品を国内で販売する権

利。 

平成18年３月24日から１年間

以後１年毎の自動更新 
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(5) 主要な知的財産権について 

 当社グループが現在取得している知的財産権は下表のとおりです。今後も独自開発の通信機器、ソフトウェアや

ビジネスモデルに関して、商標権、特許権、実用新案権等の登録対象となる可能性のあるものについては、その登

録を目指し出願の検討等の対応を行ってまいります。しかし、他社が当社グループよりも先にその権利を取得した

場合、その差止請求権等の行使や過去を含むライセンス料相当額の損害賠償請求を受けて当社グループ事業の継続

が困難になる可能性、またはライセンス契約締結を余儀なくされることによりライセンス料支払義務が課されるな

ど当社グループ事業が制約される可能性があるほか、そもそもライセンスの許諾が受けられず使用不能となる可能

性もあります。 

（注）「Visual Nexus」は、自社開発の多地点ビデオ会議ソフトウェアです。 

なお、日本の他に、以下の国々で商標登録済みであります。 

商標権登録済み：ベネルクス、中国、デンマーク、フランス、アイルランド、イタリア、ノルウェー、 

        ロシア、シンガポール、英国、ドイツ、米国 

（注）「ディーホ」は、Digital Integration for Hyper-Outcomeのカタカナ略で、当社開発の 

アクセスネットワーク製品です。 

 なお、平成16年10月26日に出願しておりました「DIHO」（商願2004－097594）は、登録審査の結果、商品・役務

の範囲を他と識別することが困難との理由で拒絶されております。 

 一方で、当社グループは現時点において第三者より知的財産権に関する侵害訴訟を提起されたり、侵害の主張を

受けたりはしておりませんが、将来的に当社グループが開発、製造、販売する全てのソフトウェア、ハードウェア

に関し、第三者より知的財産権の侵害に関する請求を受けたり、訴訟を提起されたりする可能性がないとは断言で

きません。 

(6) 研究開発について 

 当社グループは、他社との製品上の競合関係において、より有利な地位を占めるための努力を継続していく必要

があるため、自社単独または他社との共同による新製品・システムの研究開発に取り組んでおります。当中間連結

会計期間の研究開発費総額は９百万円であり、これは主としてビデオ会議ソフトウェア製品の開発に投入したもの

であります。 

（商標権）  

 名 称  Visual Nexus 

 出願年月日  平成15年２月18日（商願2003－012117および商願2003－012118） 

 出願番号 
 商願2003－012117 

 商願2003－012118 

 登録年月日 
 商願2003－012118は平成15年10月３日に登録されました。 

 商願2003－012117は平成15年11月14日に登録されました。 

 登録番号  第4714642号、第4726732号 

 存続期間満了日 
 平成25年10月３日（第4714642号） 

 平成25年11月14日（第4726732号） 

（商標権）  

 名 称  ディーホ 

 出願年月日  平成17年12月９日（商願2005－051414および2005－051415） 

 出願番号 
 商願2005－051414 

 商願2005－051415 

 登録年月日 
 商願2005－051414は平成17年12月27日に登録されました。 

 商願2003－051415は平成17年12月27日に登録されました。 

 登録番号  第R300TOM2号、第R301TOM3号 

 存続期間満了日 
 平成27年12月27日（第R300TOM2号） 

 平成27年12月27日（第R301TOM3号） 
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(7) ストックオプション行使に伴う株式価値の希薄化について 

 当社は、平成14年11月１日開催の臨時株主総会および平成16年６月24日開催の定時株主総会において旧商法第280

条ノ20および旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役、従業員および入社予定者に対してストックオプショ

ンとしての新株予約権を付与することを決議しております。当該新株予約権の概要は次のとおりです。 

（注）* 当中間連結会計期末までにおける従業員計18名の退職に伴う失権および従業員計19名の権利行使により、

238株に減少しております。 

（注）** 当中間連結会計期末までにおける従業員計10名の退職に伴う失権および従業員計３名の権利行使により、

369株に減少しております。 

 これらの新株予約権が目的とする株式の数は、平成18年９月30日現在で合計607株となり、発行済株式総数の

5.0%を占めております。また、当社は今後も優秀な人材の確保のために、同様のインセンティブプランを継続し

て実施していく予定であり、これらの新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希

薄化し、当社株価形成に影響を与える可能性があります。 

 （平成14年11月１日臨時株主総会特別決議）  

決議年月日 平成14年11月１日 

付与対象者の区分および人数 ①取締役４名 ②従業員46名 ③入社予定者１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 600株 * 

新株予約権の行使時の払込金額 120,000円 

新株予約権の行使期間 平成16年11月２日から平成24年11月１日まで 

新株予約権の行使の条件 被付与者が取締役または使用人の地位を失った場合は原則とし

て権利行使不能 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡および担保権の設定の禁止 

 （平成16年６月24日定時株主総会特別決議）  

決議年月日 平成16年６月24日 

付与対象者の区分および人数 ①取締役３名 ②従業員50名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 500株を上限とする ** 

新株予約権の行使時の払込金額 131,685円 

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日から平成20年６月30日まで 

新株予約権の行使の条件 被付与者が取締役または使用人の地位を失った場合は原則とし

て権利行使不能 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡および担保権の設定の禁止 
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５．中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）                      

Ⅰ 流動資産                      

１．現金及び預金    769,838     384,983   △384,855   864,775   

２．受取手形及び
売掛金    152,792     241,100   88,307   349,816   

３．たな卸資産    30,353     150,398   120,044   90,804   

４．前払費用    71,456     66,780   △4,675   69,267   

５．その他    4,367     6,492   2,125   24,193   

流動資産合計    1,028,809 90.8   849,754 88.0 △179,054   1,398,857 93.6 

Ⅱ 固定資産                      

１．有形固定資産 ※１   21,445     28,929   7,483   22,857   

２．無形固定資産    48,439     67,952   19,512   53,533   

３．投資その他の
資産                      

(1）その他  37,317     22,846     △14,470 22,478     

貸倒引当金  △3,314 34,002   △3,314 19,531   － △3,314 19,163   

固定資産合計    103,888 9.2   116,413 12.0 12,525   95,554 6.4 

資産合計    1,132,697 100.0   966,168 100.0 △166,528   1,494,412 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

対前中間期
比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

増減 
（千円） 

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    86,363     112,275   25,911   92,125   

２．一年内償還社
債    50,000     －   △50,000   50,000   

３．未払金    73,850     32,886   △40,964   36,213   

４．未払法人税等    1,844     2,058   214   3,323   

５．賞与引当金    38,323     42,906   4,583   39,611   

６．前受収益    －     60,770   60,770   －   

７．その他    60,950     34,324   △26,625   67,844   

流動負債合計    311,332 27.5   285,223 29.5 △26,108   289,118 19.3 

Ⅱ 固定負債                      

１．社債    425,000     －   △425,000   400,000   

２．退職給付引当
金    22,882     29,289   6,407   24,859   

３．役員退職慰労
引当金    30,994     36,652   5,658   34,766   

４．長期前受収益    3,328     11,260   7,932   13,495   

固定負債合計    482,204 42.6   77,202 8.0 △405,002   473,120 31.7 

負債合計    793,536 70.1   362,425 37.5 △431,111   762,238 51.0 

（少数株主持分）                      

 少数株主持分    － －   － － －   3,483 0.2 

（資本の部）                      

Ⅰ 資本金    368,500 32.5   － － △368,500   623,188 41.7 

Ⅱ 資本剰余金    109,404 9.6   － － △109,404   364,092 24.3 

Ⅲ 利益剰余金    △139,678 △12.3   － － 139,678   △257,876 △17.2 

Ⅳ 為替換算調整勘
定    935 0.1   － － △935   △713 △0.0 

資本合計    339,161 29.9   － － △339,161   728,690 48.8 

負債、少数株主
持分及び資本合
計 

   1,132,697 100.0   － － △1,132,697   1,494,412 100.0 

                      

（純資産の部）                      

Ⅰ 株主資本                      

１．資本金    － －   627,731 65.0 627,731   － － 

２．資本剰余金    － －   368,635 38.2 368,635   － － 

３．利益剰余金    － －   △395,440 △40.9 △395,440   － － 

株主資本合計    － －   600,926 62.3 600,926   － － 

Ⅱ 評価・換算差額
等                      

１．為替換算調整
勘定    － －   1,424 0.1 1,424   － － 

評価・換算差額
等合計    － －   1,424 0.1 1,424   － － 

Ⅲ 少数株主持分    － －   1,391 0.1 1,391   － － 

純資産合計    － －   603,743 62.5 603,743   － － 

負債純資産合計    － －   966,168 100.0 966,168   － － 
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(2) 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    527,390 100.0   438,902 100.0 △88,488   1,194,131 100.0

Ⅱ 売上原価    277,905 52.7   196,656 44.8 △81,249   669,978 56.1

売上総利益    249,485 47.3   242,246 55.2 △7,238   524,153 43.9

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

※１   344,575 65.3   404,115 92.1 59,540   739,271 61.9

営業損失    95,090 △18.0   161,869 △36.9 66,779   215,118 △18.0

Ⅳ 営業外収益                 

１．受取利息  164    694    529 467    

２．為替差益  1,532    1,358    △174 2,264    

３．雑収入  176 1,874 0.3 216 2,269 0.5 39 177 2,909 0.2

Ⅴ 営業外費用                 

１．社債利息  501    560    59 975    

２．支払保証料  1,253    1,121    △131 2,437    

３．たな卸資産廃
棄損  9    975    966 58    

４．新株発行費償
却  28,467    －    △28,467 31,836    

５．雑支出  69 30,302 5.7 － 2,658 0.6 △69 69 35,377 2.9

経常損失    123,517 △23.4   162,259 △37.0 38,741   247,585 △20.7

Ⅵ 特別利益                 

１．固定資産売却
益 

※２ 125    －    △125 125    

２．投資有価証券
売却益  

※３ －    －    － 4,570    

３．持分変動損益   1,008    －    △1,008 1,008    

４．独占販売権解
約補償料 

  － 1,133 0.2 23,048 23,048 5.3 23,048 － 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
中間（当期）
純損失 

   122,384 △23.2   139,211 △31.7 16,826   241,903 △20.2

法人税、住民
税及び事業税    472 0.1   471 0.1 △1   1,665 0.1

少数株主損失    3,173 0.6   2,118 0.5 △1,055   5,688 0.4

中間（当期）
純損失    119,683 △22.7   137,563 △31.3 17,880   237,880 △19.9
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(3) 中間連結剰余金計算書 

(4）中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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．増資による新株発行  3,300 3,300 － － 257,988 257,988 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残
高    109,404   －   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．中間（当期）純損失  119,683 119,683 － － 237,880 237,880 

Ⅲ 利益剰余金中間期末（期末）残
高    △139,678   －   △257,876 

     

 

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 

中間連結会計期間中の変動額        

新株の発行 4,543 4,543   9,087     9,087 

中間純損失(△)     △137,563 △137,563     △137,563 

株主資本以外の項目の当中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
        2,138 △2,091 46 

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
4,543 4,543 △137,563 △128,476 2,138 △2,091 △128,429 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
627,731 368,635 △395,440 600,926 1,424 1,391 603,743 
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30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        

税金等調整前中間（当期）純損失

(△) 
 △122,384 △139,211 △241,903 

減価償却費  4,403 6,670 10,661 

ソフトウェア償却費  7,100 9,879 14,029 

連結調整勘定償却額  － － 302 

のれん償却額  － 302 － 

賞与引当金の増減額(減少：△)  △2,020 3,295 △732 

退職給付引当金の増減額(減少：△)  4,728 4,430 6,705 

役員退職慰労引当金の増減額(減少：

△) 
 588 1,886 4,360 

受取利息及び受取配当金  △164 △694 △467 

社債利息  501 560 975 

為替差損益(差益：△)  △639 △372 △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：△)  △37,771 109,522 △234,396 

仕入債務の増減額(減少：△)  48,363 20,075 54,102 

たな卸資産の増減額(増加：△)  41,043 △59,593 △19,407 

未払消費税等の増減額(減少：△)  8,457 △6,255 11,203 

未収消費税等の増減額(増加：△)  △440 △1,160 398 

その他資産の増減額(増加：△)  △10,124 21,021 △16,606 

その他負債の増減額(減少：△)  26,302 28,114 6,271 

その他  △125 － － 

小計  △33,190 △1,528 △380,531 

利息及び配当金の受取額  164 694 467 

利息の支払額  △501 △560 △975 

法人税等の支払額  △472 △946 △1,190 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △33,999 △2,341 △382,229 

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  △1,666 △12,679 △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  △39,012 △25,967 △46,312 

投資有価証券の売却による収入  － － 7,000 

その他  － △136 △705 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △40,678 △38,784 △49,670 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30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） 

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  △25,000 △450,000 △50,000 

株式発行による収入  6,600 9,087 484,139 

少数株主からの払込による収入  3,973 － 4,006 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △14,426 △440,912 438,145 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,353 2,245 941 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：

△) 
 △87,750 △479,792 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中間期末（期

末）残高 
※ 769,838 384,983 864,775 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

連結子会社の中間決算日が中間連

結決算日と異なる会社は次の通り

であります。 

  

会社名 中間決算日  

 Visual Nexus 
 Limited 

６月30日 ※１

※１.連結子会社の中間決算日現在

の中間財務諸表を使用しておりま

す。なお、中間連結決算日との間

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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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） 

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。 

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)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 

 (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

中間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

連結会年度負担額を計上してお

ります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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、当中間連結会計期間

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

中間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、当社内規に基づく中間連

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６

月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。 

 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、中間決

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、中間決算

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、中間決

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、中間決算

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。 

 (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 

(5)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (6)その他中間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)その他中間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．中間連結キャッシュ・

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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中間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 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、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。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、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。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「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602,351千円であ

ります。 

────── 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表関係） 

(1）前中間連結会計期間末において、流動資産の「その

他」に含めて一括掲記しておりました「前払費用」（前

中間連結会計期間末32,248千円）については、当中間連

結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）前中間連結会計期間末において、流動負債の「その

他」に含めて一括掲記しておりました「未払金」（前中

間連結会計期間末18,927千円）については、当中間連結

会計期間末において負債、少数株主持分及び資本の総額

の100分の５を超えたため区分掲記しております。 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末において、流動負債の「その他」

に含めて一括掲記しておりました「前受収益」（前中間

連結会計期間末39,800千円）については、当中間連結会

計期間末において負債及び純資産の総額の100分の５を

超えたため区分掲記しております。 

────── 

────── (中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「のれん償却額」と表示しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

 （注）普通株式数の増加株式数73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．新株予約権およ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。 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９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 

36,974千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

46,220千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

41,364千円 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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 118,597千円

支払報酬 34,513千円

賞与引当金繰入額 34,154千円

退職給付費用  11,572千円

役員退職慰労引当

金繰入額 
3,659千円

給与・賞与 143,581千円

賞与引当金繰入額 35,498千円

退職給付費用  11,388千円

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 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   ────── ※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） 

当中間連結会計期間末株式
数 

（株） 

発行済株式 

 普通株式 
11,978 73 － 12,051 

自己株式 

 普通株式 
－ － － － 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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） 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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中間期末残

高と中間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17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 769,838千円

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 769,838千円

現金及び預金勘定 384,983千円

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 384,983千円

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
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① リース取引 

② 有価証券 

前中間連結会計期間末（平成17年９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 

当中間連結会計期間末（平成18年９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 

③ デリバティブ取引 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９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。 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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

定により、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 中間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 

種類 中間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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④ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１．事業の区分は、事業活動の系列およ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およびその販売等 

(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、消去または全社項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）１．事業の区分は、事業活動の系列およ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およびその販売等 

(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、消去また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 286,926 240,463 527,390 － 527,390 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － (－) － 

計 286,926 240,463 527,390 (－) 527,390 

営業費用 341,148 281,331 622,480 (－) 622,480 

営業損失 54,222 40,867 95,090 (－) 95,090 

 

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 167,544 271,358 438,902 － 438,902 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － (－) － 

計 167,544 271,358 438,902 (－) 438,902 

営業費用 284,722 316,048 600,771 (－) 600,771 

営業損失 117,178 44,690 161,869 (－) 161,869 

- 28 -



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） 

 （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。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９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。 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９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。 

ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９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。 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９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。 

 

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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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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 33,683円68銭

１株当たり中間純損

失金額 
11,930円15銭

１株当たり純資産額 49,983円52銭

１株当たり中間純損

失金額 
  11,439円83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株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

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。 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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株当たり中間（当期）純損失金額       

中間（当期）純損失（千円） 119,683 137,563 237,880 

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） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円） 
119,683 137,563 237,880 

期中平均株式数（株） 10,032 12,025 10,857 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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772個) 

新株予約権２種類(新

株予約権の数607個) 

新株予約権２種類(新

株予約権の数680個) 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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） 

（第三者割当による新株式発行） 

平成17年９月30日開催の当社取締役会にお

いて、第三者割当による新株式発行を決議

し、平成17年10月28日に払込が完了しまし

た。この結果、平成17年10月28日付で資本

金619,168千円、発行済株式総数11,911株と

なっております。 

 

(1)発行新株式数  普通株式1,832株 

(2)発行価額    273,000円 

(3)発行価額の総額 500,136,000円 

(4)資本組入額      １株につき 136,500円 

(5)申込期間    平成17年10月11日から 

          平成17年10月18日まで 

(6)払込期日    平成17年10月28日 

(7)配当起算日   平成17年10月１日 

(8)新株券交付日  平成17年10月28日 

(9)割当先     JMAM Value Driver 

          投資事業組合 

(10)資金の使途       

今回調達する資金は、ビジュアルネクサス

製品開発、機能追加に要する資金約100,000

千円、ビジュアルネクサス販売促進活動・

広告宣伝に要する資金に約100,000千円、ビ

ジュアルネクサス開発・サポートエンジニ

アの採用に要する費用に約50,000千円、新

たな製品の開発・開拓に約100,000千円、残

額については、財務体質の強化を目的とし

た運転資金に充当する予定であります。 

 ──────  ────── 
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６．生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 生産実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記の金額は個別原価計算による製造原価であります。 

(2）仕入実績 

 仕入実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．ビジュアルコミュニケーション部門およびミドルウェア部門においては、支払ロイヤリティおよび役務外注

費を含んだものであります。 

  （単位：千円）

事業区分 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額 前年同期比(%) 

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 － － 

ミドルウェア部門 － － 

 小計 － － 

ネットインフラ構築事業 
アクセスソリューション部門 29,894 147.4 

センターソリューション部門 702 1.4 

 小計 30,596 42.4 

全社合計 30,596 42.1 

  （単位：千円）

事業区分 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額 前年同期比(%) 

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 4,629 27.6 

ミドルウェア部門 31,680 35.8 

 小計 36,309 34.5 

ネットインフラ構築事業 
アクセスソリューション部門 57,244 109.0 

センターソリューション部門 81,764 273.6 

 小計 139,009 168.7 

全社合計 175,319 93.4 
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(3）受注状況 

 個別受注に基づく受注実績は次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記は、インターネット通信センターシステムの構築、集合住宅棟内のＬＡＮ化に係わる工事の個別受注に

基づく請負金額のみであります。 

(4）販売実績 

 販売実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前中間連結会計期間および当中間連結会計期間における、主な相手先別の販売実績および当該販売実績の 

  総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 （注）１. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

        ２. 富士通㈱に対する前中間連結会計期間の販売実績、およびアライドテレシス㈱に対する当中間連結会計期間

      の販売実績は、総販売実績の10%に満たないため記載を省略しております。 

  （単位：千円）

事業区分 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

 受注高 受注残高  

金額 前年同期比(%) 金額 前年同期比(%)

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 
－ － － －

ミドルウェア部門 － － － －

 小計 － － － －

ネットインフラ構築事

業 

アクセスソリューション部門 120,609 186.5 145,197 143.8

センターソリューション部門 2,795 4.0 0.0 0.0

 小計 123,404 91.4 145,197 97.8

全社合計 123,404 91.4 145,197 97.8

  （単位：千円）

事業区分 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額 前年同期比(%) 

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 56,904 71.5 

ミドルウェア部門 110,639 53.4 

 小計 167,544 58.4 

ネットインフラ構築事業 
アクセスソリューション部門 146,309 118.0 

センターソリューション部門  125,048 107.3 

 小計 271,358 112.8 

全社合計 438,902 83.2 

相手先 

前中間連結会計期間 
 （自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
 （自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

富士通㈱ － － 65,746 15.0 

アライドテレシス㈱ 81,948 15.5 － － 
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