
平成19年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 

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

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

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無        ： 無 

④ 会計監査人の関与                  ： 有 

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

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

受けております。 

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日 ～ 平成18年12月31日） 

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

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

 

  平成19年２月９日

上場会社名 ＴＣＢテクノロジーズ株式会社 （コード番号：2356 東証マザーズ） 

(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 

 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３四半期 834 14.6 △194 － △194 － △173 － 

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

（参考）18年３月期 1,194   △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３四半期 △14,407 68 －  

18年３月期第３四半期 △18,962 20 －  

（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３四半期 －百万円 18年３月期第３四半期 －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３四半期 12,039株 18年３月期第３四半期 10,491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３四半期の売上高は、前年同期比105百万円（14.6％）増の834百万円と引き続き回復傾向を示しており、売上総利

益も同15.1％の増益となりましたが、英国子会社の販売強化等に伴う13.7％の経費増を主因として、営業損失は、同19百

万円悪化の194百万円となりました。経常損失は、前年同期の増資費用約31百万円がなかったことから、同13百万円良化

の194百万円となりました。 

事業別概要 

ネット関連ソフトウェア事業： 

 「ビジュアルコミュニケーション部門」では、主力製品であるVisual Nexusの販売において大型案件の成約が無く、中

小案件の積み上げのみとなったことに加え、欧米向販売を担当する英国子会社の当連結会計期間（１月～９月）の売上高

が、未だ20百万円水準に留まっており、業績貢献には至っておりません。この結果、当第３四半期連結会計期間の同部門

の売上高は、前年同期比18百万円減収の88百万円となりました。 

 「ミドルウェア部門」では、SBCツール製品は堅調に推移しておりますが、期待したSSL VPN－Plusは、当初見込みを大

幅に下回っております。この結果、同部門の当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比94百万円減収の183百万

円となりました。 

 以上の結果、ネット関連ソフトウェア事業の当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比112百万円減収の272百

万円、売上総利益は、同42百万円減益の199百万円となりました。 

ネットインフラ構築事業： 

 「アクセスソリューション部門」では、ホテル・賃貸マンション等の来訪者施設のネットワーク

（Visitor Based Network）関連通信機器の販売が堅調に推移し、またFTTRソリューションにおいても大口案件の１件の

結了がありました。この結果、同部門の当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比116百万円増収の271百万円と

なりました。 

 「センターソリューション部門」では、クラスターサーバーソリューションが順調に推移し、当第３四半期連結会計期

間の売上高は、前年同期比101百万円増収の289百万円となりました。 

 この結果、ネットインフラ構築事業の当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比218百万円増収の561百万円、

売上総利益は同96百万円増益の210百万円となりました。 

(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。

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

 総資産 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３四半期 1,060 570 53.7 47,254 29 

18年３月期第３四半期 1,507 767 50.9 64,161 06 

（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３四半期 12,066株 18年３月期第３四半期 11,963株 

18年３月期 11,978株 

 
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３四半期 △18 △44 △438 366 

18年３月期第３四半期 △183 △45 461 1,092 

（参考）18年３月期 △382 △49 438 864 
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［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ498百万円減少

し、当第３四半期連結会計期間末の資金の残高は、366百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、使用した資金は18百万円となりました。これは主として、税金等調整前第３四半期純損失を175百万

円計上したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は44百万円となりました。これは主として、無形固定資産の取得による支出28百万円に

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、使用した資金は438百万円となりました。これは主として、社債の償還による支出450百万円によるも

のです。 

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）      △4,972円65銭 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期（10月～12月）のみを見れば、部門により進捗状況にバラツキはあるものの、個別業績においては計画通

り営業損益イーブンの水準に達し、回復基調は鮮明になってまいりました。一方、英国子会社の業績は、未だ計画に及ば

ず、この乖離が大きな懸念材料でありますが、期末集中傾向が強い当社業態から、連結・個別ともに昨年11月10日に公表

した予想数値を据え置きます。 

 なお、上記の予想は本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 

  売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通期 1,550 △50 △60 
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４．四半期連結財務諸表等 

(1）四半期連結貸借対照表 

  
前第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金     1,092,772     366,410     864,775   

２．受取手形及び売掛金     134,245     342,034     349,816   

３．たな卸資産     69,367     156,157     90,804   

４．前払費用     68,757     60,768     69,267   

５．その他     35,779     16,278     24,193   

流動資産合計     1,400,922 92.9   941,650 88.8   1,398,857 93.6 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１   22,279     28,698     22,857   

２．無形固定資産     56,487     －     53,533   

(1）ソフトウェア   －     61,204     －     

(2）その他   － －   9,133 70,337   － －   

３．投資その他の資産                     

(1）その他   30,980     23,596     22,478     

貸倒引当金   △3,314 27,665   △3,314 20,281   △3,314 19,163   

固定資産合計     106,432 7.1   119,317 11.2   95,554 6.4 

資産合計     1,507,355 100.0   1,060,967 100.0   1,494,412 100.0 
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前第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

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
（％）

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     52,697     222,410     92,125   

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

３．未払法人税等     2,088     1,677     3,323   

４．賞与引当金     21,005     21,414     39,611   

５．前受収益     －     59,660     －   

６．その他     124,147     108,152     104,057   

流動負債合計     249,938 16.6   413,315 39.0   289,118 19.3 

Ⅱ 固定負債                     

１．社債     425,000     －     400,000   

２．退職給付引当金     24,235     30,099     24,859   

３．役員退職慰労引当金     32,880     36,652     34,766   

４．長期前受収益     3,450     10,104     13,495   

固定負債合計     485,565 32.2   76,855 7.2   473,120 31.7 

負債合計     735,503 48.8   490,171 46.2   762,238 51.0 

（少数株主持分）                     

少数株主持分     4,292 0.3   － －   3,483 0.2 

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     622,288 41.3   － －   623,188 41.7 

Ⅱ 資本剰余金     363,192 24.0   － －   364,092 24.3 

Ⅲ 利益剰余金     △218,928 △14.5   － －   △257,876 △17.2 

Ⅳ 為替換算調整勘定     1,006 0.1   － －   △713 △0.0 

資本合計     767,558 50.9   － －   728,690 48.8 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

    1,507,355 100.0   － －   1,494,412 100.0 

       

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  628,719 59.3  － － 

２．資本剰余金   － －  369,623 34.8  － － 

３．利益剰余金   － －  △431,330 △40.7  － － 

株主資本合計   － －  567,012 53.4  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等         － － 

１．為替換算調整勘定   － －  3,158 0.3  － － 

評価・換算差額等合計   － －  3,158 0.3  － － 

Ⅲ 少数株主持分   － －  625 0.1  － － 

純資産合計   － －  570,796 53.8  － － 

負債純資産合計   － －  1,060,967 100.0  － － 
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(2）四半期連結損益計算書 

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

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結損益計
算書 
（自 平成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     728,105 100.0   834,060 100.0   1,194,131 100.0 

Ⅱ 売上原価     372,242 51.1   424,450 50.9   669,978 56.1 

売上総利益     355,862 48.9   409,609 49.1   524,153 43.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   531,025 72.9   603,864 72.4   739,271 61.9 

営業損失     175,162 △24.0   194,255 △23.3   215,118 △18.0 

Ⅳ 営業外収益                     

１．受取利息   231     816     467     

２．為替差益   1,124     1,666     2,264     

３．雑収入   176 1,533 0.2 216 2,698 0.3 177 2,909 0.2 

Ⅴ 営業外費用                     

１．社債利息   740     560     975     

２．支払保証料   1,852     1,121     2,437     

３．たな卸資産廃棄損   21     980     58     

４．たな卸資産評価損   －     98     －     

５．新株発行費償却   31,836     －     31,836     

６．雑支出   69 34,520 4.7 － 2,761 0.3 69 35,377 2.9 

経常損失     208,149 △28.5   194,317 △23.3   247,585 △20.7 

Ⅵ 特別利益                     

１．持分変動損益   1,008     －     1,008     

２．固定資産売却益 ※２ 125     －     125     

３．投資有価証券売却益 ※３ 4,570     －     4,570     

４．独占販売権解約補償料   － 5,703 0.7 23,048 23,048 2.7 － 5,703 0.5 

Ⅶ 特別損失                     

１．固定資産除却損 ※４ －     －     21     

２．商号変更費用   － － － 4,428 4,428 0.5 － 21 0.0 

税金等調整前第３四半
期（当期）純損失 

    202,445 △27.8   175,698 △21.1   241,903 △20.2 

法人税、住民税及び事
業税 

    1,428 0.2   708 0.0   1,665 0.1 

少数株主損失     4,941 0.7   2,953 0.3   5,688 0.4 

第３四半期（当期）純
損失 

    198,932 △27.3   173,454 △20.8   237,880 △19.9 
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(3）四半期連結剰余金計算書 

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

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結剰余
金計算書 
（自 平成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   257,088 257,088 － － 257,988 257,988 

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末
(期末)残高 

    363,192   －   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３四半期（当期）純
損失 

  198,932 198,932 － － 237,880 237,880 

Ⅲ 利益剰余金第３四半期末
(期末)残高 

    △218,928   －   △257,876 
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(4）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31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３四半期連結会計期間中の変動

額 
       

新株の発行 5,531 5,531   11,062     11,062 

当第３四半期純損失(△)     △173,454 △173,454     △173,454 

株主資本以外の項目の当第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額） 

        3,871 △2,857 1,014 

当第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
5,531 5,531 △173,454 △162,391 3,871 △2,857 △161,377 

平成18年12月31日 残高 

（千円） 
628,719 369,623 △431,330 567,012 3,158 625 570,796 
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(5）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成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３四半期(当期)純損
失(△） 

  △202,445 △175,698 △241,903 

減価償却費   7,416 11,011 10,661 

ソフトウェア償却費   10,604 14,183 14,029 

連結調整勘定償却額   151 － 302 

のれん償却額   － 454 － 

賞与引当金の増減額（減少：△）   △19,338 △18,197 △732 

退職給付引当金の増減額（減少：
△） 

  6,081 5,239 6,705 

役員退職慰労引当金の増減額（減
少：△） 

  2,474 1,886 4,360 

受取利息及び受取配当金   △231 △816 △467 

社債利息   740 560 975 

為替差損益（差益：△）   △2,041 △511 △2,181 

新株発行費   31,836 － 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 － △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：△）   △19,226 9,699 △234,396 

仕入債務の増減額（減少：△）   14,702 129,909 54,102 

たな卸資産の増減額（増加：△）   2,029 △65,352 △19,407 

未払消費税等の増減額（減少：△）   7,045 △5,116 11,203 

未収消費税等の増減額（増加：△）   264 △620 398 

前受金の増減額（減少：△）   － 35,689 － 

その他資産の増減額（増加：△）   △36,552 16,108 △16,606 

その他負債の増減額（減少：△）   20,151 23,405 6,271 

その他   △125 － － 

小計   △182,042 △18,164 △380,531 

利息及び配当金の受取額   231 816 467 

利息の支払額   △501 △560 △975 

法人税等の支払額   △1,190 △946 △1,190 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △183,501 △18,854 △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   △7,997 △15,190 △9,902 

有形固定資産の売却による収入   250 － 250 

無形固定資産の取得による支出   △44,623 △28,960 △46,312 

投資有価証券の売却による収入   7,000 － 7,000 

その他   － △136 △705 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △45,371 △44,287 △49,670 
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前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成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   482,339 11,062 484,139 

少数株主からの払込による収入   3,980 － 4,006 

財務活動によるキャッシュ・フロー   461,319 △438,937 438,145 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   2,736 3,715 941 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：
△） 

  235,182 △498,364 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３四半期末
（期末）残高 

※ 1,092,772 366,410 864,775 

     

- 10 -



四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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

(決算日）等に関する事項 

連結子会社の四半期決算日が四半

期連結決算日と異なる会社は次の

通りであります。 

会社名 四半期決算日  
Visual Nexus 

Limited 
９月30日 ※１

※１．連結子会社の四半期決算日

現在の四半期財務諸表を使

用しております。なお、四

半期連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。 

同左 連結子会社の決算日が連結決算日

と異なる会社は次の通りでありま

す。 

会社名 決算日  
Visual Nexus 

Limited 
12月31日 ※１

※１．連結子会社の決算日現在の

財務諸表を使用しておりま

す。なお、連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整

を行っております。 

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しておりま

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。 

貯蔵品 

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

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

当社は従業員の賞与金の支

給に備えて、賞与支給見込

額の当第３四半期連結会計

期間負担額を計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

当社は従業員の賞与金の支

給に備えて、賞与支給見込

額の当連結会計年度負担額

を計上しております。 

 ③ 退職給付引当金 

当社は従業員の退職給付に

備えるため、当第３四半期

連結会計期間末における退

職給付債務の見込額（簡便

法により自己都合要支給額

の100％）に基づき、計上

しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

当社は従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務

の見込額（簡便法により自

己都合要支給額の100％）

に基づき、計上しておりま

す。 

 ④ 役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金に

充てるため、当社内規に基

づく当第３四半期連結会計

期間末要支給見積額を計上

しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

④ 役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金に

充てるため、当社内規に基

づく当連結会計年度末要支

給見積額を計上しておりま

す。 

 ────── （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、当社内規に基づく第

３四半期連結会計期間末要支

給見積額を計上しておりまし

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

退職金を退職時に打ち切り支

給することが決議されまし

た。 

────── 

 (4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、四半

期決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資

産及び負債は、四半期決算日

の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分

及び資本の部における為替換

算調整勘定に含めて計上して

おります。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、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３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 

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）その他四半期連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってお

ります。 

(6）その他四半期連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

  

消費税等の会計処理方法 

同左 

５．四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 同左 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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） 

 当四半期連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。 

────── （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） 

 当第３四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570,170千円であります。 

────── 
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表示方法の変更 

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

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

────── （四半期連結貸借対照表関係） 

１．前第３四半期連結会計期間末において、無形固定資産は一括掲

記しておりましたが、「ソフトウェア」の金額が当第３四半期

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。 

なお、前第３四半期連結会計期間末における「ソフトウェア」

の金額は47,274千円、「その他」の金額は9,212千円でありま

す。 

２．前第３四半期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」（前第３四半期

連結会計期間末45,511千円）については、当第３四半期連結会

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。 

────── (四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前第３四半期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、当第３四半期連結会計期間から

「のれん償却額」と表示しております。 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増減額」は、

前第３四半期連結会計期間は「その他」に含めて表示しており

ましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれている

「前受金の増減額」は0千円であります。 
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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３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31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88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。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日現在） 

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

39,166千円       49,458千円       41,364千円 

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

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 215,585千円 

賞与引当金繰入額 18,122千円 

退職給付費用 11,182千円 

役員退職慰労引当金繰入額 5,545千円 

給与・賞与 210,711千円

賞与引当金繰入額 53,908千円

退職給付費用 17,164千円

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 投資有価証券売却益は、株式の売却に

よるものであります。 

※３      ────── ※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３四半期連結会計期間
末株式数 
（株） 

発行済株式 

 普通株式 
11,978 88 － 12,066 

自己株式 

 普通株式 
－ － － － 

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

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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四半期末残高と四半

期連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半

期連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,092,772千円 

預入期間が３か月を超える

定期預金 
－千円 

現金及び現金同等物 1,092,772千円 

現金及び預金勘定 366,410千円 

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 366,410千円 

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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（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前第３四半期連結会計期間末（平成17年12月31日現在） 

有価証券 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第３四半期連結会計期間末（平成18年12月31日現在） 

有価証券 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

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

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

当第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日） 

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

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

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 3,591 

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３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日） 

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

２．各区分の主な製品及び事業 

(1）ネット関連ソフトウェア事業・・ソフトウェアの開発及びその販売等 

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

局向け機器の販売等 

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

当第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日） 

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

２．各区分の主な製品及び事業 

(1）ネット関連ソフトウェア事業・・ソフトウェアの開発及びその販売等 

(2）ネットインフラ構築事業・・・・集合住宅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。 

 

ネット関連ソ
フトウェア事
業 
（千円） 

ネットインフ
ラ構築事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 384,719 343,385 728,105 － 728,105 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ － － (－) － 

計 384,719 343,385 728,105 (－) 728,105 

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

営業損失 91,942 83,220 175,162 (－) 175,162 

 

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 272,350 561,709 834,060 － 834,060 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ － － (－) － 

計 272,350 561,709 834,060 (－) 834,060 

営業費用 432,170 596,144 1,028,315 (－) 1,028,315 

営業損失 159,820 34,435 194,255 (－) 194,255 
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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。 

【所在地別セグメント情報】 

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

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

の記載を省略しております。 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日） 

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

の記載を省略しております。 

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

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

当第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日） 

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

前連結会計年度（自平成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株当たり第３四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

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

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 64,161円06銭

１株当たり第３四半期

純損失金額 
18,962円20銭

１株当たり純資産額  47,254円29銭

１株当たり第３四半期

純損失金額 
14,407円68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

３四半期純利益金額については、潜在

株式は存在するものの１株当たり第３

四半期純損失が計上されているため記

載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりま

せん。 

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

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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３四半期（当

期）純損失金額 
   

第３四半期（当期）純損失

（千円） 
198,932 173,454 237,880 

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３四半期

(当期)純損失（千円） 
198,932 173,454 237,880 

期中平均株式数（株） 10,491 12,039 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３四半期（当期）純

損失の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権２種類（新株予

約権の数705個） 

新株予約権２種類（新株予

約権の数592個） 

新株予約権２種類(新株予

約権の数680個) 
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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、切捨てて表示しております。 

  （単位：百万円）

 

  

前第３四半期連結会計期間

  

  

当第３四半期連結会計期間

  
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 107 14.7 88 10.7 △17.0 154 12.9 

ミドルウェア部門 277 38.1 183 22.0 △33.9 441 37.0 

ネット関連ソフトウェア事業小計 384 52.8 272 32.7 △29.2 595 49.9 

アクセスソリューション部門 154 21.3 271 32.6 75.4 349 29.3 

センターソリューション部門 188 25.9 289 34.8 53.9 248 20.8 

ネットインフラ構築事業小計 343 47.2 561 67.3 63.6 598 50.1 

売上高合計 728 100.0 834 100.0 14.6 1,194 100.0 
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平成19年３月期 第３四半期財務・業績の概況（個別） 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

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

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無    ： 無 

③ 会計監査人の関与                  ： 有 

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

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

ております。 

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日 ～ 平成18年12月31日） 

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

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19年２月９日

上場会社名 ＴＣＢテクノロジーズ株式会社    （コード番号：2356 東証マザーズ） 

(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 

 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３四半期 821 14.2 △111 － △111 － △93 － 

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

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

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 

19年３月期第３四半期 △7,759 16 

18年３月期第３四半期 △14,319 55 

（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３四半期 12,039株 18年３月期第３四半期 10,491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３四半期 1,241 763 61.5 63,305 12 

18年３月期第３四半期 1,582 863 54.6 72,201 94 

（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３四半期 12,066株 18年３月期第３四半期 11,963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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）        0 円00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。 

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

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） 0 00 － － － － 

19年３月期（予想） － － 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３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31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   978,893     352,986     784,211     

２．受取手形   339     119     －     

３．売掛金   120,077     330,172     326,365     

４．たな卸資産   69,367     156,157     90,804     

５．前払費用   68,534     60,141     69,044     

６．その他   34,997     19,150     23,411     

流動資産合計     1,272,208 80.4   918,727 74.0   1,293,838 81.3 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１ 20,906     26,889     20,968     

２．無形固定資産   50,585     65,041     47,782     

３．投資その他の資産                     

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

(2）その他   30,174     21,922     20,936     

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

計   238,968     230,716     229,729     

固定資産合計     310,459 19.6   322,646 26.0   298,481 18.7 

資産合計     1,582,668 100.0   1,241,373 100.0   1,592,319 100.0 

       

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．買掛金   52,651     222,410     91,689     

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

３．前受収益   44,219     56,928     39,974     

４．未払法人税等   2,088     1,677     3,323     

５．賞与引当金   21,005     21,414     39,611     

６．その他 ※２ 63,386     98,246     48,410     

流動負債合計     233,351 14.7   400,678 32.3   273,009 17.2 

Ⅱ 固定負債                     

１．社債   425,000     －     400,000     

２．退職給付引当金   24,235     30,099     24,859     

３．役員退職慰労引当金   32,880     36,652     34,766     

４．長期前受収益   3,450     10,104     13,495     

固定負債合計     485,565 30.7   76,855 6.2   473,120 29.7 

負債合計     718,916 45.4   477,534 38.5   746,130 46.9 
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前第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31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     622,288 39.3   － －   623,188 39.1 

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   363,192     －     364,092     

資本剰余金合計     363,192 23.0   － －   364,092 22.9 

Ⅲ 利益剰余金                     

１．利益準備金   1,763     －     1,763     

２．第３四半期(当期)未処
理損失 

  123,492     －     142,854     

利益剰余金合計     △121,728 △7.7   － －   △141,090 △8.9 

資本合計     863,751 54.6   － －   846,189 53.1 

負債・資本合計     1,582,668 100.0   － －   1,592,319 100.0 

       

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  628,719 50.6  － － 

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   369,623   －   

資本準備金合計   － －  369,623 29.8  － － 

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  －   △236,266   －   

利益剰余金合計   － －  △234,502 △18.9  － － 

株主資本合計   － －  763,839 61.5  － － 

純資産合計   － －  763,839 61.5  － － 

負債純資産合計   － －  1,241,373 100.0  － － 
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(2）四半期損益計算書 

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

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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     719,484 100.0   821,822 100.0   1,173,860 100.0 

Ⅱ 売上原価     370,506 51.5   422,514 51.4   662,247 56.4 

売上総利益     348,978 48.5   399,307 48.6   511,613 43.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     469,473 65.3   510,414 62.1   650,807 55.4 

営業損失     120,494 △16.8   111,106 △13.5   139,194 △11.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１   1,521 0.2   2,544 0.3   1,975 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２   34,520 4.8   2,761 0.4   35,377 3.0 

経常損失     153,493 △21.4   111,323 △13.6   172,597 △14.7 

Ⅵ 特別利益 ※３   4,695 0.7   23,048 2.8   4,695 0.4 

Ⅶ 特別損失 ※４   － 0.0   4,428 0.5   21 0.0 

税引前第３四半期（当
期）純損失 

    148,798 △20.7   92,704 △11.3   167,923 △14.3 

法人税、住民税及び事
業税 

    1,428 0.2   708 0.1   1,665 0.1 

第３四半期（当期）純
損失 

    150,226 △20.9   93,412 △11.4   169,588 △14.4 

前期繰越利益     26,734     －     26,734   

第３四半期（当期）未
処理損失 

    123,492     －     142,854   
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(3）四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31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３四半期会計期間中の

変動額 
      

新株の発行 5,531 5,531 － － 11,062 11,062 

当第３四半期純損失（△）       △93,412 △93,412 △93,412 

当第３四半期会計期間中の

変動額合計（千円） 
5,531 5,531 － △93,412 △82,350 △82,350 

平成18年12月31日 残高 

（千円） 
628,719 369,623 1,763 △236,266 763,839 763,839 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 
前第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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第３四

半期会計期間負担額を計上して

おります。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与金の支給に備え

て、賞与支給見込額の当期負担

額を計上しております。 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当第３四半期会計期間末に

おける退職給付債務の見込額

（簡便法により自己都合要支給

額の100％）に基づき、当四半

期会計期間末において発生して

いると認められる額を計上して

おります。 

(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３四

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 

(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。 

 ────── （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、当社内規に基づく第

３四半期連結会計期間末要支

給見積額を計上しておりまし

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

退職金を退職時に打ち切り支

給することが決議されまし

た。 

────── 

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

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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） 

 当四半期会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。 

────── （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） 

 当第３四半期会計期間より「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763,839千円であります。 

────── 
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(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） 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間につきましては、当第３四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３四半期会計期間および前第３四半期会計期間ならびに前事業年度に係る「有価証券関係」（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、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） 

 四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31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 ※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 

     38,456千円            47,512千円       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３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 144千円

為替差益 1,200千円

受取利息    88千円

為替差益   2,240千円

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 21千円

社債利息 740千円

支払保証料 1,852千円

新株発行費償却 31,836千円

たな卸資産廃棄損   980千円

社債利息    560千円

支払保証料 1,121千円

たな卸資産評価損    98千円

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

投資有価証券売却益 4,570千円

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 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

  商号変更費用 4,428千円

    

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 4,601千円

無形固定資産 12,949千円

有形固定資産  7,100千円

無形固定資産   17,225千

円

有形固定資産  6,755千円

無形固定資産   17,238千

円

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

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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。 
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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、切捨てて表示しております。 

  （単位：百万円）

 

  

前第３四半期会計期間 

  

  

当第３四半期会計期間 

  
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 98 13.7 76 9.3 △22.1 134 11.4 

ミドルウェア部門 277 38.6 183 22.3 △33.9 441 37.6 

ネット関連ソフトウェア事業小計 376 52.3 260 31.6 △30.8 575 49.0 

アクセスソリューション部門 154 21.5 271 33.1 75.4 349 29.8 

センターソリューション部門 188 26.2 289 35.3 53.9 248 21.2 

ネットインフラ構築事業小計 343 47.7 561 68.4 63.6 598 51.0 

売上高合計 719 100.0 821 100.0 14.2 1,173 100.0 
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