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平成17年12月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 
 

平成17年11月14日 

会社名 ターボリナックス株式会社 上場取引所 大阪証券取引所ヘラクレス 

コード番号 3777  

（URL http://www.turbolinux.co.jp）  

代表者     役職名 代表取締役社長   氏名 矢野 広一  

問合せ先責任者 役職名 代表取締役財務統括 氏名 岡田 光信 ＴＥＬ ０３（６４０６）２９２８ 

 

１．四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 

①財務諸表等の作成に際して準拠した基準  ：中間財務諸表作成基準 

②会計処理の方法の最近会計年度における認識：無 

 の方法との相違の有無 

③連結及び持分法の適用範囲の異動の状況  ：無 

④公認会計士又は監査法人による関与の状況 ：無 

 

２．平成17年12月期第３四半期の財務・業績概況（平成17年１月１日～平成17年９月30日） 

(1）経営成績の進捗状況    

 売上高 営業利益 経常利益 

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

平成17年12月期第３四半期 752,335 － 149,320 － 135,237 － 

平成16年12月期第３四半期 － － － － － － 

（参考）平成16年12月期 664,384  33,451  28,027  

 

 
四半期（当期）純利益 

１株当たり四半期（当期）
純利益 

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 

 千円 ％ 円 銭 円 銭 

平成17年12月期第３四半期 135,048 － 1,740 62 1,480 77 

平成16年12月期第３四半期 － － － － － － 

（参考）平成16年12月期 51,248  750 28 － － 

（注）１．期中平均株式数 平成17年12月期第３四半期 77,586株 平成16年12月期 68,306株 

２．前年同四半期の数値に関しましては、四半期決算を実施しておりませんので記載を省略しております。 

３．平成16年12月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の未行使残高がありま

すが、当社株式が非上場であり期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

 

 当四半期会計期間における部門別、国内・海外別の売上高は以下のとおりであります。 

 

○部門別 

平成17年12月期 
第３四半期 
（当四半期） 

平成16年12月期 
第３四半期 

（前年同四半期） 

参考 
前期（通期） 

期別 

 

 

部門 売上高 構成比 

対前年同
期増減率 

売上高 構成比 売上高 構成比 

 千円 ％ ％ 千円 ％ 千円 ％ 

製品 634,171 84.3 － － － 490,242 73.8 

サービス 118,163 15.7 － － － 174,141 26.2 

合計 752,335 100.0 － － － 664,384 100.0 

（注）上記の金額に消費税等は、含まれておりません。 
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○国内・海外別 

平成17年12月期 
第３四半期 
（当四半期） 

平成16年12月期 
第３四半期 

（前年同四半期） 

参考 
前期（通期） 

期別 

 

 

国内・海外 売上高 構成比 

対前年同
期増減率 

売上高 構成比 売上高 構成比 

 千円 ％ ％ 千円 ％ 千円 ％ 

国内 700,635 93.1 － － － 583,565 87.8 

海外 51,699 6.9 － － － 80,819 12.2 

合計 752,335 100.0 － － － 664,384 100.0 

（注）上記の金額に消費税等は、含まれておりません。 

 

［経営成績（単体）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 リナックスを始めとしたオープンソースに対する関心は拡大を続けております。かつては新奇さゆえの注目で

したが、近時においては既にビジネスとして定着し、ますますその領域を広げつつあります。特にリナックスに

ついては、国内外を問わず公共機関での需要が増加しており、また企業でのサーバの他、各種携帯端末や情報家

電においても利用が増加しております。 

 そのような環境下で当社は、業界全体の拡大を超える成長を確実なものとするべく邁進してまいりました。そ

の結果、当第３四半期における売上高は752,335千円となりました。これは、主としてサーバ製品の売上が堅調に

推移したことによるものであります。 

 営業利益は、149,320千円となりました。各種経費の見直しとともに、社内における事前の経費申請や稟議制度

の徹底を継続しており、販売費及び一般管理費につきましては、前期末は売上比64.9％の実績でありましたが、

当第３四半期では売上比43.6％の327,852千円に留まっております。 

 経常利益は、135,237千円となりました。平成17年９月15日に大阪証券取引所ヘラクレスに上場したことにより

上場に関連する費用が営業外費用として計上されております。 

 当第３四半期純利益は、135,048千円となりました。特別損益、税金等につきましては特記すべき事項はありま

せん。 

 

(2）財政状態の変動状況 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 千円 千円 ％ 円 銭 

平成17年12月期第３四半期 1,481,719 1,340,421 90.5 15,407 14 

平成16年12月期第３四半期 － － － － － 

（参考）平成16年12月期 474,851 285,373 60.1 3,706 15 

 

(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 
四半期末(期末)残高 

 千円 千円 千円 千円 

平成17年12月期第３四半期 162,571 △15,617 851,562 1,111,116 

平成16年12月期第３四半期 － － － － 

（参考）平成16年12月期 37,846 △25,926 34,772 112,820 
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［財政状態（単体）の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期における流動資産は1,311,186千円（前期末比1,040,849千円増）となりました。増加の主要因

は、有価証券が増加したことであります。これは平成17年９月15日に大阪証券取引所ヘラクレスに上場するに当

たって行った公募増資920,000千円のうち899,842千円を安全性の高い有価証券で運用していたことによるもので

あります。 

 固定資産は166,315千円（前期末比36,780千円減）となりました。減少の主要因は、ソフトウェア勘定の減少に

よるものであります。 

 繰延資産は4,218千円（前期末比2,799千円増）となりました。これは平成17年９月に実施した公募増資につい

て、新株発行費を繰延資産として計上したことによるものであります。 

 以上により資産合計は1,481,719千円（前期末比1,006,868千円増）となりました。 

 負債合計は141,298千円（前期末比48,179千円減）となりました。減少の主要因は、短期借入金50,000千円を返

済したことによるものであります。 

 

 なお、当第３四半期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） 

 税引前第３四半期純利益を135,237千円計上したことを主要因として、営業活動の結果得られた資金は

162,571千円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 ソフトウェア仮勘定の増加を主要因として、投資活動の結果使用した資金は15,617千円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 株式上場に伴う新株式の発行により920,000千円の資金調達を行い、このうち50,000千円を当初の資金計画に

基づき短期借入金の返済に充当いたしました。これらにより、財務活動の結果得られた資金は851,562千円とな

りました。 

 

 以上により、当第３四半期末における現金及び現金同等物は、1,111,116千円となりました。 

 

３．平成17年12月期の業績予想 

 
予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益 

１株当たり 
予想当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 円 銭 

通 期 1,159 170 167 1,927 29 

（注）１株当たり予想当期純利益の計算は、平成17年９月15日に大阪証券取引所ヘラクレスに上場するに当たって

行った公募による新株式発行後の発行済株式数87,000株により算出しております。 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 平成17年12月期の業績予想につきましては、概ね計画通りに推移しており、現時点では、平成17年９月15日に

公表いたしました業績予想からの変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出した見通しであり、実際の業績が記載

の見通しとは異なる結果となる可能性があります。 
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４．四半期財務諸表 

(1）四半期貸借対照表 

当四半期会計期末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成16年12月31日） 

期 別 

 

科 目 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金 211,274   112,820   

２ 売掛金 174,577   137,651   

３ 有価証券 899,842   －   

４ たな卸資産 18,037   19,472   

５ その他 7,617   6,145   

貸倒引当金 △162   △5,752   

流動資産合計  1,311,186 88.5  270,337 56.9 

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 24,883   28,986   

２ 無形固定資産       

(1）営業権 18,333   25,833   

(2）商標権 51,451   57,099   

(3）ソフトウェア 15,539   49,157   

(4）ソフトウェア仮勘定 14,088   －   

(5）その他 240   240   

無形固定資産合計 99,652   132,329   

３ 投資その他の資産 41,780   41,780   

固定資産合計  166,315 11.2  203,096 42.8 

Ⅲ 繰延資産  4,218 0.3  1,418 0.3 

資産合計  1,481,719 100.0  474,851 100.0 

       
（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 買掛金 43,352   51,930   

２ 短期借入金 －   50,000   

３ 未払費用 40,027   37,839   

４ 未払法人税等 3,081   316   

５ 未払消費税等 11,263   5,825   

６ 前受金 41,586   40,002   

７ その他 1,986   3,564   

流動負債合計  141,298 9.5  189,478 39.9 

負債合計  141,298 9.5  189,478 39.9 

（資本の部）       

Ⅰ 資本金  767,500   385,000 81.1 

Ⅱ 資本剰余金       

１ 資本準備金 537,500   －   

資本剰余金合計  537,500   －  

Ⅲ 利益剰余金       

１ 第３四半期未処分利益又

は当期未処理損失（△） 
35,421   △99,626   

利益剰余金合計  35,421   △99,626 △21.0 

資本合計  1,340,421 90.5  285,373 60.1 

負債資本合計  1,481,719 100.0  474,851 100.0 
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(2）四半期損益計算書 

当四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

期 別 

 

科 目 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 

Ⅰ 売上高  752,335 100.0  664,384 100.0 

Ⅱ 売上原価  275,162 36.6  200,064 30.1 

売上総利益  477,173 63.4  464,320 69.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  327,852 43.6  430,869 64.9 

営業利益  149,320 19.8  33,451 5.0 

Ⅳ 営業外収益  2,635 0.4  425 0.1 

Ⅴ 営業外費用  16,718 2.2  5,848 0.9 

経常利益  135,237 18.0  28,027 4.2 

Ⅵ 特別利益  － －  45,206 6.8 

Ⅶ 特別損失  － －  21,668 3.2 

税引前第３四半期（当期）

純利益 
 135,237 18.0  51,565 7.8 

法人税、住民税及び事業税  189 0.0  316 0.1 

第３四半期（当期）純利益  135,048 18.0  51,248 7.7 

前期繰越利益又は前期繰越

損失（△） 
 △99,626   150,875  

第３四半期未処分利益又は

当期未処理損失（△） 
 35,421   △99,626  
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(3）四半期キャッシュ・フロー計算書 

当四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

期 別 

 

科 目 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第３四半期（当期）純利益 135,237 51,565 

減価償却費 52,523 56,633 

貸倒引当金の減少額 △5,589 △43 

受取利息 △12 △57 

為替差損 219 496 

支払利息 1,081 1,719 

新株発行費償却額 627 709 

投資有価証券売却益 － △9,395 

関係会社出資金評価損 － 6,130 

有形固定資産除却損 － 10,425 

上場関連費用 15,010 － 

売上債権の増減額（増加：△） △36,926 35,415 

たな卸資産の増減額（増加：△） 1,435 △7,120 

前渡金の増減額（増加：△） △1,066 83 

前払費用の増減額（増加：△） △304 2,301 

未収入金の増加額 － 43,943 

仕入債務の減少額 △8,577 △32,930 

未払費用の増減額（減少：△） 3,255 △112,335 

前受金の増減額（減少：△） 1,584 △5,621 

預り金の減少額 △898 △1,857 

未払消費税等の増加額 5,438 1,727 

その他 1,944 △2,121 

小計 164,981 39,669 

利息の受取額 12 57 

利息の支払額 △2,001 △1,591 

法人税等の支払額 △422 △290 

営業活動によるキャッシュ・フロー 162,571 37,846 

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 △232 △2,898 

有形固定資産の売却による収入 160 － 

無形固定資産の取得による支出 △15,665 △53,258 

投資有価証券の売却による収入 － 13,130 

保証金の回収による収入 － 17,220 

その他 120 △120 

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,617 △25,926 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額 △50,000 △148,100 

株式の発行による収入 901,562 182,872 

財務活動によるキャッシュ・フロー 851,562 34,772 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △219 △496 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 998,296 46,195 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 112,820 66,624 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期（期末）残高 1,111,116 112,820 

   
 


