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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 1,141 △14.0 △127 － △142 － △206 －

19年３月期 1,328 13.2 △80 － △81 － △331 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △17,004 74 －  △39.5 △14.2 △11.2

19年３月期 △27,478 15 －  △48.1 △6.3 △6.1

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 1,013 519 50.8 34,728 15

19年３月期 997 529 53.1 43,789 31

（参考）自己資本 20年３月期 514百万円 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

20年３月期 △148 40 185 330

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 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 －  －  －  －  0 00 － － －

20年３月期 －  －  －  －  0 00 － － －

21年３月期（予想） －  －  －  －  0 00 － － －

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対第２四半期累計期間増減率）

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

第２四半期
累計期間

500 0.0 △75 0.0 △75 0.0 △75 0.0 △5,057 99

通期 1,700 0.0 50 0.0 50 0.0 40 0.0 2,697 59

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

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、24ページ「重要な会計方針の変更」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） 20年３月期 14,828株 19年３月期 12,091株

②　期末自己株式数 20年３月期 0株 19年３月期 0株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、35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

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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

(当期の経営成績）

①売上高 

当事業年度の売上高は、アクセスソリューション部門は、前期比135百万円減収の388百万円、ミドルウェア部門は、

同54百万円減収の182百万円、クラスターサーバー部門は、同115百万円増収の560百万円、平成19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102百万円減収の10百万円、合計で前期比186百万

円減収の1,141百万円となりました。

 当事業年度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関連製商品は、主としてホテル・賃貸マンション等の来訪者施設向けに営業展開しておりま

すが、前期に比して大型案件が少なく、特にVDSL製品において大きく売上高を減じました。また、新規開発製品とし

て市場投入を開始しましたユビキタスセンサーネットワーク関連製品は、児童見守りシステム他に採用実績を残しま

したが大きく売上高を伸ばす要因には未だ至っておりません。マンション向け光統合システムを主力とする集合住宅

施工関連ビジネスの売上高は前期比微増となりましたが、主として新築マンションにおける光統合システムの需要増

により次期に向けて、当期売上高相当の受注残を積み上げております。

ii)クラスターサーバー部門

大型１案件のスケジュールの遅れ、大型１案件の失注という想定外の事態が発生いたしましたが、その他の大小案件

を着実に取り込み売上高は前期比25％伸長いたしました。前述のスケジュールの遅れた大型１案件は既に受注済みで

あり、次期の当部門の売上は更なる伸びが見込まれます。

iii)ミドルウェア部門

SBCツール製品群の一製品が大手客先のスケジュール遅延により売上を減じました。当期後半に新製品として発表した

IT-ECO製品群の反響は大きく、大手企業との提携を含む複数のプロジェクトが進行中ですが、当期において当部門の

売上へ大きく貢献するには至っておりません。

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、当事業年度は59.7％（前期54.4％）となりました。

③売上総利益

　売上高の前期比186百万円減収に伴い、売上総利益も減益となり前期比145百万円減益の459百万円となりました。売

上総利益率は、40.3％（前期45.6％）となりました。売上総利益率の減少は相対的に売上総利益率の高いビジュアル

コミュニケーション部門製品とミドルウェア部門の旧来製品の全体売上に占める割合の低下によるものです。

④販売費及び一般管理費

　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。当事業年度の販管

費は、587百万円と前期比98百万円の減少となりました。内訳は、平成19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減少が191百万円、クラスターサーバー部門およびミドルウェア

部門における事業拡大のための販管費増加が90百万円であります。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。

当事業年度の広告宣伝費は、17百万円であり、主として新たに市場投入したIT-ECO製品の市場浸透を図るためのもの

であります。

⑤営業利益

　当事業年度の営業損失は、前期比47百万円悪化の127百万円となりました。

⑥営業外収益および費用

　平成20年3月28日に実行した増資にかかる費用16百万円を営業外費用に計上いたしました。

⑦経常利益

　当事業年度の経常損失は、前期比60百万円悪化の142百万円となりました。

⑧特別損益

　ビジュアルネクサス関連の貸付金について全額貸倒引当金を計上、また固定資産について減損処理をしたこと等に

より61百万円の特別損失を計上いたしました。なお、前期には事業譲渡関連の特別損失として264百万円を計上してお

ります。

⑨法人税等

　特筆すべきものはありません。

⑩当期純利益

　当事業年度の当期純損失は、前年同期比124百万円良化の206百万円となりました。
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(次期の見通し）

①アクセスソリューション部門においては、集合住宅施工関連ビジネスの当期受注残をベースの着実な期中完工をもっ

て増収を図る他、製商品戦略の見直しを行っております。

②クラスターサーバー部門においては、当期から納期がずれ込んだ案件に加えて、複数の研究機関向けHPC大型案件が

期待できることから大幅増収を見込みます。

③ミドルウェア部門においては、当期からの期ずれ案件と、シンクライアントブームに応じて需要を伸ばすSBCツール

製品およびその関連役務収益での確実な増収に加えて、当期後半に投入したIT-ECO製品群の立上げによる飛躍を図り

ます。

　以上の状況を総合し、次期の業績見通しは売上高1,700百万円、営業利益50百万円、経常利益50百万円、当期純利益

40百万円を見込みます。

なお、昨年からずれ込んできている特定の大型案件については、最終需要家の受入態勢がさらに遅れるとの情報も

入手しております。従いまして、出荷可能時期を保守的にすべて下期に見込みました。これら案件の一部が受注条件

どおりに結了すれば、上期の業績は、見通しより大幅に変わる可能性があります。

［見通しに関する留意事項］

　この資料における業績の見通しは、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定等に基づいております。今後

の国内外の経済情勢、当社の事業運営における状況の変化、見通しに内在する様々な不確実な要素や潜在リスク等の

要因により、結果的に実際の業績が見通しと大きく異なることがあります。

(2）財政状態に関する分析

①キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ78百万円増加し、当事業年度

末には330百万円となりました。

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況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△148百万円となりました。

　これは主として、税引前当期純損失203百万円によるものであります。

（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40百万円となりました。

　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は、株式発行による収入185百万円であります。

②キャッシュ・フロー指標の動向

  当社のキャッシュ・フロー指標の動向は次のとおりであります。

（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。

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率 (％) 53.1 53.1 50.8

時価ベースの自己資本比率 (％) 164.7 162.4 111.2

(注)　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

　　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。

　　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。

　　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および当期・次期の配当

　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。

　当事業年度に関しましては、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、前期末まで「ネットインフラ構築事業」、「ネット関連ソフトウェア事業」から構成されておりま

したが、平成20年５月21日に「ネット関連ソフトウェア事業」のうちの「ビジュアルコミュニケーション部門」を沖

電気工業株式会社に事業譲渡いたしました。これに伴い事業構成を変更し、従来「ネット関連ソフトウェア事業」に

属していた「ミドルウェア部門」と「ネットインフラ構築事業」に属していた「クラスターサーバー部門」（前年度

までの名称は「センターソリューション部門」）とを統合し、新たに「サーバーソリューション事業」といたしまし

た。これにより、当期の当社の事業は、「ネットインフラ構築事業」、「サーバーソリューション事業」および４月

１日から５月21日までの「ネット関連ソフトウェア事業」の三事業体制となっております。

なお、上述した「ビジュアルコミュニケーション部門」の事業譲渡に伴い、「Visual Nexus Limited」も当社の子会

社ではなくなりました。

各事業の前年度との相関関係は以下のとおりです。

ネットインフラ構築事業

ネット関連ソフトウェア事業

センターソリューション部門

アクセスソリューション部門

ビジュアルコミュニケーション部門

ミドルウェア部門

ネットインフラ構築事業

サーバーソリューション事業

アクセスソリューション部門

ビジュアルコミュニケーション部門

ミドルウェア部門

ネット関連ソフトウェア事業

クラスターサーバー部門

（平成19年5月21日付で沖電気工業株式会社に譲渡）

旧事業区分（前期末まで） 新事業区分（07.04.01より）
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 　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)ネットインフラ構築事業

①「アクセスソリューション部門」

　「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製品およびその他の集

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、当事業年度における同部門の総仕入

額に対する同社への依存度は、60.9％となっております。

(2)サーバーソリューション事業

①「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。当事業年度

における同部門の総仕入額におけるPropalms社への依存度は、17.5％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製品をリリースし、有力代理店との契約・大手ユーザーと

の販売契約交渉が詰めの段階にあります。

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、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。当事業年度における同部門の総仕

入額に対するQLogic社への依存度は、93.2％となっております。

(3)ネット関連ソフトウェア事業

①「ビジュアルコミュニケーション部門」

　「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、平成19年５月21日付で

沖電気工業株式会社に同部門の全事業を譲渡いたしました。
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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。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、当社の事業およ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およ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、当社の事業およ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、当社の事業および経

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20年３月31日現在で常勤取締役4名、従業員37名、業務委託および派遣人員3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、当社の事業およ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、

当社の事業およ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）

　当社の当事業年度の売上高においてクラスターサーバー関連製品販売先である株式会社エフ・エフ・シー（富

士通株式会社の子会社）への売上金額の割合が27.2％を占めております。また、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）

 １）アクセスソリューション部門

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

Digital Network 

Alacarte Co., Ltd.
韓国 4バンド　VDSL製品

同社の製品を、国内で独占的に販売を

行う権利の取得。

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. (注)
 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を行う権利の

取得。

平成16年11月12日

から１年間、以後１

年毎の自動更新

２）ミドルウェア部門

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

MKS Software Inc. 米国  MKS X/Server

 同社のソフトウェア製品を日本語化

し、国内で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18年12月1日か

ら1年間。以後１年

毎の自動更新

Verdiem 

Corporation
米国  Surveyor

 

同社のソフトウェア製品を日本語化し、

国内で販売を行う権利の取得。

平成19年7月１日か

ら１年間、以後１年

毎の自動更新

GreenPrint 

Technologies LLC
米国  GreenPrint

 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19年9月5日よ

り3年間。以後１年

毎の自動更新。

３）クラスターサーバー部門

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

 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の

取得。

 平成18年３月24日

から1年間、以後１

年毎の自動更新。

注）IP3 Networks社は米国Second Rule LLCに、SilverStorm社は米国QLogic社に、それぞれ買収されたため、現

在Second Rule社、QLogic社とそれぞれ新たな契約の交渉に向け交渉中です。新たな契約が締結されるまでの間、

旧契約が完全に引き継がれる旨の同意を得ております。

 　　　上記の契約の中には、次のような条項が定められているものがあります。

 ①　ベンダーは事前の告知により、製品価格やロイヤリティ金額の改定が可能な旨

 ②　ベンダーは事前の告知により、製品の販売を中止することや後継製品を出荷する旨

 ③　事前の告知により、契約期間内であっても相手方の同意なく解約が可能な旨

 ④　製品に起因する訴訟等が発生し、損害賠償の責任が生じた場合、ベンダーが保証する賠償範囲は当社がベン

ダーに支払っている該当製品の金額に限られる旨

　上記①～④に掲げる条項がベンダーにより行使される可能性は低いものと思われますが、何らかの事情により

現実のものとなった場合には、当社の業績に多大な影響を与える可能性があります。

　これらの契約内容に大幅な変更があった場合、あるいは契約が何らかの理由で終了し、または更新されなかっ

た場合には、当社の事業拡大に制約が生じる可能性があります。
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(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、当事業年度末現在のたな卸資産のうち、Long Position在庫は、VDSL製品の約75百万円で

あります。

　　※Long Position在庫：売約定のついていない現物の在庫

(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および商法第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役、従業員およ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 *

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）* 当事業年度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。
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 （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 **

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）** 当事業年度末までにおける従業員計16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、300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20年3月31日現在で合計523株となり、発行済株式総数の3.5%

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、平成19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

事業年度末現在、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、経営方針第１項に「情報コミュニケーション分野において、他には無い卓越した製品・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」を掲げ、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、企業価値の長期的向上に努め、ステークホルダーの皆様の期待に応えてい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、他には無い卓越した製品・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的発展を目指す。

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

(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。

　具体的には、以下の諸施策を実施することにより、３年後に売上高50億円、経常利益５億円、時価総額50億円を目

指します。

①既存事業の強化戦略

　既存事業の強化と新たな事業展開

　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、新規事業の取込み

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。過去継続してきた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、ようやくこの課題をクリアできる目処がつきましたが、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、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

 　本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、体制を整えており、月次ベースでの内部監

査活動を継続してまいります。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 251,609 330,238 78,628

２．受取手形 5,533 － △5,533

３．売掛金 ※１ 487,964 494,434 6,470

４．商品 63,722 120,402 56,680

５．製品 22,041 1,286 △20,755

６．仕掛品 26,643 5,286 △21,356

７．貯蔵品 15,312 － △15,312

８．前払費用 39,022 28,761 △10,261

９．短期貸付金 ※１ 16,200 － △16,200

10．その他 ※１ 2,948 2,774 △173

11．貸倒引当金 ※１ △30,607 － 30,607

流動資産合計 900,389 90.2 983,183 97.0 82,794

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 15,567 3,239

減価償却累計額 9,844 5,723 3,239 0 △5,723

２．工具器具備品 58,773 27,534

減価償却累計額 40,263 18,509 27,534 0 △18,509

有形固定資産合計 24,232 2.4 0 0.0 △24,232

(2）無形固定資産

１．商標権 3,076 752 △2,324

２．ソフトウェア 47,118 791 △46,327

３．その他 3,018 0 △3,018

無形固定資産合計 53,213 5.4 1,543 0.2 △51,670

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 3,591 1,028 △2,563

２．長期貸付金 － 28,000 28,000

３．破産更生債権等 3,314 3,314 －

４．長期前払費用 2,859 19,479 16,619

５．差入保証金 13,692 8,214 △5,477

６．長期未収入金 － 13,211 13,211

７．貸倒引当金 △3,314 △44,526 △41,211

投資その他の資産合計 20,143 2.0 28,722 2.8 8,578

固定資産合計 97,589 9.8 30,265 3.0 △67,324

資産合計 997,979 100.0 1,013,448 100.0 15,469

TCB テクノロジーズ(株)　(2356) 平成 20 年 3 月期　決算短信(非連結)
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 240,031 273,684 33,653

２．未払金 24,898 21,539 △3,359

３．未払費用 11,231 6,982 △4,248

４．未払法人税等 5,890 3,187 △2,703

５．未払消費税等 12,344 10,935 △1,408

６．預り金 4,379 1,974 △2,404

７．前受収益 42,103 47,276 5,172

８．賞与引当金 41,762 31,065 △10,697

流動負債合計 382,642 38.3 396,647 39.2 14,004

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 38,840 24,705 △14,134

２．役員退職慰労引当金 36,652 25,662 △10,990

３．長期前受収益 10,388 47,155 36,767

固定負債合計 85,880 8.6 97,523 9.6 11,642

負債合計 468,522 46.9 494,170 48.8 25,647

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   630,336 63.2  726,131 71.6 95,795

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  371,240   467,035    

資本剰余金合計   371,240 37.2  467,035 46.1 95,795

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  1,763   1,763    

(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  △473,883   △679,981    

利益剰余金合計   △472,119 △47.3  △678,217 △66.9 △206,097

株主資本合計   529,456 53.1  514,949 50.8 △14,507

Ⅱ　新株予約権   －   4,329 0.4 4,329

純資産合計   529,456 53.1  519,278 51.2 △10,177

負債純資産合計   997,979 100.0  1,013,448 100.0 15,469

TCB テクノロジーズ(株)　(2356) 平成 20 年 3 月期　決算短信(非連結)
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高

１．サーバーソリューショ
ン事業

－ 743,177

２．ネットインフラ構築事
業

978,119 388,235

３．ネット関連ソフトウェ
ア事業

350,238 1,328,358 100.0 10,514 1,141,927 100.0 △186,431

Ⅱ　売上原価 ※１

１．サーバーソリューショ
ン事業

－ 435,115

２．ネットインフラ構築事
業

629,589 246,254

３．ネット関連ソフトウェ
ア事業

93,063 722,653 54.4 679 682,050 59.7 △40,602

売上総利益 605,705 45.6 459,877 40.3 △145,828

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 13,469 17,053

２．役員報酬 64,105 61,011

３．給与・賞与 274,258 233,231

４．賞与引当金繰入額 35,820 29,175

５．退職給付費用 21,707 17,442

６．役員退職慰労引当金繰
入額

1,886 －

７．法定福利費 32,846 26,741

８．減価償却費 14,344 12,193

９．地代家賃 45,464 40,855

10．賃借料 2,891 1,490

11．業務委託料 26,825 19,552

12．研究開発費 ※１ 30,247 4,023

13．支払報酬 26,019 28,901

14．その他 96,570 686,456 51.7 95,990 587,663 51.5 △98,793

営業損失 80,750 △6.1 127,786 △11.2 △47,035

TCB テクノロジーズ(株)　(2356) 平成 20 年 3 月期　決算短信(非連結)
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息  315 359

２．為替差益 2,245 801

３．その他 217 2,778 0.2 665 1,826 0.1 △952

Ⅴ　営業外費用

１．社債利息 560 －

２．支払保証料 1,121 －

３．たな卸資産廃棄損 1,596 212

４．株式交付費 － 16,171

５．その他 98 3,377 0.2 － 16,383 1.4 13,006

経常損失 81,349 △6.1 142,343 △12.5 △60,993

Ⅵ　特別利益

１．独占販売権解約補償料   23,048 1.7  － － △23,048

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※２ 371   －    

２．固定資産除却損 ※３ －   5,203    

３．たな卸資産評価損  －   3,762    

４．投資有価証券評価損  －   2,563    

５．関係会社株式評価損  212,108   －    

６．商号変更費用  4,462   －    

７．貸倒引当金繰入額  －   12,441    

８．事業譲渡関連損失 ※4,5 52,009   5,958    

９．減損損失 ※５ －   25,748    

１０．その他   － 268,951 20.2 5,691 61,369 5.3 △207,582

税引前当期純損失 327,253 △24.6 203,712 △17.8 123,540

法人税、住民税及び事
業税

3,776 0.3 2,384 0.2 △1,391

当期純損失 331,029 △24.9 206,097 △18.0 △124,931

TCB テクノロジーズ(株)　(2356) 平成 20 年 3 月期　決算短信(非連結)

－ 16 －



売上原価明細書

サーバーソリューション事業

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（製造原価明細）

Ⅰ　労務費 (注)２ － － 3,540 68.9 3,540

Ⅱ　経費 － － 1,600 31.1 1,600

当期総製造費用 － － 5,140 100.0 5,140

合計 － 5,140 5,140

期末仕掛品たな卸高 － － －

当期製品製造原価 － 5,140 5,140

（商品売上原価明細）

当期商品仕入高 － 373,943 373,943

当期製品仕入高 － 69,742 69,742

他勘定受入高 (注)３ － 39,121 39,121

合計 － 482,807 482,807

他勘定振替高 (注)４ － 12,786 △12,786

期末商品たな卸高  － 45,293 △45,293

期末製品たな卸高 － 1,286 △1,286

差引 －  423,440  423,440

支払ロイヤリティ －  5,437  5,437

ソフトウェア償却費 －  1,097  1,097

当期商品売上原価 － 429,975 429,975

当期売上原価 － 435,115 435,115

　（注）１．原価計算の方法は個別原価計算によっております。

２．労務費のうち引当金繰入額は次のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

賞与引当金繰入額      － 818千円

退職給付引当金繰
入額

   － 63千円

３．他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

組織変更による部
門振替

 － 39,121千円

４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

たな卸資産評価損      － 7,699千円

たな卸資産廃棄損      － 212千円

保守用資産に振替      － 4,633千円

見本品費  － 242千円

TCB テクノロジーズ(株)　(2356) 平成 20 年 3 月期　決算短信(非連結)
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ネットインフラ構築事業

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（製造原価明細）

Ⅰ　材料費 96,609 51.2 46,060 39.5 △50,549

Ⅱ　労務費 (注)２ 10,801 5.7 14,627 12.5 3,826

Ⅲ　経費 81,449 43.1 55,904 48.0 △25,545

当期総製造費用 188,859 100.0 116,592 100.0 △72,267

期首仕掛品たな卸高 13,394 26,643 13,248

合計 202,254 143,235 △59,018

期末仕掛品たな卸高 26,643 5,286 21,356

当期製品製造原価 175,611 137,949 △37,661

（商品売上原価明細）

期首商品たな卸高 65,482 63,722 △1,760

当期商品仕入高 452,635 157,445 △295,190

合計 518,118 221,167 △296,950

他勘定振替高 (注)３ 417 37,752 △37,334

期末商品たな卸高 63,722 75,109 △11,386

当期商品売上原価 453,978 108,305 △345,672

当期売上原価 629,589 246,254 △383,334

 （注）１．原価計算の方法は個別原価計算によっております。

       ２．労務費のうち引当金繰入額は次のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

賞与引当金繰入額      1,466千円 1,070千円

退職給付引当金繰
入額

   82千円 12千円

       ３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

見本品費     319千円 1,407千円

その他  98千円 61千円

組織変更による部
門振替

－ 36,283千円

TCB テクノロジーズ(株)　(2356) 平成 20 年 3 月期　決算短信(非連結)
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 ネット関連ソフトウェア事業

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

期首製品たな卸高 11,927 22,041 10,113

当期製品仕入高 37,676 1 △37,674

合計 49,603 22,042 △27,561

他勘定振替高 (注) 1,818 21,848 △20,029

期末製品たな卸高 22,041 0 22,041

差引 25,743 193 △25,549

支払ロイヤリティ 30,246 426 △29,820

ソフトウェア償却費 17,688 59 △17,629

外注費 19,385 0 △19,385

当期売上原価 93,063 679 △92,384

　（注）　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

たな卸資産廃棄損   1,596千円 0千円

事業の譲渡に伴う
売却

   － 18,889千円

見本品費   77千円 3千円

その他 145千円 118千円

組織変更による部
門振替

－ 2,837千円

TCB テクノロジーズ(株)　(2356) 平成 20 年 3 月期　決算短信(非連結)
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

株主資本

新株予約権 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

事業年度中の変動額

新株の発行 95,795 95,795   191,590  191,590

当期純損失（△）    △206,097 △206,097  △206,097

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）（千円）

     4,329 4,329

事業年度中の変動額合計

（千円）
95,795 95,795 － △206,097 △14,507 4,329 △10,177

平成20年３月31日　残高

（千円）
726,131 467,035 1,763 △679,981 514,949 4,329 519,278

TCB テクノロジーズ(株)　(2356) 平成 20 年 3 月期　決算短信(非連結)
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(4）キャッシュ・フロー計算書

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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   

税引前当期純損失（△）  △203,712

減価償却費  12,241

ソフトウェア償却費  1,097

減損損失  25,748

貸倒引当金の増減額(減少：△)  10,604

賞与引当金の増減額(減少：△)  △10,697

退職給付引当金の増減額(減少：△)  △14,134

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  △359

為替差損益(差益：△)  128

株式交付費  16,171

固定資産除却損  5,203

投資有価証券評価損  2,563

事業譲渡関連損失  5,958

その他特別損失  5,691

売上債権の増減額(増加：△)  △15,534

たな卸資産の増減額(増加：△)  △22,778

仕入債務の増減額(減少：△)  33,653

未払消費税等の増減額(減少：△)  △1,408

その他資産の増減額(増加：△)  △26,293

その他負債の増減額(減少：△)  42,035

小計  △144,812

利息及び配当金の受取額  359

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  △148,143

TCB テクノロジーズ(株)　(2356) 平成 20 年 3 月期　決算短信(非連結)
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当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

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  △9,180

無形固定資産の取得による支出  △4,194

事業譲渡による収入  66,589

差入保証金の減少額  1,158

貸付による支出  △11,800

その他  △1,591

投資活動によるキャッシュ・フロー  40,981

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式発行による収入  185,919

財務活動によるキャッシュ・フロー  185,919

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △128

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  78,628

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期末残高 ※ 330,238

 

TCB テクノロジーズ(株)　(2356) 平成 20 年 3 月期　決算短信(非連結)
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(5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　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。

 

　当社は、前事業年度において80,750千円、当事業年度に

127,786千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、平成20年３月28日に約191,590千

円の増資を実行し事業拡大に向けての運転資金の確保を行

うとともに財務体質の強化を図りました。また、既存事業

についてはアクセスソリューション部門を中心に製商品戦

略の見直しを行うとともに、新規事業への取り組みも本格

的に開始いたします。これらの諸施策を梃子に業績の確実

な回復、黒字化を図ってまいります。 

　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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(6）重要な会計方針の変更

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評

価方法

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。

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

２．たな卸資産の評価基準及び

評価方法

(1）商品、製品

総平均法による原価法を採用しており

ます。

(1）商品、製品

同左

(2）仕掛品

個別法による原価法を採用しておりま

す。

(2）仕掛品

同左

(3）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。

(3）貯蔵品

──────

３．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、以下のとおり

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、当事業年度よ

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。

(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

４．繰延資産の処理方法   ────── 株式交付費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５．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

(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。

(2）賞与引当金

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。

(3）退職給付引当金

同左

    （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）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、当事業年度末の引当金残高は、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。

６．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

７．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。
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

８．その他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 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。

同左
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(7）会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

 

──────

 

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

  ――――――――――――――――― （損益計算書）

　平成19年４月１日の組織変更により、前事業年度まで

ネットインフラ構築事業に含まれていたクラスターサー

バー部門と前事業年度までネット関連ソフトウェア事業に

含まれていたミドルウェア部門の売上高及び売上原価を、

当事業年度からサーバーソリューション事業の売上高及び

売上原価に計上しております。

　前事業年度のネットインフラ構築事業に含まれているク

ラスターサーバー部門の売上高は445,279千円、売上原価

は284,273千円であります。前事業年度のネット関連ソフ

トウェア事業に含まれているミドルウェア部門の売上高は

273,363千円、売上原価は61,909千円であります。　
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(8）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日現在）

当事業年度
（平成20年３月31日現在）

※１　関係会社項目

　関係会社に対するものが、次のとおり含まれております。

売掛金 14,367千円

短期貸付金 16,200千円

その他流動資産 39千円

(貸倒引当金） △30,607千円

※１　関係会社項目

　　　　　　 ――――――――――――――
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額

※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額

30,247千円 4,023千円

※２  固定資産売却損は、工具器具備品の売却によるもの

であります。    

※２　    ―――――――――――――――――

※３　    ――――――――――――――――― ※３　固定資産除却損は、建物3,798千円、工具器具備品

1,404千円であります。　   

※４　事業譲渡関連損失は、事業譲渡に伴い発生した損失

であり、その内訳は次のとおりであります。

ソフトウェア償却 5,881千円

減損損失 5,630千円

特別退職金 9,889千円

貸倒引当金繰入額 30,607千円

合計 52,009千円

※４　事業譲渡関連損失は、事業譲渡に伴い発生したソフ

トウェア償却によるものであります。

※５　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

（１）減損損失を認識した主な資産

場所 用途 種類

東京都港区 譲渡予定資産
工具器具備品及び
ソフトウェア

※５　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

（１）減損損失を認識した主な資産

場所 用途 種類

本社（東京都
港区）

ネット関連ソ
フトウェア事
業資産

工具器具備品他

本社（東京都
港区）

ネットインフ
ラ構築事業資
産

工具器具備品、ソ
フトウェア他 

本社（東京都
港区）

全社資産
建物、工具器具備
品、ソフトウェア
他 

（２）減損損失の認識に至った経緯

　ビジュアルコミュニケーション部門の事業譲渡に伴

い、譲渡予定資産のうち売却合意価額が簿価を下回っ

ているものを減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。

（２）減損損失の認識に至った経緯

　経営環境の悪化により経常的な収益が見込めなく

なったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。

（３）減損損失の金額

工具器具備品 870千円

ソフトウェア 4,760千円

合計 5,630千円

（３）減損損失の金額

建物 6,947千円

工具器具備品 11,563千円

ソフトウェア他 7,237千円

合計 25,748千円

（４）資産のグルーピングの方法

　当社は減損会計の適用にあたり、事業単位を基準と

した管理会計上の区分に従って資産グルーピングを

行っております。

（４）資産のグルーピングの方法

同左

（５）回収可能価額の算定方法

　当資産グループの回収可能価額は正味売却可能価額

により測定しており、正味売却可能額は主として売却

合意価額を使用しております。

（５）回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか

高い価額としております。 
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

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（注） 12,091 2,737 － 14,828

合計 12,091 2,737 － 14,828

 （注）普通株式数の増加株式数2,737株は、第三者割当による新株の発行によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

 提出会社
平成20年新株予約権

（注）１，２
普通株式 － 1,760 － 1,760 4,329

合計 － － 1,760 － 1,760 4,329

 （注）１．平成20年新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 　　　２．平成20年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 330,238千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 330,238千円

事業譲渡により減少した資産及び負債の内訳

流動資産 44,179千円

固定資産 39,535千円

小計 83,715千円

前受金との相殺 17,125千円 

差引：事業譲渡による収入 66,589千円

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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、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。

同左
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（有価証券関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成20年３月31日現在）

１．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 1,028

（企業結合等関係）

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31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及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、及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内訳　

 資産項目 金額（百万円）

流動資産 44

固定資産 39

合計 83

３．当事業年度の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
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（デリバティブ取引関係）

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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ため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として退職一時金制度を設けてお

ります。

また、従来の退職金制度に上積みして連合設立型の厚生年

金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金

資産の額が合理的に計算できないため、「退職給付に係る

会計基準注解」注12に定める処理を行っております。

２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 24,705千円

退職給付引当金 24,705千円

 連合設立型の厚生年金基金の加入員及び受給権者の

割合により計算した年金資産の額は100,432千円であ

ります。

３．退職給付費用に関する事項

(1）勤務費用 7,361千円

(2）厚生年金基金への要拠出額

（従業員拠出額を除く）
10,450千円

退職給付費用 17,812千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務については、簡便法により、算出しておりま

す。
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（ストック・オプション等関係）

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成14年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
取締役４名、従業員46名及び入社予定者

１名
取締役３名、従業員50名

ストック・オプション数 普通株式　　　600株 普通株式　　　443株

付与日 平成14年11月22日 平成16年12月15日

権利確定条件

 権利行使時においても当社の取締役ま

たは従業員であることを要する。ただ

し、会社都合により退職したときを除

く。

 同左

対象勤務期間
 自 平成14年11月22日

至 平成16年11月１日

 自 平成16年12月15日

至 平成18年６月30日

権利行使期間
 自 平成16年11月２日

至 平成24年11月１日

 自 平成18年７月１日

 至 平成20年６月30日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成14年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

権利確定前　　　　（株）   

前事業年度末 － －

付与 － －

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － －

権利確定後　　　　（株）   

前事業年度末 223 315

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － 15

未行使残 223 300

②　単価情報

平成14年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 120,000 135,685

行使時平均株価　　　　　（円） － －

公正な評価単価（付与日）（円） － －
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

前事業年度
(平成19年３月31日現在)

当事業年度
(平成20年３月31日現在)

繰延税金資産 (千円) (千円)

未払事業税否認 872 290

賞与引当金損金算入限度超過額 16,993 12,640

減価償却費損金算入限度超過額 17,726 11,515

退職給付引当金損金算入限度超過額 15,803 10,052

役員退職慰労引当金否認 14,913 10,441

一括償却資産損金算入限度超過額 1,117 1,274

貸倒引当金損金算入限度超過額 13,802 18,117

関係会社株式評価損否認 86,306 －

減損損失否認 2,291 10,476

たな卸資産評価損否認 － 1,613

投資有価証券評価損否認 － 1,042

法人税額控除 2,955 486

繰越欠損金 221,981 396,863

その他 3,335 3,171

繰延税金資産小計 398,101 477,987

評価性引当額 △398,101 △477,987

繰延税金資産合計 － －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前事業年度（平成19年３月31日現在）

　税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

当事業年度（平成20年３月31日現在）

　税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

（持分法損益等）

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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（関連当事者との取引）

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金

（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

 主要株主

(会社等)

ダイワボウ情

報システム㈱

大阪市

中央区
11,298 卸売業

(被所有)

直接

20.3

兼任2名
当社製品

の販売

商品の販

売

（注）１

80,599

 （注）２
売掛金

8,547

（注）２

(2）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金

（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

 役員 角田　幸治 　― ―

日本Ｍ＆

Ａマネジ

メント㈱

代表取締

役（注）

３

 

　　―

 

―

第三者割

当増資ア

ドバイザ

リー業務

第三者割

当増資の

指導

（注）１

10,000

 （注）２
 ―  ―

 取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

　　　２．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税を含めております。

　　　３．日本Ｍ＆Ａマネジメント株式会社は、当社株式を2,737（18.45%）株所有し第２位の株主であるJTC Partner 

Fundの業務執行組合員であり、かつ当社株式を1,832株（12.35%）所有し第３位の株主であるJMAM Value Driver

投資事業組合の業務執行組合員であります。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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。

１株当たり純資産額 34,728円15銭

１株当たり当期純損失金額 17,004円74銭

同左

　（注）　１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純損失金額

当期純損失（千円） 331,029 206,097

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 331,029 206,097

期中平均株式数（株） 12,047 12,120

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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538個）

 新株予約権３種類（新株予約権の

数699個）
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（重要な後発事象）

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及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、及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

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

    　記載が可能になり次第「決算発表資料の追加（役員の異動）」として開示いたします。

　　　なお、追加開示の時期は、5月中旬を予定しております。

(2）その他

    　該当事項はありません。
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