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１．平成20年３月期第１四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年３月期第１四半期 133 △12.3 △81 － △80 － △90 －

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

19年３月期 1,328 － △80 － △81 － △331 －

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

20年３月期第１四半期 △7,478 39 － －

19年３月期第１四半期 △4,973 28 － －

19年３月期 △27,478 15 － －

(2）財政状態  

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

20年３月期第１四半期 795 439 55.2 36,310 91

19年３月期第１四半期 1,542 791 51.3 65,840 86

19年３月期 997 529 53.1 43,789 31

(3）キャッシュ・フローの状況  

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

20年３月期第１四半期 2 49 － 303

19年３月期第１四半期 － － － －

19年３月期 － － － －

（注）当社は平成19年3月期は連結財務諸表作成会社であったため、平成19年３月期第１四半期および平成19年３月期

の個別キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 －  －  0 00

20年３月期 －  －  0 00

20年３月期（予想） －  －  0 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 500 16.2 △100 － △100 － △98 － △8,105 20

通期 1,800 35.5 50 － 50 － 45 － 3,721 77
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４．その他

(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

（注）詳細は、14ページ「四半期財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。

(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。

(4）連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 　　　　　　　　　　　　　　　 ： 有

　平成19年５月21日に唯一の連結子会社であったVisual Nexus Limitedの株式を全て売却したため、当第１四半期会

計期間より四半期連結財務諸表は作成しておりません。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 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。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

 当社の属する情報コミュニケーション分野の当第１四半期会計期間の状況は、前年度に引き続き自治体や研究機関を

含む企業のIT投資環境は好調に推移しております。従って、当社の仕掛り中の案件数自体は高水準を維持しております

が、例年どおり成約・売上件数は少ない時期となっております。なお、価格競争は激化の兆しを見せております。

　当社は、平成19年５月11日の開示のとおり、平成19年５月21日をもってビジュアルコミュニケーション部門の事業を

沖電気工業株式会社に譲渡いたしました。その結果、当社唯一の連結子会社であったVisual Nexus Ltd.（英国）も当

社の連結子会社ではなくなりましたので、当第１四半期会計期間より個別業績のみの開示となります。また、事業区分

もそれに伴い変更しております。

　当第１四半期の業績は、売上高133百万円（前年同期比18百万円減収）、営業損失81百万円（前年同期比１百万円良

化）、経常損失80百万円（前年同期比２百万円良化）となりました。

　当第１四半期会計期間の部門別概要は、次の通りです。

(1)アクセスソリューション部門

ユビキタスネットワーク関連ビジネスでは、従来からの主力である集合住宅ブロードバンド化機器や来訪者用ネッ

トワーク（VBN）関連の製品・ソリューションビジネスは、ほぼ計画どおりに進捗しております。

光統合ソリューションビジネス（FTTR）は、殆どの案件が年度末の結了であり当第１四半期会計期間の売上計上は

殆どありません。

アクセスソリューション部門の当第１四半期会計期間の売上高は、50百万円（前年同期比５百万円増収）と、ほぼ

前年同期並の水準となりました。

(2)クラスターサーバー部門

クラスターサーバー部門では、当第１四半期会計期間の売上高は、32百万円（前年同期比２百万円増収）と、ほぼ

前年同期と同水準かつ期首の計画どおりの結果となりました。当部門も期末（下半期）集中型のビジネスですが、

価格競争が激化してきていることが今後の懸念材料です。

(前第１四半期会計期間における売上高30百万円は、旧センターソリューション部門に含めて表示しております。）

(3)ミドルウェア部門

ミドルウェア部門では、SBC関連ツール製品等に一部に期ずれがありました。今後、自治体・企業向け案件や業務用

パッケージソフトベンダーとのタイアップによる案件数の増加に期待がかかります。

ミドルウェア部門の当第１四半期会計期間の売上高は、40百万円（前年同期比２百万円減収）と、ほぼ前年同期並

みの水準となりました。

(4)ビジュアルコミュニケーション部門

Visual Nexus関連事業は、上述のとおり平成19年５月21日をもって、沖電気工業株式会社に事業譲渡いたしました。

当第１四半期会計期間（実際は、平成19年4月1日から平成19年5月20日まで）における同事業の売上高は、10百万円

（前年同期比16百万円減収）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

(1)貸借対照表に関する情報

当第１四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末比168百万円減少の732百万円となりました。これは、主とし

て当第１四半期会計期間中に売掛金の回収が進んだことによります。固定資産は、同34百万円減少の63百万円とな

り、総資産は、同202百万円減少の795百万円となりました。

流動負債は、同89百万円減少の292百万円、固定負債は、同22百万円減少の63百万円、純資産は、同90百万円減少の

439百万円となり、負債純資産合計は、同202百万円減少の795百万円となりました。この結果、純資産比率は、

55.2％となり前事業年度末比2.1ポイント上昇しました。

(2)キャッシュ・フローに関する情報 

　当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ52百万円

増加し、303百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は２百万円となりました。これは主として税引前第１四半期純損失89百万円、売上債

権の減少額264百万円および仕入債務の減少129百万円によるものです。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は49百万円となりました。これは主として事業譲渡による収入66百万円および貸付に

よる支出11百万円によるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において財務活動はありませんでした。
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３．業績予想に関する定性的情報

 アクセスソリューション・クラスターサーバー両部門は計画どおりに進捗しており、ミドルウェア部門は一部に計画比

遅れはあるものの期中に結了するものと見込まれます。従い、現時点において中間・期末ともに平成19年5月11日に公表

した業績予想に変更はありません。今後のリスク要因としては、一部製品の値下げ圧力に伴う売上高および利益率の減

少が挙げられます。
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４．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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  851,594   303,665   251,609   

２．受取手形 ※３ 23,150   7,998   5,533   

３．売掛金  132,985   221,331   487,964   

４．たな卸資産  134,678   137,596   127,718   

５．前払費用  63,752   53,287   39,022   

６．その他  26,512   39,086   19,148   

７．貸倒引当金  －   △30,607   △30,607   

流動資産合計   1,232,672 79.9  732,359 92.1  900,389 90.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 20,035   22,184   24,232   

２．無形固定資産  60,128   11,342   53,213   

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式  212,108   －   0   

(2）その他  21,012   32,837   23,458   

貸倒引当金  △3,314   △3,314   △3,314   

計  229,806   29,522   20,143   

固定資産合計   309,970 20.1  63,049 7.9  97,589 9.8

資産合計   1,542,643 100.0  795,408 100.0  997,979 100.0

          

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  51,248   110,579   240,031   

２．一年内償還社債  50,000   －   －   

３．未払金  57,900   45,285   24,898   

４．前受収益  61,146   76,292   42,103   

５．賞与引当金  20,661   15,758   41,762   

６．その他 ※２ 32,917   44,794   33,846   

流動負債合計   273,874 17.7  292,710 36.8  382,642 38.3

Ⅱ　固定負債           

１．社債  400,000   －   －   

２．退職給付引当金  27,845   20,449   38,840   

３．役員退職慰労引当金  36,652   25,662   36,652   

４．長期前受収益  12,996   17,551   10,388   

固定負債合計   477,493 31.0  63,662 8.0  85,880 8.6

負債合計   751,367 48.7  356,373 44.8  468,522 46.9
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前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 625,588 40.5 630,336 79.2 630,336 63.2

２．資本剰余金

(1) 資本準備金 366,492 371,240 371,240

資本準備金合計 366,492 23.8 371,240 46.7 371,240 37.2

３．利益剰余金

(1) 利益準備金 1,763 1,763 1,763

(2) その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △202,568 △564,304 △473,883

利益剰余金合計 △200,804 △13.0 △562,540 △70.7 △472,119 △47.3

株主資本合計 791,275 51.3 439,035 55.2 529,456 53.1

純資産合計 791,275 51.3 439,035 55.2 529,456 53.1

負債純資産合計 1,542,643 100.0 795,408 100.0 997,979 100.0
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(2）四半期損益計算書

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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   152,547 100.0  133,783 100.0  1,328,358 100.0

Ⅱ　売上原価   66,366 43.5  54,311 40.6  722,653 54.4

売上総利益   86,181 56.5  79,471 59.4  605,705 45.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   168,615 110.5  160,609 120.1  686,456 51.7

営業損失   82,433 △54.0  81,137 △60.7  80,750 △6.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  747 0.5  1,010 0.8  2,778 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  842 0.6  4 0.0  3,377 0.2

経常損失   82,527 △54.1  80,131 △59.9  81,349 △6.1

Ⅵ　特別利益 ※３  23,048 15.1  － －  23,048 1.7

Ⅶ　特別損失 ※４  － －  9,721 7.3  268,951 20.2

税引前第１四半期（当
期）純損失

  59,479 △39.0  89,852 △67.2  327,253 △24.6

法人税、住民税及び事
業税

  234 0.1  568 0.4  3,776 0.3

第１四半期（当期）純
損失

  59,714 △39.1  90,421 △67.6  331,029 △24.9
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

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

第１四半期会計期間中の変動

額

新株の発行 2,400 2,400   4,800 4,800

第１四半期純損失（△）    △59,714 △59,714 △59,714

第１四半期会計期間中の変動

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

平成18年６月30日　残高

（千円）
625,588 366,492 1,763 △202,568 791,275 791,275

当第１四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
630,336 371,240 1,763 △473,883 529,456 529,456

第１四半期会計期間中の変動

額

新株の発行       

第１四半期純損失（△）    △90,421 △90,421 △90,421

第１四半期会計期間中の変動

額合計（千円）
   △90,421 △90,421 △90,421

平成19年６月30日　残高

（千円）
630,336 371,240 1,763 △564,304 439,035 439,035

前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３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

事業年度中の変動額

新株の発行 7,148 7,148   14,296 14,296

当期純損失（△）    △331,029 △331,029 △331,029

事業年度中の変動額合計（千

円）
7,148 7,148  △331,029 △316,733 △316,733

平成19年３月31日　残高

（千円）
630,336 371,240 1,763 △473,883 529,456 529,456
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第１四半期純損失(△）  △89,852

減価償却費  3,100

ソフトウェア償却費  256

事業譲渡関連損失  5,958

賞与引当金の増減額（減少：△）  △26,003

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △18,391

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  △10,990

受取利息及び受取配当金  △53

為替差損益（差益：△）  △130

売上債権の増減額（増加：△）  264,237

仕入債務の増減額（減少：△）  △129,451

たな卸資産の増減額（増加：△）  △28,767

未払消費税等の増減額（減少：△）  △8,547

前受金の増減額（減少：△）  18,199

その他資産の増減額（増加：△）  △57,399

その他負債の増減額（減少：△）  83,847

小計  6,011

法人税等の支払額  △3,704

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,307

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  △1,576

無形固定資産の取得による支出  △3,594

事業譲渡による収入  66,589

貸付による支出  △11,800

投資活動によるキャッシュ・フロー  49,617

Ⅲ　財務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  －

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  130

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  52,055

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  251,609

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四半期末残高 ※ 303,665

  

（注）前第１四半期会計期間および前事業年度は第１四半期連結財務諸表および連結財務諸表を作成しておりますの

で、前第１四半期会計期間および前事業年度に係る個別キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

───── 　当社は、前々事業年度において139,194千円、

前事業年度において80,750千円の営業損失を

計上しており、当第１四半期会計期間におい

ても81,137千円と継続的に営業損失を計上し

ております。これにより、当社には継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。

当社は、平成19年5月21日に不採算部門であっ

たビジュアルコミュニケーション部門の事業

譲渡を行い、経費効率の改善を図ると共に、

より伸びの見込めるクラスターサーバー部門

等への経営資源の集中を図っております。こ

れにより、当期中に、将来に亘り営業利益を

上げ続けられる体制を構築する予定です。

四半期財務諸表は、継続企業を前提として作

成されており、上記のような重要な疑義の影

響を四半期財務諸表に反映しておりません。

　当社は、前事業年度において139,194千円、

当事業年度に80,750千円の営業損失を計上し

ております。これにより、当社には継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。

　今後におきましては、事業全体の抜本的な

改革に取り組むとともに、平成19年5月21日に

ビジュアルコミュニケーション部門を沖電気

工業株式会社へ譲渡する予定です。これに伴

い、より大きな伸びを見込める事業へ経営資

源を集中し、売上の増加並びに業績の回復に

努めます。 

　財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、上記のような重要な疑義の影響を財

務諸表には反映しておりません。
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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………………８年～15年

工具器具備品……３年～10年

(1）有形固定資産

同左

(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１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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１四

半期会計期間負担額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支給に備え

て、賞与支給見込額の当期負担

額を計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当第１四半期会計期間末に

おける退職給付債務の見込額（簡

便法により自己都合要支給額の

100％）に基づき、当第１四半期

会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務の見込額（簡便法により自己

都合要支給額の100％）に基づき、

計上しております。

────── ────── （追加情報） 

　平成19年5月11日開催の取締

役会において、ビジュアルコ

ミュニケーション部門を譲渡す

ることが決議されたため、事業

再編に伴い発生する従業員の退

職金等の支出見込額を計上して

おります。(特別退職金：9,889

千円）

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金に充てるた

め、当社内規に基づく当第１四

半期会計期間末要支給見積額を

計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(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、

当社内規に基づく当第１四半期

会計期間末要支給見積額を計上

しておりましたが、平成18年６

月22日の定時株主総会において、

当該総会日をもって役員退職慰

労金制度を廃止するとともに、

現任の常勤役員に対する当第１

四半期会計期間末までの在任期

間に応じた役員退職金を打ち切

り支給することが決議されまし

た。

　なお、役員退職慰労引当金残

高は、各役員の退職時に当該役

員に対する引当額を取り崩し支

給することとしております。

────── （追加情報） 

　従来、役員退職慰労引当金は、

役員の退職慰労金に充てるため、

当社内規に基づく当事業年度末

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
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５．四半期キャッシュ・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。

──────

６．その他四半期財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（役員賞与に係る会計基準）

　当第１四半期会計期間より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年

11月29日）を適用しております。

　なお、当該会計基準の適用による当第１四半

期財務諸表への影響はありません。

────── ──────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当第１四半期会計期間より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。これに

よる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は791,275千円であります。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

 当事業年度より「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。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は529,456千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当第１四半期会計期間より「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計基準第

８号　平成17年12月27日）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号　平成17年12月27

日）を適用しております。

　なお、当該会計基準及び適用指針の適用によ

る当第１四半期財務諸表への影響はありません。

────── ──────

（株主資本等変動計算書に関する会計基準）

　当第１四半期会計期間より「株主資本等変動

計算書に関する会計基準」（企業会計基準第６

号　平成17年12月27日）及び「株主資本等変動

計算書に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第９号　平成17年12月27日）を

適用しております。

────── ──────

────── （固定資産の減価償却方法の変更）

　当第１四半期会計期間から法人税等の改正

((所得税法等の一部を改正する法律　平成19年

３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令　平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取

得した資産については、改正後の法人税法に定

める方法に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

──────
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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成19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

  42,125千円            50,905千円       50,108千円

※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　　　　　─────

※３　　　　　───── ※３　第１四半期末日満期手形

　第１四半期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当第１四半期の末日は金融機関

の休日であったため、次の第１四半期末日

満期手形が第１四半期末残高に含まれてお

ります。

受取手形　　　　　　　　　5,533千円

※３　　　　　─────

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

為替差益 529千円 受取利息    53千円

為替差損 770千円

受取利息   315千円

為替差益   2,245千円

※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

社債利息 280千円

支払保証料 560千円

たな卸資産廃棄損    4千円 社債利息 560千円

支払保証料   1,121千円

たな卸資産廃棄損    1,596千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　　　　　　───── ※３　特別利益のうち主要なもの

独占販売権解約補償料 23,048千円 独占販売権解約補償料 23,048千円

※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

事業譲渡関連損失 5,958千円

たな卸資産評価損 3,762千円

関係会社株式評価損 212,108千円

商号変更費用 4,462千円

事業譲渡関連損失 52,009千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 1,714千円

無形固定資産 4,194千円

有形固定資産 2,053千円

無形固定資産 1,302千円

有形固定資産  10,025千円

無形固定資産 28,880千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

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

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株）

当第１四半期会計期間
増加株式数
（株）

当第１四半期会計期間
減少株式数
（株）

当第１四半期会計期間末株
式数
（株）

発行済株式

 普通株式
11,978 40 － 12,018

自己株式

 普通株式
－ － － －

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

２．新株予約権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。

当第１四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６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

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株）

当第１四半期会計期間
増加株式数
（株）

当第１四半期会計期間
減少株式数
（株）

当第１四半期会計期間末株
式数
（株）

発行済株式

 普通株式
12,091 － － 12,091

自己株式

 普通株式
－ － － －

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。

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３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

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

発行済株式

 普通株式
11,978 113 － 12,091

自己株式

 普通株式
－ － － －

 （注）普通株式数の増加株式数113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。

TCB テクノロジーズ(株) （2356） 平成 20 年３月期 第 1四半期財務・実績の概況

－ 16 －



（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年６月30日現在）

現金及び預金勘定 303,665 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 303,665 千円

（注）前第１四半期会計期間および前事業年度は第１四半期連結財務諸表および連結財務諸表を作成しておりますの

で、前第１四半期会計期間および前事業年度に係る個別キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

（有価証券関係）

前第１四半期会計期間末（平成18年６月30日現在）

有価証券

時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 四半期貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 3,591

当第１四半期会計期間末（平成19年６月30日現在）

有価証券

時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 四半期貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 3,591

前事業年度（平成19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

種類 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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（企業結合等関係)

当第１四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分離

の概要

(1)分離先企業の名称及び分離した事業の内容

名　　　称：沖電気工業株式会社

事業の内容：ソフトウェア型ビデオ会議システム「ビジュアルネクサス」の開発・販売・輸出・サポート・保

守等に関する国内外の事業

(2)事業分離を行った主な理由

ビジュアルコミュニケーション部門に関する技術開発および販促活動コストと当社における現有の経営資源、

各事業とのバランス、および投資回収期間などを総合的に検討したところ、ビジュアルコミュニケーション部

門は当社自身で執り行う許容範囲を超えると判断し、事業譲渡することを決定いたしました。

(3)事業分離日

平成19年５月21日

(4)法的形式を含む事業分離の概要

当社を分離元企業とし、沖電気工業株式会社を分離先企業とする事業譲渡を実施しました。

２．実施した会計処理

(1)移転損益の額　　　５百万円（損失）　　

(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳　

 資産項目 金額（百万円）

流動資産 45

固定資産 39

合計 84

３．当該第１四半期会計期間の四半期損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

  金額（百万円）

売上高 10

営業利益 △13

経常利益 △13

（デリバティブ取引関係）

前第１四半期会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　当社は、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。

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社は、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。
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（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 36,310円91銭

１株当たり第１四半期

純損失金額
7,478円39銭

１株当たり純資産額  43,789円31銭

１株当たり当期純損失

金額
27,478円15銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益金額については、潜在

株式は存在するものの１株当たり第１

四半期純損失が計上されているため記

載しておりません。

　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。

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり第１四半期（当

期）純損失金額

第１四半期（当期）純損失

（千円）
90,421 331,029

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

普通株式に係る第１四半期

(当期)純損失（千円）
90,421 331,029

期中平均株式数（株） 12,091 12,047

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期（当期）純損失

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538個)

新株予約権２種類(新株予約

権の数538個)

（注）前第１四半期会計期間は第１四半期連結財務諸表を作成しておりますで、前第１四半期会計期間に係る１株当

たり情報は作成しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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(6) 事業部門別売上高

 （単位：百万円）

 

前第１四半期会計期間

 

 

当第１四半期会計期間

 

対前年

増減率

（％）

前事業年度

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

アクセスソリューション部門 45 29.7 50 37.6 11.0 523 39.4

センターソリューション部門 36 23.9 － － △100.0 454 34.2

ネットインフラ構築事業　小計 81 53.6 50 37.6 △38.4 978 73.6

クラスターサーバー部門 － － 32 23.9 － － －

ミドルウェア部門 43 28.7 40 30.6 △6.5 237 17.9

サーバーソリューション事業　小計 43 28.7 72 54.5 66.7 237 17.9

ビジュアルコミュニケーション部門 27 17.7 10 7.9 △61.2 112 8.5

売上高合計 152 100.0 133 100.0 △12.3 1,328 100.0

注）１.百万円未満の金額については、切捨てて表示しております。

　 ２.前第１四半期会計期間および前事業年度において、センターソリューション部門に含めて表示しておりました

クラスターサーバーソリューションについては、平成19年４月１日の組織変更に伴い、当第１四半期会計期間

よりクラスターサーバー部門として独立表示しております。
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