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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 366 △14.9 △103 － △102 － △113 －

18年９月中間期 430 △17.8 △102 － △103 － △80 －

19年３月期 1,328 － △80 － △81 － △331 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △9,399 55 － －

18年９月中間期 △6,697 21 － －

19年３月期 △27,478 15 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(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

19年９月中間期 775 415 53.6 34,389 75

18年９月中間期 1,118 774 69.2 64,288 68

19年３月期 997 529 53.1 43,789 31

（参考）自己資本 19年９月中間期 415百万円 18年９月中間期 774百万円 19年３月期 529百万円

(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

19年９月中間期 △164 48 － 135

18年９月中間期 － － － －

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18年９月中間期および平成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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 －  －  －  －  0 00

20年３月期 －  －  －   －   

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）

（％表示は対前期増減率）

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

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

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、20ページ「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」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 12,091株 18年９月中間期 12,051株 19年３月期 12,091株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績

予想の前提となる仮定および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、5ページ「１．経営成績　

（4）事業等のリスク」をご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

(当中間会計期間の経営成績）

①売上高

　当中間会計期間の売上高は、アクセスソリューション部門は、前年同期比20百万円減収の126百万円、ミドルウェア

部門は、同17百万円減収の93百万円、クラスターサーバー部門は、同11百万円増収の136百万円、本年5月21日に沖電

気工業株式会社に譲渡したビジュアルコミュニケーション部門は、同37百万円減収の10百万円、合計で前年同期比64

百万円減収の366百万円となりました。

当中間会計期間に譲渡したビジュアルコミュニケーション部門以外の部門の状況は、以下のとおりです。

i)アクセスソリューション部門：来訪者施設向け通信機器製商品は、堅調に推移しておりますが、集合住宅通信イン

フラ施工関連ビジネスによる売上が当期においては下期に著しく偏重していることが減収の要因です。同部門が昨年

来開発を進めてきたユビキタスセンサーネットワーク製品群は、第2四半期において特定アプリケーション向け製品の

出荷が開始されました。

ii)クラスターサーバー部門：特定大型案件1案件が導入顧客側の進捗遅れにより当社製品の出荷が下期にずれたこと

が、期首予想未達の原因ですが、顧客基盤の拡大により前年同期比では増収となりました。

上記の各特定大型案件は、当期中に結了すると見込んでおります。

iii)ミドルウェア部門：特定大型案件1件が導入顧客側の進捗遅れにより当社製品の出荷が下期にずれたことが、期首

予想未達と前年同期比減収の主因であります。

②売上原価

　売上原価は、主として製商品とそれらを構成する部品やサービスの購入費およびソフトウェアロイヤリティー費用

から構成されます。売上高に対する売上原価比率は、当中間会計期間は48.0％（前年同期45.3％）となりました。当

社は、一部の製商品や部品の購入代金ならびにソフトウェアロイヤリティーやサービスの対価を外貨建てで支払って

いる一方、売上高のほとんどを本邦内において円建てで販売しております。したがって、為替レートの変動は、当社

業績に影響を与える可能性があります。当中間会計期間の外貨建て購入総額は、85百万円であり、すべて米ドル建て

でした。

③売上総利益

　売上高は、期首予想比1億円強の未達でありましたが、収益性の高い製品の比率向上や原価低減努力等により、売上

総利益は、期首予想とほぼ同水準を確保し、前年同期比45百万円減益の190百万円となりました。売上総利益率は、

51.9％（前年同期54.7％）となりました。

④販売費および一般管理費

　販売費は、主に広告宣伝費、一般管理費は、主に人件費、地代家賃、支払報酬、等であります。当中間会計期間の

販管費は、293百万円と前年同期比43百万円の減少となりました。減少の主な要因は、本年5月21日付で沖電気工業株

式会社に譲渡したビジュアルコミュニケーション部門にかかる販管費であります。広告宣伝活動としては、製商品を

市場に浸透させるため、業界専門紙誌への広告掲載、カタログ作成、セミナーの開催等、身の丈にあった活動を継続

しております。当中間会計期間の広告宣伝費は、2百万円でありました。なお、下半期には、新たに市場投入したIT－

ECO製品の市場浸透を図るために広告宣伝費が膨らむ見込みです。

⑤営業利益

　当中間会計期間の営業損失は、前年同期並みの103百万円と、ほぼ期首予想のとおりとなりました。

⑥営業外収益および費用

　特筆すべきものはありません。

⑦経常利益

　当中間会計期間の経常損失は、前年同期並みの102百万円と、ほぼ期首予想のとおりとなりました。

⑧特別損益

　一部長期滞留在庫について、たな卸資産評価損を計上する等で9百万円の特別損失を計上いたしました。なお、前年

同期は、特定商品の国内独占販売権解約に伴う補償金として23百万円の特別利益を計上しております。

⑨法人税等

　特筆すべきものはありません。

⑩中間純利益

　当中間会計期間の中間純損失は、前年同期比33百万円減益の113百万円となりました。　
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(当期の見通し）

　当中間会計期間において遅れが発生した諸案件は、いずれも下期中には実現する見通しであり、平成19年5月22日に

発表した通期見通し、売上高18億円、営業利益50百万円、経常利益50百万円、当期純利益45百万円を据え置きます。

部門別の状況は、

アクセスソリューション部門：ホテル・マンション等を対象とした来訪者向けネットワーク関連の事業は、引き続き

堅調に推移すると見込まれ、さらに新規ソリューションであるユビキタスセンサーネットワークビジネスも当下期か

ら本格化が見込まれます。

クラスターサーバー部門：いくつかの大型案件が同時並行的に進んでおり、期首見込みどおりに進むと判断しており

ます。ただし、当部門は、事業等のリスクで述べる特定販売先への依存度が高く、また、最終ユーザーにおけるスケ

ジュール変更等の当社の努力のみでは不可避な潜在的リスクを内包しております。

ミドルウェア部門：情報漏洩対策ソリューションであるSBCツール製品が堅調に推移すると見込まれ、当下期から市場

投入するエコ関連製品（IT-ECO）も順調に滑り出しております。

（上記見通しは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、予想に内在するさまざまな不確定要

因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。）

(2）財政状態に関する分析

キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比べ115百万円減少し、

135百万円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（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△164百万円となりました。

　収入の主な内訳は、売上債権の増減額219百万円であり、支出の主な内訳は、税引前中間純損失112百万円に加え、

たな卸資産の増減額△139百万円、仕入債務の増減額△90百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は48百万円となりました。

　収入の主な内訳は、沖電気工業株式会社に譲渡したビジュアルネクサス事業の事業譲渡による収入66百万円であり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による収入および支出はありません。 

（注）前事業年度は、連結財務諸表を作成しておりますので、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。

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） 80.8 40.8 53.1 53.1 53.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
171.6 120.3 164.7 162.4 135.5

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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

（注１）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注３）当社には有利子負債がありません。従いまして利息の支払等もありませんので、キャッシュ・フロー対有利子

負債比率とインタレスト・カバレッジ・レシオは、記載しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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。当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を

行うことができる。」旨を定款に定めております。

　当中間会計期間に関しましては、遺憾ながら無配といたしました。今後とも、引き続き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全力を傾注し努力する所存であります。

(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。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。

(当社の事業内容について）

当社の事業の概要について

　当社は、ユーザーの生産性、事業効率、利便性、快適性を向上させる情報通信関連製商品、サービスを提供してお

ります。

　当社の事業は、「アクセスソリューション部門」、「クラスターサーバー部門」、「ミドルウェア部門」および「ビ

ジュアルコミュニケーション部門」の４部門から構成されています。

　当社の事業の系統図は以下の通りです。

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

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・病院・

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関連製品の開発を行っております。当

社は韓国のDigital Network Alacarte社と共同開発したVDSL製品及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、79.4％

となっております。

②「クラスターサーバー部門」について

　「クラスターサーバー部門」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関連通信

機器を米国QLogic社より仕入れ、国内大手SI等に販売しております。当中間会計期間における同部門の総仕入額に対

するQLogic社への依存度は、91.8％となっております。

③「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等の輸入・日本語化・販売を行っております。当中間会計期間における

同部門の総仕入額におけるPropalms社への依存度は、53.8％となっております。なお、同部門の新たな製品として、

温暖化ガス排出削減に資するIT-ECO製品をリリースいたしました。
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④「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」を主力製品として国内外で販売しておりましたが、本年5月21日付で沖電気工業株式

会社に当部門の全事業を譲渡いたしました。

当社のビジネスモデルについて

　当社は、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、当社の事業及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及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、当社の事業及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又は不能になる、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、当社の事業及び経営成績に影響を与える可能

性もあります。 

(当社の事業体制について）

①　小規模組織について

　当社は平成19年9月30日現在で常勤取締役4名、従業員38名、業務委託及び派遣人員4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、当社の事業及び経営成績に影響を与える可能

性があります。また、当社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、当社の事業及び経営

成績に影響を与える可能性があります。

 (特定の販売先への依存について）

　当社の当中間会計期間の売上高において売上金額の割合が20％を超える販売先はありませんが、当社の主要販売先

であるSI/VARのそれら顧客からの受注獲得やそれら顧客への販売の状況は、当社の事業および経営成績に大きく影響

します。
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（経営上の重要な契約等について）

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

SunMicrosystems,I

nc.
米国 Tarantellaシリーズ

同社の製品を、国内で販売を行う権利

の取得。

平成18年6月1日か

ら１年間、以後毎年

見直し

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

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１月14日

から２年間、

以後１年毎の自動更

新

Digital Network

Alacarte Co., Ltd.
韓国

４バンド

VDSL製品

同社が製造する４バンド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　

Technologies, Inc.

（注）

 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

（注）サーバークラスタリング用高速スイッチの販売代理店契約については、SilverStorm社が米国QLogic社に買収さ

れたため、現在QLogic社と新たな契約を締結すべく交渉中です。

(知的財産権について）

　当社は、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

を受けて当社事業の継続が困難になる可能性又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。

　一方で、当社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。

(たな卸資産について）

　当社は、当社製商品の市場競争力と利益率の維持向上のために、Long Position※の在庫を持つことがあります。こ

れらの在庫が売却前に陳腐化する可能性がないとは断言できず、その場合、当社の経営成績に影響を与える可能性が

あります。なお、当中間会計期間期末現在のたな卸資産のうち、Long Position在庫は、VDSL製品の約80百万円であり

ます。

　 ※Long Position在庫：売約定のついていない現物の在庫
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(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商法第280条ノ

20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役、従業員及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 （注）

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

（注）当中間会計期間末までにおける従業員計20名の退職に伴う失権および従業員計20名の権利行使により、223株に

減少しております。

 （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 （注）

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

（注）当中間会計期間末までにおける従業員計15名の退職に伴う失権および従業員計5名の権利行使により、310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19年9月30日現在で合計533株となり、発行済株式総数の4.4%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。
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２．企業集団の状況
 当社は、本年5月21日をもってビジュアルネクサス事業を沖電気工業株式会社に譲渡いたしました。これに伴い、それ

まで当社唯一の連結子会社でありました英国のVisual Nexus Limitedも当社の子会社ではなくなりましたので、当中間

期末現在、当社には、連結子会社・持分法適用会社ともにありません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社は、「自由闊達、FAIR & OPEN」を信条とし、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・企業価値の長期向上に努め、ステークホルダーの皆様の期待に応えて行きたいと考えております。 

 経営方針：

　①情報コミュニケーション分野において、他にはない卓越した製品・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発展を目指す。

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

(2）目標とする経営指標

 当社は、常に情報コミュニケーション分野において先駆的な製品を提供するために、新製品・新商品の開発・開拓に

取り組んでおります。これら新製商品の開発・開拓は、相対的にリスクの高い案件であり、充実した株主資本を必要

とします。したがって、常に50％程度の株主資本比率を維持し、これをできるだけ高めていくことを目標としており

ます。

 また、安定性の観点から、DER（有利子負債比率）を、常に1.0倍以下に抑えることを目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社は、情報コミュニケーション社会のニーズを先取りした情報コミュニケーション関連製品・サービスを開発、あ

るいは新商材を国内外から発掘し当社が保有する技術・ノウハウによりバリューアップした製品・サービスを市場に

提供することを基軸に事業を展開しております。市場環境変化を機会と捉え、既存事業を基点とした事業の多様化を

いっそう積極的に進め「事業の開拓・取込、育成と淘汰」を通じて変動する情報コミュニケーション市場環境に適応

して逞しく成長する複数事業ユニットから構成される事業形態を目指してまいります。

 なお、以下をベースとする中期経営計画を年内に発表の予定です。

①既存事業の強化戦略

　既存事業の強化と既存事業を基点として新たな事業展開とExitプランの策定・実施

　製品・技術主体のボラティリティーの高い事業をバランスする安定化事業の組み込み

②新規事業の創出戦略

　既存事業からの広がりとは別に、M&Aなどによる事業の取込み

③財務戦略

　黒字基調への転換を通じて累損の一掃

　拡大期を支える資金の調達　

(4）会社の対処すべき課題

 ①営業利益の黒字化

最大の経営課題は、営業利益の黒字化であります。過去3年にわたる事業ポートフォリオの組み換えや製品ポートフォ

リオの組み換え等を通じ、当期末には、ようやくこの課題をクリアできる見込みとなりましたが、引き続き黒字体制

の確立・強化に向け取り組んでまいります。このため、既存ビジネスの拡充・拡大は勿論のこと、M&A手法等を駆使し

つつ新規安定商権の確立に努めてまいります。

 ②内部統制体制の構築

来年度より実施される「財務報告の信頼性に関する内部統制」に向け、体制を整えつつありますので、この下半期に

はウォークスルーを実施し、検証作業を進め、来期よりの本格稼動に備えます。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19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
（％）

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  353,262   135,835   △217,426 251,609   

２．受取手形  －   －   － 5,533   

３．売掛金  225,119   258,935   33,816 487,964   

４．たな卸資産  150,398   243,214   92,815 127,718   

５．前払費用  65,957   55,995   △9,962 39,022   

６．その他  4,371   14,797   10,426 19,148   

７．貸倒引当金  －   －   － △30,607   

流動資産合計   799,109 71.4  708,778 91.4 △90,330  900,389 90.2

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１ 26,910   21,545   △5,365 24,232   

２．無形固定資産  62,504   10,912   △51,591 53,213   

３．投資その他の資産            

(１)関係会社株式  212,108   －   △212,108 0   

(２)その他  21,251   67,921   46,669 23,458   

貸倒引当金  △3,314   △33,921   △30,607 △3,314   

計  230,045   33,999   △196,046 20,143   

固定資産合計   319,460 28.6  66,457 8.6 △253,003  97,589 9.8

資産合計   1,118,570 100.0  775,235 100.0 △343,334  997,979 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  110,952   149,901   38,949 240,031   

２．前受収益  58,604   61,665   3,061 42,103   

３．未払法人税等  2,058   2,303   244 5,890   

４．賞与引当金  42,906   29,491   △13,415 41,762   

５．その他 ※２ 52,102   50,943   △1,158 52,854   

流動負債合計   266,624 23.9  294,306 38.0 27,681  382,642 38.3

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当金  29,289   22,358   △6,931 38,840   

２．役員退職慰労引当
金

 36,652   25,662   △10,990 36,652   

３．長期前受収益  11,260   17,102   5,841 10,388   

固定負債合計   77,202 6.9  65,123 8.4 △12,079  85,880 8.6

負債合計   343,827 30.8  359,429 46.4 15,602  468,522 46.9
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 627,731 56.1 630,336 81.3 2,604 630,336 63.2

２．資本剰余金

(1) 資本準備金 368,635 371,240 371,240

資本準備金合計 368,635 33.0 371,240 47.8 2,604 371,240 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 △223,388 △587,533 △473,883

利益剰余金合計 △221,624 △19.8 △585,769 △75.5 △364,145 △472,119 △47.3

株主資本合計 774,742 69.2 415,806 53.6 △358,936 529,456 53.1

純資産合計 774,742 69.2 415,806 53.6 △358,936 529,456 53.1

負債純資産合計 1,118,570 100.0 775,235 100.0 △343,334 997,979 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   430,369 100.0  366,268 100.0 △64,101  1,328,358 100.0

Ⅱ　売上原価   194,760 45.3  175,993 48.0 △18,767  722,653 54.4

売上総利益   235,608 54.7  190,274 51.9 △45,334  605,705 45.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  337,835 78.5  293,924 80.1 △43,910  686,456 51.7

営業損失   102,226 △23.8  103,650 △28.3 △1,423  80,750 △6.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,774 0.4  983 0.3 △790  2,778 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  2,658 0.6  96 0.0 △2,561  3,377 0.2

経常損失   103,110 △24.0  102,763 △28.1 347  81,349 △6.1

Ⅵ　特別利益 ※３  23,048 5.4  －  △23,048  23,048 1.7

Ⅶ　特別損失 ※４  －   9,721 2.6 9,721  268,951 20.2

税引前中間
（当期）純損
失

  80,062 △18.6  112,485 △30.7 △32,422  327,253 △24.6

法人税、住民
税及び事業税

  471 0.1  1,164 0.3 693  3,776 0.3

中間（当期）
純損失

  80,533 △18.7  113,650 △31.0 △33,116  331,029 △24.9
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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

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

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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

中間会計期間中の変動額

新株の発行       

中間純損失（△）    △113,650 △113,650 △113,650

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
   △113,650 △113,650 △113,650

平成19年９月30日　残高

（千円）
630,336 371,240 1,763 △587,533 415,806 415,806

前事業年度の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）中間キャッシュ・フロー計算書

 

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９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  

税引前中間純損失(△) △112,485

減価償却費 6,053

ソフトウェア償却費 512

事業譲渡関連損失 5,958

賞与引当金の増減額(減少：△) △12,270

退職給付引当金の増減額(減少：△) △16,481

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 △298

為替差損益(差益：△) △147

売上債権の増減額(増加：△) 219,894

仕入債務の増減額(減少：△) △90,129

たな卸資産の増減額(増加：△) △139,017

未払消費税等の増減額(減少：△) △12,344

未収消費税等の増減額(増加：△) △1,674

前受金の増減額(減少：△) 18,191

その他資産の増減額(増加：△) △50,046

その他負債の増減額(減少：△) 34,210

小計 △161,063

利息及び配当金の受取額 126

法人税等の支払額 △3,690

営業活動によるキャッシュ・フロー △164,627

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 △2,047

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

 差入保証金の増加額 △440

貸付による支出 △11,800

投資活動によるキャッシュ・フロー  48,706
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当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

区分
注記

番号
金額（千円）

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 147

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少：

△)
△115,773

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中間期末残高 ※ 135,835

 （注）前中間会計期間および前事業年度は中間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、前中間会計

　　　 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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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、前中間会計期間において102,226千

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、当中間会計期間において

も103,650千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。

 当中間会計期間において、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。当中間会計期間は、

営業損失の計上となりましたが、下期には、

①新商材IT-ECO製品群の確実な立ち上げ

②クラスターサーバーソリューション分野の

拡大

③新商材ユビキタスネットワーク製品群の本

格市場投入

等の施策を取ることにより、将来にわたり営

業利益を上げ続けられる体制を構築する予定

であります。なお、中期経営計画は、年内に

公表する予定です。

　中間財務諸表は、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

響を中間財務諸表には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いたしました。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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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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

　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………………８年～15年

 　 工具器具備品……３年～10年

 　 

(1)有形固定資産

同左

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　なお、これに伴う損益への影

響は軽微であります。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適

用により、取得価額の５％相当

額に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

　なお、これに伴う損益への影

響は軽微であります。

(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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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。

────── ────── （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中間会

計期間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、当社内規に基づく当中間会

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

に役員の退職慰労金制度を廃止

しましたので、平成18年７月以

降新規の引当金計上を行ってお

りません。従って、当中間会計

期間末の引当金残高は、現任役

員が平成18年６月以前に就任し

ていた期間に対応して計上した

額であります。

(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．中間キャッシュ・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。

──────

TCB テクノロジーズ㈱ （2356） 平成 20 年 3 月期 中間決算短信

－ 19 －



項目
前中間会計期間

（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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）

６．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

前中間会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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）

（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。

　これまでの「資本の部」の合計に

相当する金額は774,742千円でありま

す。

　なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

────── （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。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９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

      44,661千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

53,085千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

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　　　──────

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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

受取利息      80千円

為替差益      1,477千円

受取利息 298千円

為替差益        464千円

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

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 96千円 たな卸資産廃棄

損

1,596千円

社債利息 560千円

支払保証料 1,121千円

※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

保証料

 23,048千円   独占販売権解約

保証料

 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      4,249千円

無形固定資産     11,735千円

有形固定資産      4,233千円

無形固定資産      2,332千円

有形固定資産   10,025千円

無形固定資産    28,880千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（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

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株）
増加株式数
（株）

減少株式数
（株）

当中間会計期間末株式数
（株）

発行済株式

 普通株式
11,978 73 － 12,051

自己株式

 普通株式
－ － － －

 （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。

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株）
増加株式数
（株）

減少株式数
（株）

当中間会計期間末株式数
（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）
増加株式数
（株）

減少株式数
（株）

当中間会計期間末株式数
（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。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

※現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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９月30日現在）

現金及び預金勘定 135,835千円

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 135,835千円

（リース取引関係）

前中間会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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。
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（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

種類 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式
3,591

当中間会計期間末（平成19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

種類 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式
3,591

前事業年度末（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）

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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．当該中間会計期間の中間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額

  金額（百万円）

売上高 10

営業利益 △13

経常利益 △13
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（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。

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

当社は、関連会社を有していないため、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、関連会社を有していないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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 64,288円68銭

１株当たり中間純損

失金額
  6,697円21銭

１株当たり純資産額 34,389円75銭

１株当たり中間純損

失金額
9,399円55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。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失金額および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(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
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９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株当たり中間（当期）純損失金額    

中間（当期）純損失（千円） 80,533 113,650 331,029

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）
80,533 113,650 331,029

期中平均株式数（株） 12,025 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607個)

新株予約権２種類(新株

予約権の数533個)

新株予約権２種類(新株

予約権の数538個)
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（重要な後発事象）

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

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、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いたしました。

１．事業譲渡の理由

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。

２．譲渡事業の内容

１）譲渡事業

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）譲渡部門の平成19年３月期における経営成績(単位：百万円）

 

ビジュアルコ

ミュニケーショ

ン部門

当社実績 比率(%)

売上高 112 1,328 8.5

売上総利益 81 605 13.4

営業利益 △77 △80 －

経常利益 △77 △81 －

 （注）ビジュアルコミュニケーション部門の営業利益・経常利益数値は、全社経費の賦課分を除いております。

３) 譲渡資産の項目及び金額

譲渡価格は、譲渡日前日の営業終了時点における譲渡対象の評価額をベースに決定し、現金により決済いたしました。

当該資産の平成19年３月31日現在の状況は以下のとおりであります。

 資産項目 金額（百万円）

流動資産 33

固定資産 43

合計 76

（注）この他に、平成19年4月以降に支出のロイヤリティー約9百万円が対象資産となります（対象資産には、現預金な

らびに売掛金は含まれません）。

４) 事業譲渡の日程

平成19年５月11日 取締役会決議

平成19年５月17日 事業譲渡契約書締結

平成19年５月21日 事業譲渡日 

５) 譲渡価格

85百万円
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５．その他
該当事項はありません。
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