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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(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3四半期 1,416 6.2 △71 ― △75 ― △139 ―
21年3月期第3四半期 1,333 ― △1 ― △0 ― △4 ―

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3四半期 △9,314.67 ―
21年3月期第3四半期 △309.73 ―

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3四半期 1,474 530 34.1 29,831.84
21年3月期 1,430 562 37.9 36,538.74

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  503百万円 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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 0.00

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 ― 5 △85.6 0 ― △95 ― △6,165.23



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3四半期 16,868株 21年3月期  14,828株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―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3四半期 14,931株 21年3月期第3四半期 14,828株



 当第３四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く環境は、一部に明るさが見え始めているというもの

の全般的にはまだIT投資に抑制傾向が続いており、さらに今後政治的混迷が続けば二番底・三番底もおきかねない

というリスクを孕んだまま推移しております。 

 このような状況下、当第３四半期連結累計期間における売上高は、前年同期比83百万円増収の1,416百万円、営

業損失は同70百万円悪化の71百万円、経常損失は同75百万円悪化の75百万円、四半期純損失は同134百万円悪化の

139百万円となりました。  

 各事業の概況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、当連結会計年度をとおして大型案件の端境期にあたるため受注・売上高と

もに前年同期比減少しております。一方、ミドルウェア関連ビジネスは、IT－ECO関連製品が立ち上がり始めたこ

とにより売上高は、前年同期比微増となりました。この結果、当事業の売上高は、前年同期比576百万円減収の375

百万円、営業損失は同126百万円悪化の45百万円となりました。  

［ネットインフラ構築事業］ 

 光ファイバーシステム構築ビジネスは、伸張しておりますが、前年度大きな売上高を占めていた来訪者向け施設

向け通信機器関連ソリューションが激減し、その結果、当事業の売上高は、前年同期比49百万円減収の184百万

円、営業損失は、同55百万円改善し31百万円となりました。 

［情報サービス事業］ 

 当第３四半期連結累計期間より、株式会社ディーアンドアール・インテグレイツ、株式会社フリーポートを完全

子会社化し、またＴＣＢインフォス株式会社を創設したことにより、従来からの株式会社キャナルを加え当事業の

売上高は、前年同期比大幅に増加しましたが、まだ利益面の貢献には至っておりません。個社別では、フリーポー

トが営業利益を計上し、キャナルも健闘しております。この結果、当事業の売上高は、前年同期比678百万円増収

の826百万円、営業損失は、同７百万円悪化し８百万円となりました。 

［その他の事業］ 

 平成21年９月30日をもってＴＣＢシェアードサービス株式会社で行っていたその他事業を当社に取り込みまし

た。なお、当第３四半期連結累計期間においては、当社グループ外企業からの受託はなく、全てグループ内取引で

あります。  

  

(1) 貸借対照表に関する情報 

① 流動資産 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前期末比202百万円減少の1,017百万円となりました。主な内訳は、

現金及び預金438百万円、受取手形及び売掛金351百万円、たな卸資産124百万円等であります。 

② 固定資産 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、前期末比247百万円増加の457百万円となりました。主な内訳は、の

れん221百万円等であります。 

③ 流動負債 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前期末比171百万円減少の565百万円となりました。その主な内訳

は、支払手形及び買掛金224百万円、短期借入金120百万円等であります。 

④ 固定負債 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前期末比248百万円増加の378百万円となりました。その主な内訳は

長期借入金183百万円等であります。 

⑤ 純資産 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前期末比31百万円減少の530百万円となりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



 (2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前第３四半期連結会計期間末と比較して67百万円

増加の433百万円となりました。当第３四半期連結会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418百万円（前年同期は28百万円の獲得）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165百万円（前年同期は20百万円の獲得）となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は８百万円（前年同期は14百万円の使用）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361百万円、長期借入れによる収入189百万円、長期借入金の

返済による支出20百万円、株式の発行による収入94百万円等であります。 

  

 当期につきましては、各事業会社の全てが個別で営業黒字、連結ベースでも営業黒字を達成する見込みであります

が、事業規模の縮小が続くTCBテクノロジーズの事業再構築の完了が予想以上に時間がかかったこと（今期２月末に

完了予定）に伴い、販売管理費の圧縮による今期決算への影響が小さくなったため、営業利益、経常利益見通しを以

下のとおり、本日修正いたしました。 

   
  

 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。  

  

 たな卸資産の評価方法  

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期会計期間末の実

地たな卸高を基礎とした合理的な方法によって算定しております。 

  

該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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） 
2,100 50 50 10 674 40 

今回修正予想

（Ｂ） 
2,100 5 0 △95 △6,165 23 

増減額（Ｂ－

Ａ） 
  － △45 △50 △105 －   

増減率（％） － △90％ － － －   

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）

（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

（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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 438,351 170,696

受取手形及び売掛金 351,957 900,960

商品及び製品 77,688 92,602

仕掛品 47,042 17,304

前払費用 58,559 35,853

繰延税金資産 4,732 1,882

その他 40,099 4,780

貸倒引当金 △1,253 △4,100

流動資産合計 1,017,179 1,219,979

固定資産   

有形固定資産 47,606 15,209

無形固定資産   

のれん 221,558 115,836

その他 34,631 24,568

無形固定資産合計 256,189 140,404

投資その他の資産   

投資有価証券 23,753 27,428

長期貸付金 31,000 28,000

長期前払費用 25,465 18,136

繰延税金資産 1,340 225

その他 116,424 21,385

貸倒引当金 △44,037 △40,641

投資その他の資産合計 153,947 54,534

固定資産合計 457,744 210,149

資産合計 1,474,923 1,430,129

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 224,478 299,015

短期借入金 120,438 293,000

リース債務 5,343 1,960

未払法人税等 26,969 9,293

前受収益 95,533 57,072

賞与引当金 18,742 26,934

その他 74,382 50,584

流動負債合計 565,888 737,860

固定負債   

長期借入金 183,837 9,514

リース債務 18,330 7,135



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

退職給付引当金 28,967 24,822

役員退職慰労引当金 13,444 25,662

長期前受収益 125,160 62,542

繰延税金負債 8,557 －

その他 52 －

固定負債合計 378,349 129,675

負債合計 944,238 867,536

純資産の部   

株主資本   

資本金 606,282 726,131

資本剰余金 49,980 467,035

利益剰余金 △152,915 △650,702

株主資本合計 503,346 542,463

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △142 －

評価・換算差額等合計 △142 －

少数株主持分 27,481 20,128

純資産合計 530,684 562,592

負債純資産合計 1,474,923 1,430,129



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,333,326 1,416,568

売上原価 874,370 878,742

売上総利益 458,955 537,826

販売費及び一般管理費 460,110 609,702

営業損失（△） △1,155 △71,875

営業外収益   

受取利息 28 26

業務受託料 － 5,600

為替差益 972 728

その他 1,140 3,028

営業外収益合計 2,141 9,383

営業外費用   

支払利息 399 6,807

株式交付費 － 5,339

その他 754 755

営業外費用合計 1,154 12,902

経常損失（△） △168 △75,395

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 5,967

その他 560 52

特別利益合計 560 6,019

特別損失   

固定資産除却損 － 4,419

投資有価証券評価損 － 2,306

事務所移転費用 － 19,123

特別損失合計 － 25,848

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

391 △95,224

法人税、住民税及び事業税 4,337 31,615

法人税等調整額 △562 4,885

法人税等合計 3,775 36,500

少数株主利益 1,210 7,352

四半期純損失（△） △4,592 △139,077



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 811,339 661,567

売上原価 556,420 401,147

売上総利益 254,919 260,419

販売費及び一般管理費 177,834 260,272

営業利益 77,084 147

営業外収益   

受取利息 － 14

為替差益 1,002 210

その他 945 1,704

営業外収益合計 1,947 1,929

営業外費用   

支払利息 389 2,338

株式交付費 － 5,339

その他 754 494

営業外費用合計 1,144 8,172

経常利益又は経常損失（△） 77,888 △6,095

特別利益   

その他 560 52

特別利益合計 560 52

特別損失   

固定資産除却損 － 4,419

事務所移転費用 － 4,202

特別損失合計 － 8,621

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

78,448 △14,664

法人税、住民税及び事業税 3,161 9,094

法人税等調整額 △562 5,269

法人税等合計 2,598 14,363

少数株主利益 1,210 1,173

四半期純利益又は四半期純損失（△） 74,640 △30,202



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

391 △95,224

減価償却費 1,221 8,193

ソフトウエア償却費 2,110 7,171

のれん償却額 － 25,886

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,577 346

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,005 △13,311

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △12,218

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,134 4,145

受取利息及び受取配当金 － △26

支払利息 152 6,807

為替差損益（△は益） 19 △348

有形固定資産除却損 － 4,411

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） △134,013 622,634

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,317 2,296

仕入債務の増減額（△は減少） 182,486 △102,008

未払消費税等の増減額（△は減少） 386 △7,348

その他の資産の増減額（△は増加） △13,184 △30,983

その他の負債の増減額（△は減少） 55,539 18,731

小計 31,344 441,462

利息及び配当金の受取額 － 26

利息の支払額 △152 △7,457

法人税等の支払額 △2,396 △15,063

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,795 418,967

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △1,400

有形固定資産の取得による支出 △1,974 △18,849

無形固定資産の取得による支出 △21,868 △14,165

投資有価証券の取得による支出 △7,000 △23,174

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

差入保証金の回収による収入  7,997

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

44,857 －

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

その他 6,435 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,449 △165,275



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 25,000 110,000

短期借入金の返済による支出 △38,000 △361,972

長期借入れによる収入 － 189,000

長期借入金の返済による支出 △1,000 △20,350

株式の発行による収入 － 94,620

リース債務の返済による支出 － △2,683

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,000 8,615

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,225 262,655

現金及び現金同等物の期首残高 330,238 170,696

現金及び現金同等物の四半期末残高 365,464 433,351



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  

   

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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。  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

 当社は、平成21年12月18日付で、株式会社フルスピードから第三者割当増資の払込みを受けました。この結

果、当第３四半期連結会計期間において資本金が49,980千円、資本準備金が49,980千円増加し、当第３四半期連

結会計期間末において資本金が606,282千円、資本準備金が49,980千円となっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

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） 

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  951,622  234,263  147,439  1,333,326  －  1,333,326

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  － ( ) －    －

  計  951,622  234,263  147,439  1,333,326 ( ) －  1,333,326

 
営業利益又は営業損失

（△） 
 80,676  △86,765  △1,067  △7,155  6,000  △1,155

  

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  375,082  184,841  826,244 30,400  1,416,568  －  1,416,568

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  － ( ) －    －

  計  375,082  184,841  831,744  30,400  1,416,568 ( ) －  1,416,568

 営業損失（△）  △45,902  △31,762  △8,072  5,890  △79,847  7,971  △71,875

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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
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