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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

（注）前第２四半期は連結財務諸表を作成していないため、平成21年３月期第２四半期の数値は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 755 ― △72 ― △69 ― △108 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 △7,342.53 ―
21年3月期第2四半期 ― ―

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

22年3月期第2四半期 1,644 459 26.4 29,241.21
21年3月期 1,430 562 37.9 36,583.74

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  433百万円 21年3月期  542百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― ― ―
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 2,100 6.6 50 30.8 50 37.8 10 △175.1 674.40
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本日、別途開示の「平成22年3月期第2四半期連結業績予想との差違および特別損失の計上ならびに通期連結業績予想修正に関するお知らせ」をご参照
ください。 
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。 

新規 2社 （社名
ＴＣＢテクノロジーズ株式会社、株式
会社フリーポート

） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 14,828株 21年3月期  14,828株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 14,828株 21年3月期第2四半期 14,828株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境は、一部で明るい兆しが出始めていると言われ

るものの引き続き幅広い分野で先行き不透明感が払拭されず、IT投資において抑制傾向が続いております。さら

に、政権交代に伴う予算執行への懐疑感から、地方自治体での予算執行が大幅に遅れるあるいは止まるなどの影響

が出ております。 

このような状況の中、当第２四半期連結累計期間における売上高は755百万円、営業損失は72百万円、経常損失は

69百万円、四半期純損失は108百万円となりました。（前第２四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成しており

ませんので、前年同期比較は行っておりません。） 

各事業の概要は次のとおりであります。 

〔サーバーソリューション事業〕 

クラスターサーバー関連ビジネスは当連結会計年度が大口案件の端境期と言う状況ではありますが、小口案件の

取込等により期首の計画を上回って推移しております。 

ミドルウェア関連ビジネスは企業のIT投資減・地方自治体の予算執行の大幅遅れ等により、引き続き苦戦を強い

られております。ただし、国際公約となった地球温暖化ガス排出量を1990年比25％削減すると言う政府目標は、当

部門のIT-ECO製品群には追い風になると期待されます。この結果、当事業の売上高は247百万円、営業損失は57百万

円となりました。  

〔ネットインフラ構築事業〕 

マンション向けの光統合システムを中心とする建設ソリューションは既受注案件の構築と新規案件の受注を順調

に消化しておりますが、案件の性質上、殆どの売上は当連結会計年度の第３四半期以降となります。この結果、当

事業の売上高は50百万円、営業損失は42百万円となりました。 

〔情報サービス事業〕 

 景気の影響を受けつつも、概ね計画通りに推移しております。この結果、当事業の売上高は426百万円、営業利益

は3百万円となりました。なお、第３四半期連結累計期間からは、株式会社ディーアンドアール・インテグレイツお

よび株式会社フリーポートが当セグメントに加わることとなり、当セグメントの飛躍的増強が期待されます。 

〔その他の事業〕 

TCBシェアードサービス株式会社による当社グループ外からの業務受託が進まず、計画を下回りました。この結

果、当事業の売上高は30百万円、営業利益５百万円となりました。なお、TCBシェアードサービス株式会社で行って

いた連結財務諸表提出会社ならびにその子会社の管理は、すべて連結財務諸表提出会社が引き継ぐこととし、TCBシ

ェアードサービス株式会社を、平成21年10月１日付でTCBインフォス株式会社と商号変更の上、システムエンジニア

リングサービス事業を中心とする事業会社に改組いたしました。 

  

２．連結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 

①流動資産 

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は1,157百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金407百万円、受

取手形及び売掛金451百万円、たな卸資産179百万円等であります。 

②固定資産 

当第２四半期連結会計期間末の固定資産は267百万円となりました。主な内訳は、のれん234百万円等でありま

す。 

③流動負債 

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は838百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金369百

万円、短期借入金175百万円等であります。 

④固定負債 

当第２四半期連結会計期間末の固定負債は346百万円となりました。その主な内訳は長期借入金138百万円等であ

ります。 

⑤純資産 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は459百万円となりました。 
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 該当事項はありません。  

（2） キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は403百万円となりました。当第２四半期連結累計期

間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

① 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451百万円となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は143百万円となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は75百万円となりました。主な内訳は短期借入れによる収入110百万円、短期借入

金の返済による支出272百万円、長期借入れによる収入109百万円、長期借入金の返済による支出20百万円等であ

ります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

 当社グループを取り巻く経済環境は依然として不透明であり、また政治状況の変化に伴う自治体予算執行の遅れ等

の要因もあり、平成21年５月13日に発表した当連結会計期間（通期）の連結業績見通しを以下のとおり本日修正いた

しました。グループ全社を挙げ営業努力を行うとともに、リストラを含めた収益構造の見直しを徹底して行うことに

より、昨年に引き続きの営業利益、当期純利益黒字化を達成する見通しです。 

   
 なお、新たなTCBホールディングスグループとしての中期計画を発表する予定でおりましたが、政治的にも経済的

にも先行きがあまりに不透明であり、２年先・３年先の数字をコミットできる状況ではなくなりましたので、今しば

らく様子を見極めてから発表することといたします。 

  

  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 

前回発表予想

（Ａ） 
2,200 100 100 50 3,371 99 

今回修正予想

（Ｂ） 
2,100 50 50 10 674 40 

増減額（Ｂ－

Ａ） 
△100 △50 △50 △40 －   

増減率（％） △4.5 △50.0 △50.0 △80.0 －   

前期実績 1,961 34 31 27 1,855 59 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

 当社は、平成21年８月31日に、株式会社フリーポートの株式を100％取得し、連結子会社といたしました。 

 また、平成21年９月１日に、100％出資の新設分割方式により、ＴＣＢテクノロジーズ株式会社を設立し、当

社の営んでおりました主な事業を承継させました。 

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。  

  

（３）四半期連結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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 407,230 170,696

受取手形及び売掛金 451,334 900,960

商品及び製品 95,440 92,602

仕掛品 84,052 17,304

前払費用 77,636 35,853

繰延税金資産 19,529 1,882

その他 26,263 4,780

貸倒引当金 △3,574 △4,100

流動資産合計 1,157,914 1,219,979

固定資産   

有形固定資産 41,535 15,209

無形固定資産   

のれん 234,574 115,836

その他 32,565 24,568

無形固定資産合計 267,140 140,404

投資その他の資産   

投資有価証券 13,982 27,428

長期貸付金 28,000 28,000

長期前払費用 29,796 18,136

繰延税金資産 176 225

その他 146,906 21,385

貸倒引当金 △40,879 △40,641

投資その他の資産合計 177,982 54,534

固定資産合計 486,658 210,149

資産合計 1,644,572 1,430,129

- 1 -



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 369,937 299,015

短期借入金 175,433 293,000

リース債務 4,730 1,960

未払法人税等 23,128 9,293

前受収益 102,809 57,072

賞与引当金 27,398 26,934

その他 134,905 50,584

流動負債合計 838,342 737,860

固定負債   

長期借入金 138,164 9,514

リース債務 16,605 7,135

退職給付引当金 27,371 24,822

役員退職慰労引当金 13,444 25,662

長期前受収益 133,769 62,542

繰延税金負債 16,921  

その他 59  

固定負債合計 346,334 129,675

負債合計 1,184,676 867,536

純資産の部   

株主資本   

資本金 556,302 726,131

資本剰余金 － 467,035

利益剰余金 △122,713 △650,702

株主資本合計 433,588 542,463

少数株主持分 26,307 20,128

純資産合計 459,896 562,592

負債純資産合計 1,644,572 1,430,129
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 755,001

売上原価 477,594

売上総利益 277,407

販売費及び一般管理費 349,430

営業損失（△） △72,022

営業外収益  

受取利息 11

業務受託料 5,600

為替差益 517

その他 1,324

営業外収益合計 7,453

営業外費用  

支払利息 4,468

その他 261

営業外費用合計 4,729

経常損失（△） △69,299

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 5,967

特別利益合計 5,967

特別損失  

投資有価証券評価損 2,306

事務所移転費用 14,921

特別損失合計 17,227

税金等調整前四半期純損失（△） △80,559

法人税、住民税及び事業税 22,521

法人税等調整額 △384

法人税等合計 22,136

少数株主利益 6,178

四半期純損失（△） △108,875
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 412,317

売上原価 248,285

売上総利益 164,032

販売費及び一般管理費 171,589

営業損失（△） △7,557

営業外収益  

受取利息 11

為替差益 580

その他 △168

営業外収益合計 423

営業外費用  

支払利息 2,074

その他 125

営業外費用合計 2,199

経常損失（△） △9,334

特別損失  

事務所移転費用 14,921

特別損失合計 14,921

税金等調整前四半期純損失（△） △24,255

法人税、住民税及び事業税 9,570

法人税等調整額 11,951

法人税等合計 21,522

少数株主利益 5,527

四半期純損失（△） △51,305
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △80,559

減価償却費 3,414

ソフトウエア償却費 4,701

のれん償却額 12,870

貸倒引当金の増減額（△は減少） △490

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,655

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,549

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,218

受取利息及び受取配当金 △11

支払利息 4,468

為替差損益（△は益） △28

投資有価証券評価損益（△は益） 2,306

売上債権の増減額（△は増加） 530,533

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,465

仕入債務の増減額（△は減少） 43,450

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,639

その他の資産の増減額（△は増加） △59,332

その他の負債の増減額（△は減少） 81,569

小計 462,462

利息及び配当金の受取額 11

利息の支払額 △4,144

法人税等の支払額 △6,768

営業活動によるキャッシュ・フロー 451,561

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 △6,180

無形固定資産の取得による支出 △8,359

投資有価証券の取得による支出 △13,260

投資有価証券の売却による収入 5,000

差入保証金の差入による支出 △59,731

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△60,952

投資活動によるキャッシュ・フロー △143,483

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 110,000

短期借入金の返済による支出 △272,650

長期借入れによる収入 109,000

長期借入金の返済による支出 △20,350

リース債務の返済による支出 △1,172

財務活動によるキャッシュ・フロー △75,172

現金及び現金同等物に係る換算差額 28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 232,933

現金及び現金同等物の期首残高 170,696

現金及び現金同等物の四半期末残高 403,630
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（４）継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

  

サーバーソ
リューショ
ン事業 
（千円） 

ネットイ
ンフラ構
築事業 
（千円） 

情報サービ
ス事業 
（千円） 

その他の事
業  

（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  247,731  50,345  426,524  30,400  755,001  －  755,001

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  － ( ) －    －

  計  247,731  50,345  426,524  30,400  755,001 ( ) －  755,001

 
営業利益又は営業損失

（△） 
 △57,260  △42,797  3,150  5,890  △91,016  18,993  △72,022

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 該当事項はありません。 

  

６．その他の情報

 該当事項はありません。  
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