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ビジネス環境の変化と当社の事業I
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ブロードバンドインターネットビジネスの環境変化

ポストブロードバンド社会へ・・・
ワークスタイルの変化

（ユビキタス環境）

光ネットワークの

普及加速

無線技術進化

（ユビキタス環境）

通信のIP統合

固定･携帯電話の
融合（FMC)

WEB 2.0
デジタル放送

通信・放送の融合

２００４年度、TCB創業期～拡大期の収益の柱であった下記事業が急速に縮小

①CATVインターネット関連システム

②文教自治体市場向けビデオ会議ソフトウェア

③Windows-UNIXエミュレーター

情報セキュリティ

の危機感

２００５年度以降をTCB第２創業期と位置付け、下記事業を主力事業にすべく活動

①エンタープライズ市場向けリアルタイムコミュニケーションシソフトウェアVisualNexus

②サーバーベースコンピューティング（SBC)ソフトウェア

③ビジターベースネットワークシステム（VBN)

④マンション光統合ソリューション（FTTR)

仮想化技術

クラスタリング

２００６年度 「TCBテクノロジーズ」として 第２拡大期を目指し、新製商品開発を継続
①VisualNexus SIP optionの開発によりIP-PBXやMicrosoft Office連携ソリューションという新市場へ。（VC部門）

②SBCソフトウェア Propalms TSEの新バージョン でWindows市場再挑戦＋MKS X/Server投入。（MW部門）

③ホテル・マンション系通信ソリューション＋ユビキタスセンサーネットワーク製品開発着手。（AS部門）

④ハイパフォーマンスコンピューティングに向けたクラスターサーバーソリューションを新たな事業基軸に。（CS部門）

２００６年度 「TCBテクノロジーズ」として 第２拡大期を目指し、新製商品開発を継続
①VisualNexus SIP optionの開発によりIP-PBXやMicrosoft Office連携ソリューションという新市場へ。（VC部門）

②SBCソフトウェア Propalms TSEの新バージョン でWindows市場再挑戦＋MKS X/Server投入。（MW部門）

③ホテル・マンション系通信ソリューション＋ユビキタスセンサーネットワーク製品開発着手。（AS部門）

④ハイパフォーマンスコンピューティングに向けたクラスターサーバーソリューションを新たな事業基軸に。（CS部門）
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2005～2006年度経営基本テーマ

2005/2006年度の基本テーマ：「変革と創造」

＜収益構造改革＞

収益基盤の再構築/ポートフォリオの見直し

事業・製品の見極め

事業効率・採算性の追求

ＥＸＩＴルールの徹底

新市場・新製品の開拓
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新商材の

開拓・投入

ビジネスチャンスが高まる分野を中心に、新商材を積極的に開拓・投入し、

既存の製品・サービスと入れ替えを行なう。

ビジネスチャンスが高まる分野を中心に、新商材を積極的に開拓・投入し、

既存の製品・サービスと入れ替えを行なう。

VisualNexus

新規市場
既存事業

成長市場

成熟市場

CATV

インターネットシステム

VDSL

FTTR

クラスターサーバー
ソリューション
（CSS）

インフラ
事業系 企画中

ソフトウェア
事業系

UNIX/Windows
エミュレータ

製商品ポートフォリオマップ

SSL-VPN

製商品ポートフォリオ構成と成長の方向性

アドホック/ユビキタス

ネットワーク

ソリューションSBC

Visitor Based

Network
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２００７年３月期の業績II
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2007年3月期の業績分析

2006/3期 経常損益 2007/3期 経常収益

売上
1,194

原価
669

販管費
739

売上
1,351

AS,CSSを中心に
売り上げ増加

粗利率が高い
ソフトウェア製品の
構成比率が上がらず

VN製品価値維持のため
開発費、VNL販売力強化

CSS事業・販売力強化の
ための人員増強

営業外費用 32
経常利益
△247

原価
724

販管費
804

経常利益 △179

VC:ビジュアルコミュニケーション

MW:ミドルウェア

AS:アクセスソリューション

CS:センターソリューション

CSS:クラスターサーバーソリューション

・VC部門、MW部門という、利益率の高い製商品を扱う部門の伸び悩み。
・AS部門では、機器販売にソリューションを組み合わせ実績を作り、大きく伸長。
・CS部門は、クラスターサーバーソリューションが本格的に立ち上がり、新たな軸となる。

・VC部門、MW部門という、利益率の高い製商品を扱う部門の伸び悩み。
・AS部門では、機器販売にソリューションを組み合わせ実績を作り、大きく伸長。
・CS部門は、クラスターサーバーソリューションが本格的に立ち上がり、新たな軸となる。

(単位：百万円） 2006/3 2007/3 前年度比
売上高 1,194 1,351 156
売上総利益 524 626 102
売上総利益 43.9% 46.3% 2.4%
販管費 739 804 65
販管費率 61.9% 59.5% -2.4%
営業利益 △ 215 △ 178 36
営業利益率 -18.0% -13.2% 4.8%
経常利益 △ 247 △ 179 68
経常利益率 -20.7% -13.3% 7.3%
当期純利益 △ 237 △ 187 50
当期純利益率 -19.9% -13.9% 6.0%

連結
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2007年3月期各部門の主要アクション

【AS部門：プロダクト関連】
・大手ホテルチェーンでの実績を横展開(#33､#38)

（小田急系、ホテル日航東京、ハートン(#33)など）

・センサーネットワーク系ソリューションの開発(#32)

・IP３社との連携強化(#36)

(

(*） Monthly TCB Vol.33をご参照下さい
(**） Monthly TCB Vol 32をご参照下さい

【AC部門：FTTR関連】
・トリプルプレイ普及を見据えた光化の推進(#30)

・大型案件（芝浦アイランドタワー）完工(#41)

・これによる、ゼネコン、デベロッパーとの関係強化

・REITという新しいチャネルの開拓(#36)

・光システム普及によるスケール拡大・コストダウン (#41)

【CS部門】
・大手SIベンダーと連携した販売・ソリューション提供

・企業R&D部門、政府系研究機関への導入実績

・InfiniBandスイッチ製品供給元であるSilverStorm社を
買収したQLOGIC社との関係構築

・サーバー・ストレージ向け新ソリューションのR&D(#41)

【全社レベル】
・ダイワボウ情報システムとの連携強化

（DiSわぁるどなどへの出展(#34,#37,#38) 、

共同セミナー(#35)開催）

・それらを通した全国販売力の強化

・社債の早期償還(#37)

・社名変更(#35)

【VC部門】
・VN導入の推進、実績の拡大展開

（SUMITEM(#30)、ZOA (#32) 、静岡銀行(#35)など）

・沖電気をはじめとしたSIパートナーとの連携強化(#34)

・SIP NAT越えソリューションの開発･投入(#37)

・VNLにおける海外販売推進

（EDFトレーディング(#31)、Wainhouse Research (#33) ）

【MW部門】
・Propalms TSEによるCitrix社市場への進出

（ベニーエステート(#34)など）

・アプリケーションベンダー等との提携推進、販売強化

（会計パッケージ、内部統制(#37)など）

・Propalms ISVパートナー制度導入(#39)

・MKS/X Server製品投入(#40)

(注：文中の#番号は、当社株主通信「Monthly TCB」の掲載号を示す)
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2007年3月期 部門別の業績分析

2006年3月期 売上高・構成比率 2007年3月期 売上高・構成比率

CS：205百万円

25.4%

AS：344百万円

29.3%

VC：154百万円

12.9%

MW：441百万円

37.0%

CS：454百万円

33.6%

AS：523百万円

38.8%

VC：135百万円

10.0%

MW：237百万円

17.6%

連結売上高1,194百万 連結売上高1,351百万

・VC部門は、大型案件が少なく、減収となった。
・MW部門は、SBCツールが善戦するも、SSL VPN-plusが期待外れだった。
高収益製品群を抱える同部門は、収益での貢献があった。
・AS部門では、VBN関連の機器販売＋ソリューションが大きく売上を伸ばした。
光統合（FTTR）はエポックメイキング的な大型案件があったが、売上はほぼ横ばい。
・CS部門では、CATV関連ソリューションから完全に切替が行なわれたクラスター
サーバーソリューションにより、大きく売上を伸ばした。

・VC部門は、大型案件が少なく、減収となった。
・MW部門は、SBCツールが善戦するも、SSL VPN-plusが期待外れだった。
高収益製品群を抱える同部門は、収益での貢献があった。
・AS部門では、VBN関連の機器販売＋ソリューションが大きく売上を伸ばした。
光統合（FTTR）はエポックメイキング的な大型案件があったが、売上はほぼ横ばい。
・CS部門では、CATV関連ソリューションから完全に切替が行なわれたクラスター
サーバーソリューションにより、大きく売上を伸ばした。

+11.3%
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バランスシートの構成

・金利上昇局面を考慮し、社債残額を9月末までに全額償還。自己資本比率53.5％。

・CSS事業拡大で売掛金・買掛金が増加するも、当座は手持ち資金で対応可能。

・金利上昇局面を考慮し、社債残額を9月末までに全額償還。自己資本比率53.5％。

・CSS事業拡大で売掛金・買掛金が増加するも、当座は手持ち資金で対応可能。

固定資産 95百万

うち現金及び預金

864百万

資本
728百万

流動資産
1,398百万

流動負債
289百万

固定負債
473百万

自己資本
比率
48.8％

２００６年３月末 バランスシート

総資産 1,494百万円

（連結）
２００７年３月末 バランスシート

（連結）

固定負債
85百万

総資産 1,039百万円

私募債を
全額償却

流動資産
938百万

流動負債
393百万

自己資本
比率
53.5％

私募債償却
に伴う現金減

固定資産 100百万

うち現金及び預金

264百万

株主資本
555百万

CSSで
売掛金・
買掛金増加
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2007年3月期の結果に基づく経営判断

・CS部門は今後の基盤事業としてCSSに注力。そのためのリ

ソースの積極投下。

・VC部門は業績本格化に時間を要すると判断しEXITを決断、

沖電気工業㈱に事業譲渡することを決定。

・それに伴う組織の再編成。MW部門とCS部門から成る新たな

事業本部を編成し顧客基盤とそこに提供するソリューションノ

ウハウを共有。
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VN事業譲渡の背景

【VN事業譲渡の背景】
・自社で開発を行い、2003年6月に発売を開始したVNは、初期投資、継続的な開発費用を要する。

・VNは市場で高い評価をうけているが、対象市場の立ち上がり速度が当初の期待には及ばない。

・限られた営業リソースなどにより、売上は限定的な数字に留まる。

・開発費用、営業・販促コストなどの負担が大きく、当社営業損失の大きな部分を占めている。

・よって、ブランド力、営業力、および資金投下力などの経営資源を十分に有し、かつVNの販売、導入、保

守の実績を有する企業グループへの譲渡を検討し、沖電気工業㈱と事業譲渡契約を締結。VN事業すべ

て５月21日に譲渡することに決定。（譲渡価格：85百万円）

多地点ビデオ会議システム「Visual Nexus (VN)」は、早期黒字化の見通しが立たないため撤退。

沖電気工業に対し、ソフトウェア、IP(知的資産）、人材を含め、一括事業譲渡。

多地点ビデオ会議システム「Visual Nexus (VN)」は、早期黒字化の見通しが立たないため撤退。

沖電気工業に対し、ソフトウェア、IP(知的資産）、人材を含め、一括事業譲渡。

<連結> VN部門 全社 構成比率 <個別> VN部門 全社 構成比率
売上高 135 1,351 10.0% 売上高 112 1,328 8.4%
売上総利益 102 626 16.3% 売上総利益 81 605 13.4%
営業利益 △ 174 △ 178 - 営業利益 △ 77 △ 80 -
経常利益 △ 174 △ 179 - 経常利益 △ 77 △ 81 -

（注）VN部門の営業利益・経常利益数値には、全社経費の賦課分を含まず

2007年3月期、VN部門および全社の損益比較
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２００７年度の取組みIII
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クラスタリングとセキュリティを基軸とする

次世代エンタープライズネットワーキング技術

光ネットワーク社会、ユビキタスネットワーク社会の

アクセスインフラ構築に係わる製品・ソリューション

「情報コミュニケーション分野でユニークな価値の創造をもって貢献する技能集団」

「情報コミュニケーション分野で他に無い卓越した製品・サービスを提供し、市場で強い
プレゼンスを築く」

（以上 企業理念・経営方針より抜粋）

組織改編に基づく新組織体制

ミドルウェア部

（セキュアリモート
アクセス製品）

クラスターサーバー部

（クラスタリング
テクノロジー）

サーバーソリューションズ事業本部

従来事業カテゴリ
B&Cエンジニアリング事業本部

従来事業カテゴリ（アクセスソリューション部門）

ユビキタスネットワーク部

ホテル・マンション等の
通信機器・ソリューション

双方向RFID他

光統合システム部

（マンション
光マルチメディア）

（ミドルウェア部門） （センターソリューション部門）

新設
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【2007年度の主要取組み】

CS部門：クラスターサーバーソリューション（CSS）の方針
・CSSのトータルサプライヤーとして、市場プレゼンスを確固たるものに強化。

・チャネル連携強化・製品ラインナップ拡充により顧客基盤を拡大し、売上、利益の急増を目指す。

【ビジネス環境のトレンド】
クラスタリング技術による

超高速処理の普及

Windows CCS 2003

企業R&D部門からの

需要増

筑波大・東大・京大など大学

研究機関での導入活発化

【基本戦略】
サーバー/ストレージにおける

潜在ニーズの開拓・
製品企画・販売

InfiniBand製品を

中心とした既存商流の

確立・拡大

ＩＢＡＳなど既存製品を
応用したパッケージの
投入・実績作り

ベンダーとの提携強化

取扱いラインナップ強化

大手SIパートナーとの
連携体制の確立

ストレージなどの大容量化・

低価格化による普及の加速

センターソリューション部門の展開

新規商流の確立・拡大
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【2007年度の主要取組み】

ミドルウェア部門 （MW）の方針
・サーバーベースコンピューティング（SBC）ツールを中心とした、セキュリティ分野での拡大展開。

・新たな製品ラインナップの拡充、オリジナル商材を投入するための取り組み。

【ビジネス環境のトレンド】

SBCによるITシステム

一括管理・TCO削減

シンクライアント
ブーム

【基本戦略】

自治体市場の
攻略・横展開

新商材のための
人的・時間的リソース

の投下

Propalms TSEの
ISV/SIとの
バンドル販売

新商材開拓競合製品とのコンペ
・シェア奪取

アプリケーションと
連携した販促展開
・認知度向上

情報セキュリティ・

内部統制対策の要請

情報漏えい対策の

必要性の高まり

ミドルウェア部門の展開

導入・運用などの
トータルサービス付加

製品販売取扱いと、
派生する役務の受注
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【2007年度の主要取組み】

アクセスソリューション部門 （①ユビキタス）の方針
・ホテル向けアクセス管理機器販売・ソリューションは、これまでの実績を活かして拡大展開＋付加価値向上。

・双方向RFIDなどの新技術を活用したソリューションの製品化、市場投入を目指す。

【ビジネス環境のトレンド】

ユビキタス社会の

本格到来

無線LAN技術向上

(ｱﾄﾞﾎｯｸ､ﾒｯｼｭﾈｯﾄ)

新用途の提案

(位置情報、モニタリング)

ブロードバンド差別化の

ための付加価値向上

【基本戦略】

双方向RFIDの新製品の開発、
パートナーとのアライアンスによる拡販

既存VBN市場（ホテル、賃貸マンション等）
におけるネットワークソリューションのシェア拡大、

リーディングポジション確立

IP３実績をアピールする
販促･広告宣伝

ホテル・賃貸マンションへの
ソリューション提案の強化

アクセスソリューション部門の展開①ユビキタス

ZigBeeベース製品の
商品化、実績作り

機能補完・規模拡大の
ためのパートナー提携

Visitor Based Network Ubiquitous Sensor Network

Visitor Based Network Ubiquitous Sensor Network
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【2007年度主要取組み】

アクセスソリューション部門（②光統合システム）の方針
・集合住宅向けのマルチメディア光ファイバーソリューションで、事業基盤を確立。

・建設不動産市場にICT応用製品/ソリューションを提供。

【ビジネス環境のトレンド】
光ネットワークの

普及の加速
高品質デジタル放送

多チャンネル

様々な業種から
光統合に対する
幅広い関心

技術革新・普及による

コストの低下

【基本戦略】

スケールメリット訴求による
コスト優位性の確立

販路の拡充
（ゼネコン、デベロッパー、REIT、
マンション管理会社など）

既存商流の確立・拡大 双方向RF-ID商材の応用

アクセスソリューション部門の展開②光統合システム

ソリューションメニューの拡大
ユニークな資機材商権の獲得
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２００７年度の業績予想IV
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2008年3月期業績予想

2008年3月期の業績予想と対前年度比較

・AS、MW、CS各部門事業は従来路線を推し進め、CS部門のCSSでは更なる
急拡大を狙う。

・VC部門事業撤退により、今期より子会社VNLが連結から外れるため、単体
（個別）のみの開示となる。

・AS、MW、CS各部門事業は従来路線を推し進め、CS部門のCSSでは更なる
急拡大を狙う。

・VC部門事業撤退により、今期より子会社VNLが連結から外れるため、単体
（個別）のみの開示となる。

2006/9実績 2007/9予想 前年度増減 2007/3実績 2008/3予想 前年度増減
売上高 438 500 +356 1,351 1,800 449
営業利益 ▲ 161 ▲ 100 +197 ▲ 178 50 228
営業利益率 -36.9% -20.0% - -13.2% 2.8% -

経常利益率 ▲ 162 ▲ 100 +197 ▲ 179 50 229
経常利益率 -37.0% -20.0% - -13.3% 2.8% -

当期純利益 ▲ 137 ▲ 98 +177 ▲ 187 45 232
当期利益率 -31.3% -19.6% - -13.9% 2.5% -

（単位：百万円）
中　間　期 通　　期
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CSSでの事業拡大をはじめとし、全ての部門において売上増と、製商品のライ
ンナップ拡充を目指す。
CSSでの事業拡大をはじめとし、全ての部門において売上増と、製商品のライ
ンナップ拡充を目指す。

2007年3月期実績 売上高・構成比率 2008年3月期予想 売上高・構成比率

売上高：1,800百万円（個別）連結売上高：1,351百万円

部門別売上高予想

MW：345
19.2％

VC（5月まで）
15/0.8％

CS：454

33.6%

AS：523

38.8%

VC：135

10.0%

MW：237

17.6%

（単位：百万円） （単位：百万円）

売上高
前年度比
+33.2%

CS：770
42.8％

AS：670
37.2％
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２００７年度 基本テーマ

「成長軌道への挑戦」

(基盤事業の拡大と新事業の開拓）

□ 基盤事業の深耕・拡大

□ 新事業・新市場の開拓

□ 事業･製品ポートフォリオ精査

2007年度 基本テーマ

変革と創造変革と創造
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TCBテクノロジーズ株式会社
お問合せ：経営企画室長 小岩井孝一
〒108-0075 
東京都港区港南２―１１―１９ 大滝ビル
TEL 03-5715-0620 
FAX 03-5715-0617 
e－mail: koiwai_koichi@tcbtech.co.jp

TCBテクノロジーズは、新たなビジネス機会を積極的に開拓
しながら、情報コミュニケーション分野において、ユニークな
価値の創造することをもって、市場に強いプレゼンスを築い

て参ります。本日はありがとうございました。

TCBテクノロジーズは、新たなビジネス機会を積極的に開拓
しながら、情報コミュニケーション分野において、ユニークな
価値の創造することをもって、市場に強いプレゼンスを築い

て参ります。本日はありがとうございました。

この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合理的に入
手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないような特別事
情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。

当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記
載の見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えなられるようお願い致します。

なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送などを行わないようにお願い致します。


