
１．平成18年９月中間期の業績（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損失（通期）     0円00銭 

３．配当状況 

※ 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。 

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 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 平成18年11月10日 配当支払開始日 平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無 無     

(1）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 430 △17.8 △102 － △103 －

17年９月中間期 523 18.6 △54 － △82 －

18年３月期 1,173  △139  △172  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 △80 － △6,697 21

17年９月中間期 △83 － △8,278 82

18年３月期 △169  △15,620 21

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 無 

③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）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 1,118 774 69.2 64,288 68

17年９月中間期 1,199 423 35.3 42,044 81

18年３月期 1,592 846 53.1 70,645 33

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －株

２．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）  

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通 期 1,450  10  0  

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 中間期末 期末 年間

18年３月期 0 0 0

19年３月期（実績） 0 －
0

19年３月期（予想） － 0
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７．個別中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

対前中間期
比 

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
（％）

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   734,977   353,262 △381,714 784,211 

２．受取手形   8,505   － △8,505 － 

３．売掛金   142,915   225,119 82,203 326,365 

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

５．前払費用   70,477   65,957 △4,520 69,044 

６．その他   32,682   4,371 △28,311 23,411 

流動資産合計     1,019,912 85.0 799,109 71.4 △220,802   1,293,838 81.3 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 19,894   26,910 7,015 20,968 

２．無形固定資産   48,439   62,504 14,064 47,782 

３．投資その他の資
産 

            

(１)関係会社株式   78,351   212,108 133,757 212,108 

(２)その他   36,508   21,251 △15,256 20,936 

貸倒引当金   △3,314   △3,314 － △3,314 

計   111,544   230,045 118,500 229,729 

固定資産合計     179,879 15.0 319,460 28.6 139,580   298,481 18.7 

資産合計     1,199,791 100.0 1,118,570 100.0 △81,221   1,592,319 100.0 

            

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   86,078   110,952 24,873 91,689 

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

３．前受収益   39,301   58,604 19,302 39,974 

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．その他 ※２ 78,689   52,102 △26,587 48,410 

流動負債合計     294,237 24.5 266,624 23.9 △27,613   273,009 17.2 

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 40.2 77,202 6.9 △405,002   473,120 29.7 

負債合計     776,442 64.7 343,827 30.8 △432,615   746,130 46.9 
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前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

対前中間期
比 

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
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     368,500 30.7 － － △368,500   623,188 39.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   109,404   － △109,404 364,092 

資本剰余金合計     109,404 9.1 － － △109,404   364,092 22.9 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   1,763   － △1,763 1,763 

２．中間(当期)未処
理損失 

  56,318   － 56,318 142,854 

利益剰余金合計     △54,554 △4.5 － － 54,554   △141,090 △8.9 

資本合計     423,349 35.3 － － △423,349   846,189 53.1 

負債・資本合計     1,199,791 100.0 － － △1,199,791   1,592,319 100.0 

            

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本            

１．資本金   － －  627,731 56.1 627,731  － － 

２．資本剰余金            

(1) 資本準備金  －   368,635    －   

資本準備金合計   － －  368,635 33.0 368,635  － － 

３．利益剰余金            

(1) 利益準備金  －   1,763   1,763 －   

(2) その他利益剰
余金            

繰越利益剰余金  －   △223,388   △223,388 －   

利益剰余金合計   － －  △221,624 △19.8 △221,624  － － 

株主資本合計   － －  774,742 69.2 774,742  － － 

純資産合計   － －  774,742 69.2 774,742  － － 

負債純資産合計   － －  1,118,570 100.0 1,118,570  － － 
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(2) 中間損益計算書 

(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（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
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   523,633 100.0 430,369 100.0 △93,263   1,173,860 100.0 

Ⅱ 売上原価   276,452 52.8 194,760 45.3 △81,691   662,247 56.4 

売上総利益   247,181 47.2 235,608 54.7 △11,572   511,613 43.6 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

  301,353 57.5 337,835 78.5 36,481   650,807 55.4 

営業損失   54,172 △10.3 102,226 △23.8 △48,054   139,194 △11.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,768 0.3 1,774 0.4 5   1,975 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 30,302 5.8 2,658 0.6 △27,643   35,377 3.0 

経常損失   82,705 △15.8 103,110 △24.0 △20,405   172,597 △14.7 

Ⅵ 特別利益 ※３ 125 0.0 23,048 5.4 22,922   4,695 0.4 

Ⅶ 特別損失 ※４ － － －  －   21 0.0 

税引前中間
（当期）純損
失 

  82,580 △15.8 80,062 △18.6 2,517   167,923 △14.3 

法人税、住民
税及び事業税 

    472 0.1   471 0.1 △1   1,665 0.1

中間（当期）
純損失 

  83,053 △15.9 80,533 △18.7 2,519   169,588 △14.4 

前期繰越利益   26,734 － －   26,734 

中間（当期）
未処理損失 

  56,318 － －   142,854 

              

 

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 

中間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（△） － － － △80,533 △80,533 △80,533 

中間会計期間中の変動額合

計（千円） 
4,543 4,543 － △80,533 △71,447 △71,447 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
627,731 368,635 1,763 △223,388 774,742 774,742 
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中間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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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。 

  

────── 

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 

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 

    

(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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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．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中間会

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)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間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 

 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中間会

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 

 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．その他中間財務諸表（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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中間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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、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） 

 当事業年度より、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774,742千円であ

ります。 

────── 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間貸借対照表関係） 

 前中間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」（前中間会

計期間末32,072千円）については、当中間会計期間末に

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。 

────── 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当中間会計期間につきましては、当中間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。 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９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 

36,434千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

      44,661千円 

※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   ────── 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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 

受取利息 64千円

為替差益 1,527千円

受取利息      80千円

為替差益      1,477千円

受取利息    157千円

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 

たな卸資産廃棄

損 

  9千円

社債利息  501千円

支払保証料  1,253千円

新株発行費償却  28,467千円

たな卸資産廃棄

損 

   975千円

社債利息     560千円

支払保証料   1,121千円

         

たな卸資産廃棄

損 

   58千円

社債利息   975千円

支払保証料 2,437千円

社債発行費償却   31,836千円

※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 ※３ 特別利益のうち主要なもの 

固定資産売却益 125千円 独占販売権解約

保証料 

 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 2,579千円

無形固定資産 8,625千円

有形固定資産      4,249千円

無形固定資産     11,735千円

有形固定資産      6,755千円

無形固定資産     17,238千円
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① リース取引 

② 有価証券 

 当中間会計期間および前中間会計期間ならびに前事業年度に係る「有価証券」（子会社株式および関連会社株式

で時価のあるものは除く。）に関する注記については、中間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、子会社株式および関連会社株式のうち、時価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しておりますので、「１株当たり情報」に関する注記については記載を省略しておりま

す。 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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、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。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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） 

（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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