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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のネットワークの高付加価値化・多様化
ワークスタイルの変化

（ユビキタス環境）

NGNサービス開始

無線技術進化

（ユビキタス環境）

通信のIP統合

携帯電話のPC化

JSOX
情報システム統制WEB2.0

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)

環境対策の

必要性

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
①ハイパフォーマンスコンピューティング向け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）

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）

④VisualNexusにおいて撤退を決断し、事業譲渡を決定。 2007年5月21日実施（VC部門）

仮想化技術

クラスタリング

２００７年度 「クラスターサーバーソリューション」＋「ユビキタスネットワーク」を機軸に再構成
①クラスターサーバーソリューションを機軸事業の一つとして、企業・研究機関・大学の3方向展開で、顧客ターゲットを拡大。（CS部門）

②SBCソフトウェア Propalms TSEの業務パッケージとの連動＋IT-Eco新製品の投入・販売展開。（MW部門）

③ホテル・マンションアクセスソリューションの着実な提供＋新製品ユビキタスセンサーネットワーク製品の投入・販売展開。（AS部門）

④収益性向上の継続的取組み・事業提携の検討（全社）

２００７年度 「クラスターサーバーソリューション」＋「ユビキタスネットワーク」を機軸に再構成
①クラスターサーバーソリューションを機軸事業の一つとして、企業・研究機関・大学の3方向展開で、顧客ターゲットを拡大。（CS部門）

②SBCソフトウェア Propalms TSEの業務パッケージとの連動＋IT-Eco新製品の投入・販売展開。（MW部門）

③ホテル・マンションアクセスソリューションの着実な提供＋新製品ユビキタスセンサーネットワーク製品の投入・販売展開。（AS部門）

④収益性向上の継続的取組み・事業提携の検討（全社）

CS:クラスターサーバー

MW:ミドルウェア

AS:アクセスソリューション

VC:ビジュアルコミュニケー
ション
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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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新商材の

開拓・投入

今期よりクラスターサーバーを新たな主軸に位置づけると共に、環境対策IT-ECO、アド

ホック/ユビキタスセンサーネットワークソリューションなどの新商材立ち上げに取り組む。

今期よりクラスターサーバーを新たな主軸に位置づけると共に、環境対策IT-ECO、アド

ホック/ユビキタスセンサーネットワークソリューションなどの新商材立ち上げに取り組む。

SBC

新規市場
既存事業

成長市場

成熟市場

VDSL

Visitor Based
Network

クラスターサーバー
（CS）

製商品ポートフォリオマップ

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

ソリューションビデオ会議

CATV

インターネットシステム

環境対策
IT-ECO

新商権の開拓・取込、育成と淘汰

FTTR
UNIX/Windows

エミュレータ
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２００８年３月期中間期の業績II



6

2008年3月期中間期の業績分析

2006/9期 2007/9期

売上
366

原価
175

販管費
293

売上：MW、AS（施工）の、中～大
型案件ともに下半期偏重傾向と、
VC事業撤退による減少

VC事業分のマーケティング費用、

研究開発費など低減

長期滞留在庫の評価損9百万

営業外収益 1

純損益
△113

・主な減収要因は、MW部門SBC大型案件の下期ずれ込み。
AS部門施工関連で期末計上となる案件の増加、およびVC事業撤退による売上減少。

・販管費は、VC事業のマーケティング費・研究開発費などの低減により、43百万の減少効果。

・主な減収要因は、MW部門SBC大型案件の下期ずれ込み。
AS部門施工関連で期末計上となる案件の増加、およびVC事業撤退による売上減少。

・販管費は、VC事業のマーケティング費・研究開発費などの低減により、43百万の減少効果。

売上
430

原価
194

販管費
337

営業外費用 △1

（単位：百万円） 2006/9期 2007/9期 前年度増減

売上高 430                366                 △ 64
売上総利益 235                190                 △ 45

売上総利益率 54.7% 51.9% -2.8%
販管費 337                293                 △ 43

販管費率 78.5% 80.1% 1.6%
営業損益 △ 102 △ 103 △ 1

営業利益率 -23.8% -28.3% -4.5%
経常損益 △ 103 △ 102 0

経常利益率 -24.0% -28.1% -4.1%
中間（当期）純損益 △ 80 △ 113 △ 33

中間（当期）純利益率 -18.7% -31.0% -12.3%

特別利益23

特別損失 9

純損益 △80

CS:クラスターサーバー

MW:ミドルウェア

AS:アクセスソリューション

VC:ビジュアルコミュニケーション

VC事業譲渡により、高利益率
製品が売り上げ急減するも、原
価率低減施策により52％の粗
利率維持し計画レベル到達。
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2008年3月期中間期・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を進める

（小田急グループ系(#45) 、ホテル日航東京(#43)、

渋谷セルリアンタワーなど）

・成田空港ラウンジ(#47)など交通拠点への展開

・無線センサーネットワーク系ソリューションの開発(#43)、

大手SIと連携し自治体へ導入

(

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

【AS部門：施工関連】
・FTTRはスケール拡大・コストダウンが見込める大規
模物件への注力

・それに伴う案件の長期化

・結了案件が下期に集中

【VC部門】
・5/21に沖電気に事業譲渡(#号外, #43)

・今期の売上は10百万

【全社レベル】
・組織体制をB&Cエンジニアリング事業本部と

サーバーソリューションズ事業本部の２本部に改編

・新商材開拓に積極的に取り組み、IT－ECO製品や

無線センサーネットワーク製品の開発・投入

・ダイワボウ情報システム（DIS）と連携・全国販売展開

（DISわぁるどなどへの出展(#44) 、共同セミナー開催）

【CS部門】
・大手SIと連携し、大学、政府系研究機関、企業への

三方向展開 大型案件の獲得目指す

・InfiniBandを応用したサーバー・ストレージ向け新ソ
リューションの開発に着手 (#42)

【MW部門】
・Propalms TSEの大手会計パッケージソフトとの連携

（弥生(#45) 、PCA、応研など）が進む

・ Propalms TSEの薬歴管理システムとの連携(#42, #44)

・ Propalms TSEの富士通Trioleテンプレートに対応(#44)

・新商材としてIT-ECO製品を投入決定(#47)

(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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2008年3月期中間期 部門別の業績分析

2006年9月期 売上高・構成比率 2007年9月期 売上高・構成比率

売上高：430百万 売上高：366百万

・VC部門は5月21日の事業譲渡までの売上。
・MW部門は、SBC大型案件が下半期にずれ込み。X Vision製品が利益貢献。

・AS部門では、VBN関連の機器販売＋ソリューションが安定する一方で、FTTR等の施
工関連の売上貢献は全て下半期に集中。

・CS部門は実績を作り拡大基調だが、大型案件の下期ずれ込みで期首計画は未達。

・VC部門は5月21日の事業譲渡までの売上。
・MW部門は、SBC大型案件が下半期にずれ込み。X Vision製品が利益貢献。

・AS部門では、VBN関連の機器販売＋ソリューションが安定する一方で、FTTR等の施
工関連の売上貢献は全て下半期に集中。

・CS部門は実績を作り拡大基調だが、大型案件の下期ずれ込みで期首計画は未達。

-14.9%

CS
125百万

29%

AS
146百万

34%

MW
110百万

26%

VC 
48百万

11%
CS

136百万
37%

AS
126百万

34%

MW
92百万

25%

VC 
10百万
3%
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バランスシートの構成

・総資産の減少のうち、固定資産は253百万。その中の212百万を関係会社株式（VC事業の英
国子会社）が占める。

・CS部門の拡大で運転資金の需要が増加。それに伴う財務基盤強化を検討中。

・総資産の減少のうち、固定資産は253百万。その中の212百万を関係会社株式（VC事業の英
国子会社）が占める。

・CS部門の拡大で運転資金の需要が増加。それに伴う財務基盤強化を検討中。

２００６年９月末 バランスシート ２００７年９月末 バランスシート

総資産 1,118百万円 総資産 775百万円

流動資産
708百万

固定負債
77百万

流動資産
799百万

流動負債
266百万

純資産
比率
69.2％

固定資産

319百万

うち現金及び預金

353百万

純資産合計
774百万

うち売掛金
＋たな卸資産

375百万

CS・ASで
在庫増＊

固定負債
65百万

純資産
比率
53.6％

固定資産 66百万

うち現金及び預金

135百万

純資産合計
415百万

うち売掛金
＋たな卸資産

502百万

流動負債
294百万

買掛金も
増加

子会社関係

株式

212百万

純資産
VN

事業
譲渡

＊CSは下期納入分、ASはVDSL在庫と未成工事支出金
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２００７年度下半期の取組みIII
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【2007年度下半期の主要取組み】

クラスターサーバーソリューションズ部門（CS）の進捗
・新たな主軸事業として本格立ち上げ。MWと並ぶサーバー系ソリューションとして、応用パッケージも展開。

・チャネル連携強化・製品ラインナップ拡充で、今年度売上高は対前年度比73%増の770百万が目標。

【ビジネス環境のトレンド】

筑波大・東大・京大、JAXAなどの

大学や研究機関での導入活発化

企業R&D部門からの

需要増

大容量ストレージの

高速化需要

【基本戦略】
対前年度比73%増の

770百万を通期目標に
掲げる

主要大学での実績を

横展開し、顧客開拓

InfiniBand応用
パッケージの開発・展開

大手SI等の販路の

強化・拡充

ベンダーとの提携強化

取扱いラインナップ強化

それらを活用した

新ソリューションのニーズ

クラスターサーバーソリューション部門の展開

取扱い製品、ソリューション
を強化し、

ビジネス機会を拡大

今期に計画される
大学・研究機関等の

大型案件の獲得
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【2007年度下半期の主要取組み】

ミドルウェア部門 （MW）の進捗
・Propalms TSEの販売で、会計などの業務パッケージベンダー、富士通及び富士通販社等大手SIとの連携を強化。

・Propalms TSEの、自治体、独立行政法人への販路開拓が進む。

・IT-ECO製品「SURVEYOR」、「GreenPrint」の販売権獲得。売上高は対前年度比46%増の345百万が目標。

【ビジネス環境のトレンド】

業務パッケージとSBCの

連携強化の流れ

ITにおけるコスト削減、
環境対策ニーズ

【基本戦略】

大型SBC案件の
今年度内の結了

業務パッケージベンダー、
富士通等大手SIと連携した

PropalmsTSEの拡販

新商材の
開拓･投入

自治体・独立行政
法人などの開拓

業務パッケージベンダーとの
連携による

顧客アプローチ多様化

シンクライアントに対する

注目の高まり

情報セキュリティ・

内部統制対策の要請

ミドルウェア部門の展開

IT-ECO本格化、
建築、不動産、ISO

14001企業等への展開
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【2007年度下半期の主要取組み】

アクセスソリューション（AS）部門 ①プロダクツ関連の進捗
・ホテル向けアクセス管理機器等の従来製品は、安定した実績に加え、保守サポートが伸びを見せる。

・新商材、無線センサーネットワーク(USN)製品で児童見守り、工場安全管理、地震速報等への応用が具体化。

・売上高は、次ページの施工関連と合わせて、対前年度比42%増の670百万が目標。

【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、ZigBee)

新用途の具体化

(位置情報、モニタリング)

【基本戦略】

無線センサーネットワーク（双方向RFID）

における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

VDSLなどの売上による
売上総利益の積み上げ

ホテル等の来訪者施設の

ネット構築、保守の拡大展開。

アクセスソリューション部門の展開①プロダクツ関連

USN製品の確実な実績作り USNの新用途に基づく
提案営業の強化

Visitor Based Network Ubiquitous Sensor Network

Visitor Based Network Ubiquitous Sensor Network
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【2007年度下半期の主要取組み】

アクセスソリューション（AS）部門 ②施工関連の進捗
・FTTR大型案件を中心とした取り組みで、案件の長期化、納期の下期集中傾向に拍車がかかる。

・建設不動産市場にICT応用製品/ソリューションの提供を目論む。

【ビジネス環境のトレンド】

光ネットワークの普及
高品質デジタル放送

多チャンネル

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
下期集中の案件の

着実な取り込み

アクセスソリューション部門の展開②施工関連

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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２００８年３月期通期の業績予想IV
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2008年3月期 通期業績予想

2008年3月期の業績予想と対前年度比較

・通期見通しに変更無し。通期の黒字転換を必達目標とする。

・CS、MWの今期計画される大型案件を着実に取り込むと共に、ユビキタスセ

ンサーネットワーク、IT-ECO等の新商材を立ち上げる。

・通期見通しに変更無し。通期の黒字転換を必達目標とする。

・CS、MWの今期計画される大型案件を着実に取り込むと共に、ユビキタスセ

ンサーネットワーク、IT-ECO等の新商材を立ち上げる。

2007/3実績 2008/3予想 前年度増減
売上高 1,351 1,800 449
営業利益 ▲ 178 50 228

営業利益率 -13.2% 2.8% -
経常利益率 ▲ 179 50 229

経常利益率 -13.3% 2.8% -
当期純利益 ▲ 187 45 232

当期利益率 -13.9% 2.5% -

（単位：百万円）
通　　期
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CS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。

CS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（非連結）売上高：1,328百万円(非連結)

部門別売上高予想

MW：345
19％

VC他
15/1％

CS：454

34%

AS：523

39%

VC：114

9%

MW：237

18%

（単位：百万円） （単位：百万円）

売上高
前年度比

+35.5%
CS：770
43％

AS：670
37％
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中長期的な経営戦略

【全社レベル】
・事業ポートフォリオの不断の見直し

・株主企業各社とのさらなる協業強化

・企業買収・事業譲受等での新規安定商権の確保

・資本のさらなる充実と資金調達

【CS部門】
・現在のInfiniBandスイッチビジネスの商流の拡大

・新たにストレージ、Infinibandルーターの商材追加

・さらにOracleRAC関連ビジネスを通じたエンタープライズ
市場への参入

【AS部門】
・新規開発した双方向RFIDを核とする無線センサーネットワーク

による新市場のを開拓

・ITソリューション・サービス提供をボラティリティの低い安定化事
業にシフト

【MW部門】
・SBCソフトウェア/PC-Xｻｰﾊﾞｰ製品の拡販

・ITエコロジー関連ソフトウェアの製品ラインナップ強化

・低消費電力のシンクライアントシステムへの移行を支援する

SBCソフト の提供

・セキュリティ＋エコロジーをテーマにした製品販売を展開

①既存事業の強化戦略
-既存事業の強化＋新たな事業展開＋EXITプラン

-安定化事業の組み込みによる全体バランスの向上

②新規事業の創出戦略
-M&Aなどによる事業の取り込み

③財務戦略
－黒字基調への転換、累損の一掃

－拡大期を支える資金の調達
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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。


