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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率） 

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 954 △32.0 △272 － △279 － △267 －

18年６月中間期 1,403 － 67 － 76 － 33 －

18年12月期 2,839 － 98 － 103 － 51 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年６月中間期 △5,913 82 － －

18年６月中間期 2,270 35 2,166 86

18年12月期 1,151 83 1,116 22

（参考）　持分法投資損益　19年６月中間期　－百万円　18年６月中間期　－百万円　18年12月期　－百万円

(2）連結財政状態

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

19年12月中間期 3,062 1,962 64.1 43,351 20

18年12月中間期 3,227 2,197 68.1 147,991 76

18年12月期 3,514 2,218 63.1 49,447 34

（参考）　自己資本　19年６月中間期　1,962百万円　18年６月中間期　2,197百万円　18年12月期　2,218百万円

(3）連結キャッシュ・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

19年６月中間期 △117 △121 △194 1,004

18年６月中間期 △192 △407 248 1,053

18年12月期 306 △672 396 1,431

２．配当の状況

  １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

 円　　 銭 円　　 銭 円　　 銭

18年12月期 　　－ 　　－ 0　　00

19年12月期 　　－ ─────
0　　00

19年12月期（予想） ───── 　　－
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３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％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
１株当たり
当期純利益

2,360～2,790百万円 △225～△30百万円 △225～△30百万円 △235～△40百万円 △5,193円94銭

通期 △16.9～△1.7％ －～－％ －～－％ －～－％ ～△884円07銭 

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）　無

(2）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、15ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）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）
19年６月中間期 45,261株 18年６月中間期 14,851株 18年12月期 44,874株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 －株 18年６月中間期 －株 18年12月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 934 △30.0 △258 － △266 － △254 －

18年６月中間期 1,335 － 74 － 82 － 39 －

18年12月期 2,575 － 90 － 91 － 40 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 △5,621 26

18年６月中間期 2,710 20

18年12月期 919 45

(2）個別財政状態

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

19年６月中間期 3,038 1,958 64.5 43,276 00

18年６月中間期 3,231 2,202 68.2 148,326 91

18年12月期 3,494 2,207 63.2 49,201 96

（参考）　自己資本　19年６月中間期　1,958百万円　18年６月中間期　2,202百万円　18年12月期　2,207百万円
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２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％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
１株当たり
当期純利益

2,010～2,440百万円 △285～△90百万円 △285～△90百万円 △295～△100百万円 △6,520円05銭 

通期 △33.0～△18.7％ －～－％ －～－％ －～－％ ～△2,210円18銭 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、本業績予想作成時点において入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断した予想であり、潜

在的なリスクや不確実性が含まれているため、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

また、事業環境の動向等による業績の変動幅が大きく、特定の数値による予想が投資家にかえって誤解を与えるお

それがあるため、レンジ形式により開示しております。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間期の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰やゼロ金利政策の解除による長期金利の上昇など懸念

材料はあったものの、企業業績の回復とともに設備投資の増加や雇用状況の改善により堅調に推移いたしました。当

社の主たる事業領域である情報セキュリティ業界におきましては、日本版SOX法の本格的な対応に向けた需要予測を

行っておりましたが、経済界からの内部統制ルール基準の緩和を求める要請により金融庁が実施基準の緩和を検討す

ることとしたこともあり、対応としては業務フローの整理・体制構築のフェーズに留まるなど、内部統制強化に関連

する需要見込みは顕在化の途上となりました。

　このような経済環境下で、当社グループは持続的な成長を実現するため、本人認証の多様化の流れを背景に大規模

案件向けの情報セキュリティソリューションである新製品「EVE」シリーズの開発を行い、また情報漏洩対策ソリュー

ションの販路拡大やロボティクス分野など市場ニーズを先取りしたアライアンスを推進し、併せて韓国や中国をはじ

めとしたアジア地域における製造から販売までの一貫した事業体制の構築を行うなど、ネクストステージに向けた先

行的な施策を積極的に展開いたしました。

　こうした活動の結果、当中間連結会計期間の売上高は、前期からずれ込んでいた大手金融機関案件が先方都合によ

り導入が見送られたこともあり954,077千円（前年同期比32.0％減）となりました。また、損益面におきましては新製

品開発に伴う研究開発費や国内外の販売体制強化による販管費の増加もあり営業損失272,304千円、経常損失279,524

千円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　自社開発製品事業におきましては、従来の「ＵＢＦ」シリーズおよび携帯電話など組込み向け指紋認証ソリュー

ション「ＵＢ－ｓａｆｅ」をはじめとする指紋認証機器、通信カラオケ機器向けハードウェア製品のアミューズメ

ント機器に加え、ワンセグメント放送受信チューナー製品の映像関連機器の売上を計上しました。

映像関連機器の売上が加わったものの、前期からずれ込んでいた大手金融機関案件が先方都合により導入が見送ら

れた影響で、利益率の高い指紋認証機器の売上が伸び悩み、新製品開発に伴う研究開発費や国内外の販売体制強化

による販管費の増加もあり、業績を悪化させることとなりました。

この結果、売上高は829百万円、営業損失110百万円となりました。

　受託開発事業におきましては、前期同様通信カラオケ機器関連ソフトウェア、通信機器メーカ向けソフトウェア、

医療サービス会社向けシステムに関する受託開発を行いましたが、原価率の高い通信カラオケ機器関連ソフトウェ

アの売上比率が高くなりました。

この結果、売上高は124百万円、営業損失16百万円となりました。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、後記の所在地別セグメント情報におけるアジアに属する国は、韓国のみであります。

(a) 日本

　前期からずれ込んでいた大手金融機関案件が先方都合により導入が見送られた影響で、利益率の高い指紋認証機

器の売上が伸び悩み、新製品開発に伴う研究開発費や国内外の販売体制強化による販管費の増加もあって業績を悪

化させることとなり、売上高は934百万円、営業損失112百万円となりました。

(b) 韓国

　当第1四半期の売上が伸び悩んだため、売上高は111百万円、営業損失13百万円となりました。

 

②当期の見通し

　今後のわが国経済を取り巻く環境は、日本経済の緩やかな拡大を背景に更なる金利引き上げも懸念はされるものの、

民間需要を中心に景気の拡大基調は続くものと見られます。

当社の平成19年12月期の連結業績の見通しについては、情報セキュリティの市場において、今後は日本版SOX法施行に

伴う内部統制強化のフェーズが、財務を中心とした業務フロー・体制構築から内部統制管理ツールを活用した情報セ

キュリティ管理体制の構築へ移行するものと考えられます。こうしたことから、当社製品に対する需要は徐々に顕在

化していくことが見込まれ、併せて海外における販売体制の拡充を要因として徐々に売上が伸長していくことが予想

されます。しかしながら、下期については通信カラオケ機器向けハードウェア製品に関する売上の減少が見込まれ、

全体としての売上の減少を見込んでおります。

　当社は、昨年から実施している国内外における資本参加を伴う業務提携を推進してまいりましたが、特にSuperPix 

Micro Technology Ltd.（中国）やDigitalSecu Co.,Ltd.（韓国）などの資本提携先の業績が順調に伸張していること

から、これら企業との提携に関係した下期以降の販売が本格化することが予想されます。

また、当社売上は大口受注の影響が大きく、製品の引き合いから受注導入まで長期間を要することもあり、決算期を

またいで売上が実現するケースが想定されます。それに加え、当社売上の一定割合を新規事業・新製品が占めるため

売上高や利益が正確に読みにくいといった特性を踏まえ、利益計画についてはレンジによる予測数値を用いることと
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いたしました。

　以上の状況を勘案し、当連結会計期間おける業績は売上高で上限2,790百万円から下限2,360百万円、経常利益で上

限△30百万円から下限△225百万円、当期純利益で上限△40百万円から下限△235百万円を予想しております。 

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末の総資産は3,062百万円、流動資産は2,162百万円、固定資産は899百万円となりました。

流動負債は855百万円、固定負債は244百万円、負債合計は1,100百万円となりました。株主資本は1,955百万円、純資

産は1,962百万円となりました。その結果、流動比率は252.7%、自己資本比率は64.1%となり、当中間連結会計期間に

おいては267百万円の純損失ではあったものの、依然として健全な財務状態を維持しております。

 

②当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、営業活動による資金の支出117百万円、

投資活動による資金の支出121百万円により、フリーキャッシュ・フローは238百万円のマイナスとなりました。さら

に財務活動により194百万円を支出した結果、資金は期首に比べ426百万円減少し、1,004百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前中間純損失279百万円に加え、たな卸資産の増加108百万円、前受金の減少34百万円により資金が減少

したものの、売上債権の減少232百万円、減価償却費53百万円、賞与引当金の増加38百万円により資金が増加し、結果

として資金は117百万円の支出となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　Mobim Technologies社の株式取得による支出24百万円、㈱ブライセンの株式取得による支出20百万円、㈱ジャイロ

ウォークの株式取得による支出19百万円、無形固定資産の取得による支出42百万円及び有形固定資産の取得による支

出12百万円などにより、121百万円の資金の支出となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　短期借入金の借入れ400百万円、長期借入金の借入れ200百万円及びストック・オプションの行使による払込金額5百

万円により605百万円を調達し、他方、短期借入金の返済650百万円、長期借入金の返済149百万円により799百万円が

減少した結果、194百万円の純減となりました。

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移

平成18年12月末 平成19年6月末

自己資本比率（%） 63.1 64.1

時価ベースの自己資本比率（%） 260.4 183.3

債務償還年数（年） 3.08 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 27.3 －

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

債務償還年数　：　有利子負債／営業キャッシュ・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

※各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表上に記載されている負債のうち、利息を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いて算出しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、利益配分につきましては、経営上の重要課題と認識し、収益力の拡充を図りながら検討をしてまいります

が、当社が属するセキュリティ事業分野は成長過程にあり、その中にあって、当社の更なる発展と成長を実現するた

め、利益は内部留保に充当し、新製品開発、研究開発投資、業容拡大に使用し、更に企業価値を高めることが利益を

株主に還元する有意な方法であると認識しております。

 

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

なお、本項に記載した見込み、見通し、方針、所存等の将来に関する事項は、本中間決算短信提出日現在において判

断したものであり、将来に関する事項には不確実性を内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる

実際の結果と大きく異なる可能性があります。

(a)カントリーリスクについて

　当社は中国、韓国を中心に事業をグローバルに展開してきましたが、更に加速化する予定でおります。

当社が事業を展開する国々や地域の経済状況および法制度、政策の変動により当社の業績および財務状況に影響を及

ぼす可能性があります。

 

(b)為替変動等の影響について

　当社は製品の生産を海外企業に委託し、完成品を輸入しております。また、今後は海外にて製品を販売する予定で

おります。このため、為替予約等によるリスクヘッジを行いますが、当社業績は為替変動の影響を受ける可能性があ

ります。

 

(c)製品の欠陥について

　当社は、国内外の拠点で世界に認められる品質管理基準のもと、製造を行っておりますが、将来にわたり、全ての

製品において欠陥やリコールがないという保証はありません。大規模なリコールにつながる製品の欠陥は、当社の業

績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(d)販売価格の下落について

　当社の主力製品であるUBFに関しては、類似製品を取り扱う他社との競合や大口顧客からの要請等により、販売価格

が下落する可能性があります。販売価格の下落幅や下落スピードが当社の予想を超えて進行する場合には、当社の業

績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(e)特定の販売先への依存について

　当社のアミューズメント機器の販売先である株式会社ＢＭＢの取扱割合が、当中間連結会計期間において全体売上

の54.3％を占めております。こうした特定の販売先に対する依存度が高いことにより、その動向が当社の業績および

財務状況に大きな影響を与える恐れがあります。当社はバランスの取れた取引先との関係を構築することおよび大手

法人企業との販売体制を強化することにより特定の販売先への過度の依存によるリスクを軽減してまいります。

 

(f)投資先の業績について

　当社はアジア圏での開発拠点の確保および当社製品の販路拡大のため、海外３社に総額約６億円の出資を行ってお

り、取引先との関係強化や事業領域の拡大を目的として国内２社に総額約４千万円の出資を行っております。出資先

の開発遅延等により業績が悪化し、出資時の価値が毀損される場合には、投資有価証券の減損会計適用により、当社

の業績に悪影響を及ぼすリスクがあります。
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２．企業集団の状況
 

　当社グループは、当社（株式会社ディー・ディー・エス）及び子会社１社（DDS Korea, Inc.)と駐在員事務所（中国

上海市）で構成されており、指紋認証機器（ＵＢＦシリーズ）およびアミューズメント機器の設計、開発、生産、販売

並びにソフトウェアの受託開発を主たる事業としております。 

連結子会社（DDS Korea, Inc.)及び上海駐在員事務所は主に指紋認証機器の販売を主たる事業としております。 

 

　生産については、当社はファブレス企業であり、日本、中国、韓国内のEMS（Electric Manufacturing Service)に生

産委託を行っており、当社は生産管理、品質管理を行っております。 

 

当社グループの状況を事業系統図に示すと次のとおりであります。 

 

日本、中国、韓国のＥＭＳ 

当 社 （株式会社ディー・ディー・エス） 

海外の得意先 国内の最終得意先 

大手代理店、大手SIer 

（駐在員事務所） 
 

上海駐在員事務所 

（連結子会社） 
 

DDS Korea, Inc. 

指紋認証機器の販売 

アミューズメント機器の販売 
ソフトウェアの受託・販売 

ソフトウェアの
受託・販売 

指紋認証機器の販売 

指紋認証機器の販売 
指紋認証機器のライセンス 

指紋認証機器の
販売先との交渉 

生産委託 製品 
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３．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社は、産学連携により培われた技術により、セキュリティ事業分野およびアミューズメント、モバイル、ITS（自

動車の情報化）、ロボットの分野で、規模、利益共にバランスのとれた発展をし、特にコア・ビジネスである生体認

証機器の分野でマーケット・シェア№１を、また年度毎に新規事業による売り上げを毎期実現し続けていくことを基

本方針としております。

 

(2）目標とする経営指標

　当社は、セキュリティ事業の更なる拡大を目標とし、係るコア事業を中心に売上高経常利益率といった事業の収益

性を重視した事業運営に注力してまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社が属する情報セキュリティー市場は、技術進歩が非常に早く市場自体も急拡大しており、多くの競合他社が参

入して来ております。そのため、国内外の市場開拓と販売チャネルの確立および拡販のためのセールス・フォースの

強化、市場ニーズにあった要素技術の発掘と実用化のための国内外機関とのアライアンス、より高度な組込み技術の

確立による製品の低コスト化、高度な組立技術をもつ海外メーカーとの提携および生産拠点の確保、急拡大する当社

業績を支える管理体制の強化、公開会社としての適時開示体制の構築と日本版SOX法に対応する内部統制組織の構築と

コーポレート・ガバナンスの強化を当社の中長期的な経営戦略として捉え、それらを総合的に達成する新しい組織体

制の構築を行ってまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

①営業体制の強化および事業パートナーとの協業

　バイオメトリクス事業において大手法人顧客の開拓と拡販を強化するため組織体制の見直しを図り、積極的にセー

ルス・フォース強化のため人員の増強を行います。

　また、現在のコア製品である指紋認証機器の拡販を目指すとともに指紋認証のアルゴリズムであり応用範囲の広い

周波数解析法を適用した広範なバイオメトリクス関連製品のラインアップを充実してまいります。

 

②積極的アライアンス

　戦略的技術の発掘および開発を国内外の研究機関と提携して積極的に行う体制を確立してまいります。そのため、

特に当社のコア事業である指紋認証技術と複合的に結びつく大学、研究機関等の提携先を開拓し、新規事業につなが

る技術開発体制を展開してまいります。

 

③海外事業体制の確立

　当中間連結会計期間においてMobim Technology社に200,000米ドルの出資を行い、株式の5.15％を取得いたしました。

既に当社が出資しているSuperPix Micro Technology Ltd.のCMOSカメラモジュールと同社の高速・高画質の画像通信

技術に当社の組込技術をあわせた複合製品の企画・開発を行うことによって新規市場の創造に繋げてまいります。ま

た、上海駐在員事務所の人員を増強してアジア・太平洋地域の市場開拓に努めてまいります。

 

④適時開示体制の整備 

　証券取引法および東証ルールを遵守し、正しい財務諸表を適時に作成、開示し投資家の投資判断に影響を与える可

能性のある情報を株主平等原則に則り、積極的に開示してまいります。

 

(5)その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はございません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

当中間連結会計期間末

 （平成19年６月30日）

前中間連結会計期間末

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表 

（平成18年12月31日） 

区分
注記

番号
金　額（千円）

構成比

(%)
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 1,007,098 1,053,325 1,431,246

　2.受取手形 ※3 4,461 258,569 4,327

　3.売掛金 664,045 749,602 896,334

　4.有価証券 10,032 10,003 12,538

　5.たな卸資産 403,071 273,755 294,774

  6.前渡金 17,800 186,419 4,624

　7.繰延税金資産 20,945 21,378 6,593

　8.その他 ※2 35,409 61,285 41,717

　流動資産合計 2,162,865 70.6 2,614,339 81.0 2,692,155 76.6

Ⅱ 固定資産

　1.有形固定資産　　　 ※1 67,379 2.2 87,604 2.7 69,411 2.0

　2.無形固定資産　　 122,136 4.0 110,364 3.4 111,826 3.2

　3.投資その他の資産

　　(1)投資有価証券 644,771  353,354  580,540  

　　(2)敷金保証金 54,160  51,975  51,345  

　　(3)その他 11,085 710,017 23.2 9,858 415,188 12.9 9,072 640,959 18.2

固定資産合計 899,533 29.4 613,157 19.0 822,197 23.4

資産合計 3,062,398 100.0 3,227,496 100.0 3,514,353 100.0
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当中間連結会計期間末

 （平成19年６月30日）

前中間連結会計期間末

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表 

（平成18年12月31日） 

区分
注記

番号
金　額（千円）

構成比

(%)
金　額（千円）

構成比

(%)
金　額（千円）

構成比

(%)

（負　債　の　部）

Ⅰ 流動負債

  1.買掛金 192,871 59,683 176,864

　2.短期借入金 200,000 150,000 450,000

　3.一年以内返済予定　

長期借入金

308,926 305,732 275,229

  4.未払法人税等　 5,154 50,484 7,195

  5.賞与引当金 44,017 38,324 5,910

　6.未払金 31,226 20,451 28,344

　7.未払費用　 17,722 12,752 25,937

　8.その他 ※2 55,821 40,787 99,683

　流動負債合計 855,739 27.9 678,216 21.0 1,069,165 30.4

Ⅱ 固定負債

  1.長期借入金 238,360 343,864 218,096

　2.退職給付引当金 6,181 4,848 4,584

　3.役員退職慰労引当金 － 2,741 3,615

固定負債合計 244,541 8.0 351,454 10.9 226,295 6.5

　負債合計 1,100,280 35.9 1,029,670 31.9 1,295,460 36.9

（純　資　産　の　部）

Ⅰ 株主資本

　1.資本金 963,467 31.4 958,766 29.7 960,886 27.3

　2.資本剰余金 1,059,350 34.6 1,054,750 32.7 1,056,770 30.1

　3.利益剰余金 △67,002 △2.1 182,802 5.7 200,567 5.7

　株主資本合計 1,955,814 63.9 2,196,319 68.1 2,218,225 63.1

Ⅱ 評価・換算差額等

　1.為替換算調整勘定 6,304 1,506 668

評価・換算差額等合計 6,304 0.2 1,506 0.0 668 0.0

　純資産合計 1,962,118 64.1 2,197,825 68.1 2,218,893 63.1

　負債純資産合計 3,062,398 100.0 3,227,496 100.0 3,514,353 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

当中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日)

前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日

 至　平成18年６月30日)

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

区分
注記

番号
金　額（千円）

百分比

(%)
金　額（千円）

百分比

(%)
金　額（千円）

百分比

(%)

Ⅰ．売上高  954,077 100.0  1,403,658 100.0  2,839,950 100.0

Ⅱ．売上原価   817,823 85.7  1,031,747 73.5  2,033,654 71.6

　　売上総利益  136,253 14.3  371,910 26.5  806,296 28.4

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※1  408,557 42.8  304,059 21.7  708,018 24.9

　　営業利益(△損失)  △272,304 △28.5  67,851 4.8  98,277 3.5

Ⅳ．営業外収益           

1．受取利息  1,468   144   494   

2．為替差益  1,019   3,756   8,471   

3．雑収入  1,187 3,675 0.3 11,073 14,973 1.0 18,430 27,396 0.9

Ⅴ．営業外費用　           

1．支払利息  5,511   3,427   9,570   

2．たな卸資産廃棄損  －   3,106   3,106   

3．雑損失  1,005   －   2,184   

4．支払ロイヤルティー  4,379   －   7,578   

5．その他  － 10,896 1.1 12 6,545 0.4 － 22,440 0.8

　　経常利益(△損失)  △279,524 △29.3  76,280 5.4  103,234 3.6

Ⅵ．特別利益           

1．役員退職慰労引当金

戻入益

 
3,775 3,775 0.4 － － － － － －

Ⅶ. 特別損失           

1．固定資産除却損  ※2 30   2,655   3,082   

2．たな卸資産評価損  3,843 3,873 0.4 2,916 5,571 0.4 5,996 9,078 0.3

　　税金等調整前中間（当期）

純利益（△純損失）
 △279,623 △29.3  70,709 5.0  94,155 3.3

法人税、住民税及び事業税 1,620   48,560   38,687   

　　法人税等調整額  △13,672 △12,052 △1.3 △11,316 37,244 2.6 4,238 42,925 1.5

中間(当期)純利益

(△純損失)
 △267,570 △28.0  33,465 2.4  51,230 1.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）　　　　　　　　　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年12月31日残高（千円） 960,886 1,056,770 200,567 2,218,225

中間連結会計期間中の変動額     

　新株の発行 2,580 2,580 － 5,160

　中間純利益 － － △267,570 △267,570

　株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額）
－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） 2,580 2,580 △267,570 △262,410

 平成19年６月30日残高（千円） 963,467 1,059,350 △67,002 1,955,814

  評価・換算差額等
 純資産合計

為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計 

平成18年12月31日残高(千円） 668 668 2,218,893

中間連結会計期間中の変動額    

　新株の発行 － － 5,160

　中間純利益 － － △267,570

　株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額）
5,635 5,635 5,635

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） 5,635 5,635 5,635

平成19年６月30日残高（千円） 6,304 6,304 1,962,118

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）　　　　　　　　　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年12月31日残高（千円） 955,250 1,054,750 149,337 2,159,337

中間連結会計期間中の変動額     

　新株の発行 3,516 － － 3,516

　中間純利益 － － 33,465 33,465

　株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額）
－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） 3,516 － 33,465 36,981

 平成18年６月30日残高（千円） 958,766 1,054,750 182,802 2,196,319

 評価・換算差額等
純資産合計

為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計 

平成17年12月31日残高(千円） － － 2,159,337

中間連結会計期間中の変動額    

　新株の発行 － － 3,516

　中間純利益 － － 33,465

　株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額）
1,506 1,506 1,506

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） 1,506 1,506 38,487

平成18年６月30日残高（千円） 1,506 1,506 2,197,825
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 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年1月1日　至　平成18年12月31日）　　　　　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年12月31日残高（千円） 955,250 1,054,750 149,337 2,159,337

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 5,636 2,020 － 7,656

　当期純利益 － － 51,230 51,230

　株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額）
－ － － －

　連結会計年度中の変動額合計（千円） 5,636 2,020 51,230 58,887

平成18年12月31日残高（千円） 960,886 1,056,770 200,567 2,218,225

  評価・換算差額等
純資産合計

為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計  

平成17年12月31日残高（千円） － － 2,159,337

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 － － 7,657

　当期純利益 － － 51,230

　株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額） 
668 668 668

連結会計年度中の変動額合計（千円） 668 668 59,555

平成18年12月31日残高（千円） 668 668 2,218,893
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ｉ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1.税金等調整前中間（当期）純利益

（損失：△）
△279,623 70,709 94,155

　  2.減価償却費 53,919 74,362 133,563

　  3.賞与引当金の増加額 38,106 33,802 1,388

　  4.退職給付引当金の増加額 1,597 568 304

　　5.役員退職慰労引当金の増減額

（減少：△）
△3,615 280 1,153

　  6.受取利息 △1,468 △381 △494

　  7.支払利息 5,511 5,126 9,570

    8.売上債権の増減額（増加：△） 232,153 △425,958 △318,447

    9.たな卸資産の増減額（増加：△） △108,297 197,895 176,876

   10.仕入債務の増減額（減少：△） 16,008 △55,818 51,389

   11.その他（減少：△） △68,990 △29,756 256,347

小計 △114,697 △129,170 405,808

   12.利息の受取額 1,316 379 717

   13.利息の支払額 △3,857 △4,951 △11,238

   14.法人税等の支払額 183 △59,081 △88,975

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △117,055 △192,823 306,311

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　  1.有形固定資産の取得による支出 △12,023 △28,415 △33,465

　  2.無形固定資産の取得による支出 △42,785 △16,853 △47,803

　  3.投資有価証券の取得による支出 △64,231 △353,354 △583,115

　  4.その他 △2,480 △8,563 △7,917

　 投資活動によるキャッシュフロー △121,520 △407,185 △672,302

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　  1.短期借入金の純増減額 △250,000 △12,506 287,494

　  2.長期借入れによる収入 200,000 400,000 400,000

　  3.長期借入金の返済による支出 △149,461 △142,061 △298,332

    4.株式の発行による収入 5,160 3,516 7,656

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △194,300 248,949 396,818

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 6,025 4,710 743

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △426,851 △346,349 31,571

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,431,246 1,399,674 1,399,674

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高
※ 1,004,394 1,053,325 1,431,246
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　１社

主要な連結子会社の名称

DDS Korea, Inc. 

(2）非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

(1）連結子会社の数　　　同左

主要な連結子会社の名称

同左

(2）非連結子会社の名称等

同左

(1）連結子会社の数　　　　同左

主要な連結子会社の名称 

 同左

(2）非連結子会社の名称等

 同左

２．持分法の適用に関する事

項
該当事項はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

全ての連結子会社の中間期の末日

は、中間連結決算日と一致してお

ります。

同左

全ての連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しております。 

４. 会計処理基準に関する事

項

(イ) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

その他有価証券

(イ) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

その他有価証券

(イ) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

その他有価証券 

時価のないもの 時価のないもの 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。 
同左 同左 

 ②　たな卸資産

(1）製品

総平均法による原価法 

(2）原材料

総平均法による原価法 

(3）仕掛品

個別法による原価法

(4）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

②　たな卸資産

(1）製品

  移動平均法による原価法

(2）原材料 

  移動平均法による原価法

(3）仕掛品

同左

(4）貯蔵品

同左

②　たな卸資産 

(1）製品 

同左

(2）原材料 

同左

(3）仕掛品

同左

(4）貯蔵品

同左

(ロ) 重要な減価償却資産の評価基

準及び評価方法

(1）有形固定資産

定率法

(2）無形固定資産

 ソフトウェア

定額法

①　市場販売目的のソフトウェア

(ロ) 重要な減価償却資産の評価基

準及び評価方法

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産 

ソフトウェア

同左

①　市場販売目的のソフトウェア

(ロ) 重要な減価償却資産の評価基

準及び評価方法

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

   ソフトウェア

同左

①　市場販売目的のソフトウェア

見込販売数量に基づく償却額

と見込販売可能期間(3年)に基

づく償却額のいずれか大きい

額によっております。  

同左 同左

②　自社利用のソフトウェア ②　自社利用のソフトウェア ②　自社利用のソフトウェア 

社内における見込利用可能期

間(5年)に基づく償却額に

よっております。 

同左 同左

(3）長期前払費用

────── 

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

(ハ) 重要な引当金の計上基準

①　賞与引当金

(ハ) 重要な引当金の計上基準

①　賞与引当金

(ハ) 重要な引当金の計上基準

①　賞与引当金 

従業員に支給する賞与に充てる

ため、将来の支給見込額のうち、

当中間連結会計期間の負担額を

計上しております。 

同左

従業員に支給する賞与に充てる

ため、将来の支給見込額のうち、

当連結会計年度負担額を計上し

ております。

②　退職給付引当金 ②　退職給付引当金 ②　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職

給付債務の見込額のうち、当中

間連結会計期間の負担額を計上

しております。

なお、当社は退職給付債務の算

定にあたり期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする簡便法

によっております。

同左

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上

しております。 

なお、当社は退職給付債務の算

定にあたり期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする簡便法

によっております。
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項目

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

③　役員退職慰労引当金 ③　役員退職慰労引当金 ③　役員退職慰労引当金

　   ──────

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金規定に

基づく期末要支給額の内、当中

間連結会計期間に対応する部分

を計上しております。

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金規程に

基づき期末要支給額を計上して

おります。  

(追加情報）   

連結財務諸表提出会社においては、

従来、役員に対する退職慰労金規定

による連結会計年度末要支給額を計

上しておりましたが、平成19年２月

９日の取締役会において、役員退職

慰労金制度を廃止し、過年度分も含

めて全役員が受給権を放棄すること

を決定いたしました。

この役員退職慰労金制度の廃止に伴

い、廃止決定時の役員退職慰労引当

金残高の未使用残高3,775千円を取

崩し、特別利益に計上しております。

これによる損益への影響は軽微であ

ります。

  

（ニ）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

（ニ）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

（ニ）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、当中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

をしております。 

なお、在外子会社等の資産および負

債は、当中間連結決算日の直物為替

相場で、収益および費用は中間連結

会計期間の期中平均レートにより円

貨に換算し、換算差額は純資産の部

の為替換算調整勘定に含めておりま

す。 

同左

外貨建金銭債権債務は、当連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理をし

ております。 

なお、在外子会社等の資産および負

債は、当連結決算日の直物為替相場

で、収益および費用は連結会計年度

の期中平均レートにより円貨に換算

し、換算差額は純資産の部の為替換

算調整勘定に計上しております。  

 

（ホ）重要なリース取引の処理方法 

 

（ホ）重要なリース取引の処理方法 

 

（ホ）重要なリース取引の処理方法 

リース取引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 同左

(ヘ) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

(ヘ) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

(ヘ) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。 同左 同左

５.中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

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。 

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（有形固定資産の減価償却の方法）

当中間連結会計期間より、平成19年度法人税

法改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得し

た減価償却資産については、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しております。

なお、この変更による当中間連結会計期間の

損益に与える影響は軽微であります。

 

 

 

 

 

 (たな卸資産の評価基準及び評価方法)

 製品及び原材料の評価については、従来、移

動平均法による原価法を適用しておりました

が、当中間連結会計期間から、総平均法によ

る原価法を適用しております。

なお、製品及び原材料以外の評価については、

従来どおりの基準を適用しております。

これによるたな卸資産評価額、損益への影響

は軽微であります。

　

  ──────

 

 ──────

 

 (売上計上基準)

 受託開発事業の売上については、従来、出荷

基準を適用しておりましたが、当中間連結会

計期間から、検収基準を適用しております。

なお、受託開発事業以外の売上については、

従来どおり出荷基準を適用しております。

これによる損益への影響は軽微であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度末
（平成18年12月31日）

※1．有形固定資産の減価償却累計額 ※1．有形固定資産の減価償却累計額 ※1．有形固定資産の減価償却累計額

103,586千円  61,202千円  87,630千円

※2．消費税等の取扱い ※2. 消費税等の取扱い ※2.

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、

流動資産の「その他」に含めて計上しており

ます。

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、流動負

債の「その他」に含めて計上しております。 ───── 

※3.中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、当中間連結会計期間の末日が金融

機関の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。当中間連結

会計期間末日満期手形の金額は、次のとおり

であります。

※3.

───── 

※3.

───── 

受取手形　　　 4,053千円   

（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※1．販売費及び一般管理費のうち主要なもの

１.給与手当 95,649千円

２.賞与引当金繰入額  21,458千円

３.退職給付引当金

繰入額

1,200千円

４.役員退職慰労引当金

繰入額 

160千円

５.支払手数料 48,849千円

６.その他 241,238千円

※1．販売費及び一般管理費のうち主要なもの

１.役員報酬 22,222千円

２.給与 81,930千円

３.賞与引当金繰入額 18,857千円

４.旅費交通費 18,281千円

５.賃借料 20,952千円

６.支払報酬 12,866千円

７.支払手数料 14,983千円

８.採用費 14,098千円

９.広告宣伝費 14,344千円

10.減価償却費 6,112千円

11.その他 79,414千円

※1．販売費及び一般管理費のうち主要なもの

１.給料手当　  235,754千円

２.賞与引当金繰入額　  4,009千円

３.退職給付引当金

繰入額

4,584千円

４.役員退職慰労引当金

繰入額 

3,615千円

５.減価償却費 133,563千円

６.その他 326,493千円

※2.固定資産除却損の内訳

機械装置及び運搬具 30千円

※2.固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 973千円

工具器具備品 1,681千円

※2.固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 1,035千円

工具器具備品 2,047千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30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

前中間連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 44,874 387 － 45,261

合計 44,874 387 － 45,261

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － －

（注）普通株式の増加387株は、第2回新株予約権の行使による増加63株、第3回新株予約権の行使による増加324株であ

ります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30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

前中間連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 14,640 211 － 14,851

合計 14,640 211 － 14,851

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － －

（注）普通株式の増加211株は、第1回新株予約権の行使による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12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

前連結会計年度末　
株式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末　
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 14,640 30,234 － 44,874 

合計 14,640 30,234 － 44,874 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

（注）普通株式の増加30,234株は、平成18年７月１日付けで行った1株を3株にする株式分割による増加29,702株および

ストック・オプションの行使による増加532株であります。
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※現金及び現金同等物の中間連結会計期間末

日残高と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の中間連結会計期間末

日残高と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の連結会計期間末日残

高と連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

（平成19年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成18年12月31日現在）

現金及び預金 1,007,098千円

預入期間が3か月を

超える定期預金
△2,704千円

現金及び現金同等物  1,004,394千円

現金及び預金 1,053,325千円

預入期間が3か月を

超える定期預金
－

現金及び現金同等物  1,053,325千円

現金及び預金 1,431,246千円

預入期間が3か月を

超える定期預金
－

現金及び現金同等物 1,431,246千円

（リース取引関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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

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

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

当社のリース物件は、事業内容に照らして重要

性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額であ

るため、記載を省略しております。

 同左 　同左

（有価証券関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度末
（平成18年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 　該当事項はありません

１．その他有価証券で時価のあるもの

同左

１．その他有価証券で時価のあるもの

同左

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券

非上場株式（出資）  644,771千円

ＭＭＦ    　　　　　 10,032千円

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券

非上場株式（出資）　　 353,354千円

ＭＭＦ　　　　　        10,003千円

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券

 非上場株式（出資）   580,540千円

 ＭＭＦ　　　　        10,014千円

（デリバティブ取引関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当社はデリバティブ取引を全く行っておりま

せんので、該当事項はありません。
同左 同左 
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（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

該当事項はありません。

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

１．ストック・オプションの内容及び規模

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

平成18年
ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 従業員28名

ストック・オプションの付与数（注）1,2 普通株式152株 

付与日 平成18年4月25日 

 権利確定条件 付与日（平成18年４月25日）以降、権利確定日（平成19年

３月29日）まで継続して勤務していること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成19年３月29日から平成25年11月30日まで。但し、権利

確定後退職した場合は行使できない。

権利行使価格（円） 2,812,725円

公正な評価単価（付与日）（円）（注）3 －

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．ストック・オプションの付与数は、放棄株式数５株を控除した数値です。

３. 会社法の施行日以前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。 

 

２．中間財務諸表への影響額

会社法の施行日以前に付与されたストック・オプションであるため、中間財務諸表への影響はありません。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12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13年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション 

平成17年
ストック・オプション 

平成18年
ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人

数

新事業促進法第11条

の5第2項に定める認

定支援者1名及び取締

役および従業員12名

従業員9名および社外

協力者3名  

従業員9名および社外

協力者5名
従業員28名

ストック・オプション数 普通株式　1,836株 普通株式　585株 普通株式　1,215株 普通株式　471株 

付与日 平成13年6月27日 平成17年3月31日 平成17年8月23日 平成18年4月25日 

権利確定条件

付与日（平成13年6月

27日）以降、権利確

定日（平成14年6月1

日）まで継続して勤

務していること。

付与日（平成17年3月

31日）以降、権利確

定日（平成17年12月1

日）まで継続して勤

務していること。 

付与日（平成17年8月

23日）以降、権利確

定日（平成17年12月1

日）まで継続して勤

務していること。 

付与日（平成18年4月

25日）以降、権利確

定日（平成19年3月29

日）まで継続して勤

務していること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定め

はありません。
同左 同左 同左 

権利行使期間

平成14年6月1日から

平成22年6月17日まで。

ただし、権利確定後

退職した場合は行使

できない。

平成17年12月1日から

平成25年11月30日ま

で。ただし、権利確

定後退職した場合に

は行使できない。

同左

平成19年3月29日から

平成25年11月30日ま

で。ただし、権利確

定後退職した場合に

は行使できない。

（注）１．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。

２．平成16年12月31日および平成18年7月1日付でそれぞれ普通株式1株を3株に分割しておりますので、ストック・

オプションの数については、株式分割後の数値を記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

平成13年 平成17年 平成17年 平成18年

ストック・オプション ストック・オプション ストック・オプション ストック・オプション

権利確定前　（株）  

　前連結会計年度末  － － － －

　付与  － － － 471

　失効  － － － 192

　権利確定  － － － －

　未確定残  － － － 279

権利確定後　（株）  

　前連結会計年度末  756 585 1,215 －

　権利確定  － － － －

　権利行使  651 132 171 －

　失効  － 87 24 －

　未行使残  105 366 1,020 －

②　単価情報

平成13年

ストック・オプション

平成17年

ストック・オプション

平成17年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

権利行使価格（円） 5,556 13,334 13,334 939,575

行使時平均株価（円） 883,333 313,759 448,527 －

公正な評価単価（付与日)

(円)  
－ － － －

 （注）平成16年12月31日および平成18年７月１日付でそれぞれ普通株式1株を3株に分割しておりますので、ストック・オ

プションの単価情報については、株式分割後の数値を記載しております。

 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（平成19年１月１日～平成19年６月30日)　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

自社開発製品事業 受託開発事業 計 消去又は全社 連結

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 829,871 124,205 954,077 － 954,077

(2)セグメント間の内部売上高

または振替高
－ － － － －

計 829,871 124,205 954,077 － 954,077

営業費用 940,132 140,283 1,080,415 145,966 1,226,381

営業利益又は営業損失(△) △110,260 △16,077 △126,337 △145,966 △272,304

 (注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

なお、従来、事業区分をハード事業とソフト事業としておりましたが、事業内容のより一層の明確化を図るこ

と、将来的な事業内容の展開に備えることを目的に、当中間連結会計期間より事業名称を自社開発製品事業と

受託開発事業に変更しております。従来のハード事業が自社開発製品事業に、ソフト事業が受託開発事業に対

応しております。

 ２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

自社開発製品事業  指紋認証機器、アミューズメント機器、映像関連機器

受託開発事業  ソフトウェア開発

 ３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は145,966千円であり、その主なものは基

礎的試験研究費及び総務・経理部門等の管理部門にかかる費用であります。

 

前中間連結会計期間（平成18年１月１日～平成18年６月30日)
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当中間連結会計期間（平成18年１月１日～平成18年６月30日）において、当社及び連結子会社は、顧客ニーズに

応じた情報システムの企画、開発及びそれに伴うシステム機器の開発、生産を事業内容としており、ハード事業

とソフト事業は不可分の事業形態でありますので、売上高以外には、事業のセグメント情報として記載する事項

はありません。

前連結会計年度（平成18年１月１日～平成18年12月31日)　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 : 千円)

ハード事業
 ソフト

事業

指紋認証機器 アミューズメント機器 受託開発 計   
消去又は

全社 
 連結

売上高　

(1）外部顧客に対する売上高 1,216,830 1,222,685 400,435 2,839,950 － 2,839,950

(2）セグメント間の内部売上高　

または振替高
－ － － － － －

計  1,216,830 1,222,685 400,435 2,839,950 － 2,839,950

営業費用 905,070 1,194,264 374,044 2,473,378 268,295 2,741,673

営業利益 311,760 28,421 26,391 366,572 △268,295 98,277

  （注）１．事業区分の方法     

            事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は136,691千円であり、その主なものは

基礎的試験研究費及び総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

 当中間連結会計期間(平成19年１月１日～平成19年６月30日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位 : 千円)

日本 アジア 計 消去又は全社 連結 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 842,279 111,797 954,077 － 954,077

(2)セグメント間の内部売上高または振替高 91,902 － 91,902 △91,902 －

　　　　計 934,181 111,797 1,045,979 △91,902 954,077

営業費用 1,046,999 125,318 1,172,317 54,064 1,226,381

営業利益又は営業損失(△) △112,817 △13,520 △126,337 △145,966 △272,304

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 ２．アジアに属する国は韓国のみであります。

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は145,966千円であり、その主なものは基

礎的試験研究費及び総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

 前中間連結会計期間（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

 当中間連結会計期間（平成18年１月１日～平成18年６月30日）の本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占め

る割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

－ 23 －



 

 前連結会計年度(平成18年１月１日～平成18年12月31日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位 : 千円)

日本 アジア 計 消去又は全社 連結 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高  2,495,972 343,978 2,839,950 － 2,839,950

(2)セグメント間の内部売上高または振替高  80,000 10,293 90,293 △90,293 －

計 2,575,972 354,271 2,930,243 △90,293 2,839,950

営業費用 2,349,080 346,194 2,695,274 46,398 2,741,673

営業利益 226,892 8,077 234,969 △136,691 98,277

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 ２．アジアに属する国は韓国のみであります。

 ３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は136,691千円であり、その主なものは

基礎的試験研究費及び総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

ｃ．海外売上高

当中間連結会計期間(平成19年１月１日～平成19年６月30日）                                      （単位： 千円）

アジア

Ⅰ.　海外売上高 111,797

Ⅱ.　連結売上高 954,077

Ⅲ.　連結売上高に占める海外売上高の割合（%） 11.7

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．アジアに属する国は韓国のみであります。

 

前中間連結会計期間(平成18年１月１日～平成18年６月30日）                                     

当中間連結会計期間（平成18年１月１日～平成18年６月30日）の本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占め

る割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（平成18年１月１日～平成18年12月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　       （単位： 千円)

アジア 

Ⅰ．海外売上高 343,978

Ⅱ．連結売上高 2,839,950

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（%） 12.1

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．アジアに属する国は韓国のみであります。
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（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

43,351円20銭 147,991円76銭 49,447円34銭

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額

△5,913円82銭 2,270円35銭 1,151円83銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

－円－銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純

利益については、潜在株式は存在する

ものの、1株当たり中間純損失であるた

め記載しておりません。

2,166円86銭 1,116円22銭

１株当たり当期純利益金額の算定上、

平成18年７月１日に普通株式1株を3株

にする株式分割を行いましたが、1株当

たり当期純利益については、期首に株

式分割が行われたものとして計算して

おります。

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

 
当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） △267,570 33,465 51,230

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
△267,570 33,465 51,230

期中平均株式数（株） 45,245 14,740 44,477

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（円） － － －

普通株式数増加数（株） 387 704 1,419

（うち新株予約権） (387) (704) (1,419)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

平成18年３月29日定時株

主総会決議によるストッ

ク・オプション（新株予

約権）

普通株式　270株

平成18年３月29日定時株

主総会決議によるストッ

ク・オプション（新株予

約権）

普通株式　152株

平成18年３月29日定時株

主総会決議によるストッ

ク・オプション（新株予

約権）

普通株式　279株
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（重要な後発事象）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

  ──────

１．株式分割について

平成18年５月30日開催の当社取締役会

の決議に基づき、平成18年７月１日を

もって普通株式１株につき３株に分割

する次のような株式分割による新株式

を発行しております。

（１）分割により増加する株式数 

 普通株式　29,702株

 （２）分割方法

平成18年６月30日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載又は記録された株

主の所有株式数を、１株につき３株を

もって分割しております。

 （３）発行可能株式数の増加

平成18年７月１日（土）付をもって当

社定款第５条を変更し、発行可能株式

総数を現行の45,120株から90,240株増

加させ135,360株といたしました。

２. 配当決算日 

 平成18年７月１日

当該株式分割が当期首に行われたと仮

定した場合の当中間連結会計期間にお

ける１株当たり情報は、以下のとおり

となります。

１株当たり純資産額 49,330円58銭

１株当たり中間純利益

金額
756円78銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
722円28銭

 1．Mobim Technologies社設立に際する

資本参加

当社は、平成19年2月2日にMobim 

Technologies社（本社所在地：ケイマ

ン諸島）の発起設立に際し出資に応じ

ることを決議致し、払い込みを完了い

たしました。この出資により同社株式

の約5％を取得いたしました。

（１）出資の経緯

当社は、これまでも業務・資本提携を

通じて海外市場の開拓に努めてまいり

ましたが、今回、米国大手のベンチャー

キャピタルであるDFJ社とともに、携帯

端末に適した動画圧縮・伸長アルゴリ

ズムの開発を行う

Mobim Technologies社の設立に共同し

て出資し、旧世代携帯電話が主流であ

る中国での動画配信ソフトウェアの共

同開発をはじめ、アジア圏（主に日本、

韓国、中国）での当社製品の販路拡大

を目的としております。

（２）出資の概要

①取得株式数     1,030,270株

②取得の対価　　 200,000米ドル

（邦貨換算額約25百万円）

③払込期日　　　 平成19年2月2日

④取得後の出資比率　 5.15%

（３）出資先の概要

①商　号　　Mobim Technologies Co.

②代表者　　Yan Sun

③所在地　　M&C Corporate Services 

Limited, PO Box 309GT, Ugland 

House, South Church Street, George 

Town, Grand Cayman, Cayman Islands 

④設立年月　2007年2月

⑤主な事業内容　携帯端末に適した動

画圧縮・伸長アルゴリズムの開発、チッ

プ開発を行う中国子会社の持株会社。

⑥決算期　　　  　12月31日

⑦従業員数　　  　10名

⑧資本の額　　　  380万米ドル

           （邦貨換算　約4.5億円）

⑨発行済株式総数　20,000千株

⑩株主構成        DFJ 　20.60%

                  当  社 5.15%

                  その他74.25%

（４）出資先の特徴

Mobim Technologies社はスタンフォー

ド大学からの技術移転により、2.5Gの

携帯ネットワーク環境下でのＩＰテレ
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当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

ビ・ビデオチャット・動画配信など優

れた品質のビデオ通信の技術を実現す

るとともに、3Gのネットワーク環境に

おいては、更なる画質の向上と帯域セー

ブの実現の技術を目指しております。

また、既に当社が資本提携を行ってい

るSuper Pix社（中国）のCMOSカメラモ

ジュールとMobim Technologies社の高

速・高画質の画像通信技術に対して、

当社の組込技術を合わせた複合製品の

企画・開発を行うことが可能になりま

す。

2．株式会社ブライセンとの資本提携

当社は、株式会社ブライセンの実施す

る第三者割当増資を引受けることを決

議し、平成19年3月5日に同社株式の

1.65%を取得し、資本提携を行いまし

た。

（１）出資の経緯　

当社は、これまでも業務・資本提携を

通じて市場の開拓および新規事業の推

進に努めてまいりましたが、今回、高

度な組込み開発技術をもつブライセン

社に出資することで相互の提携関係を

強化し、携帯電話メーカをはじめとし

てさまざまなユビキタス製品に導入実

績のある同社の製品・技術と、当社の

持つ産学連携ノウハウに基づいたさま

ざまな要素技術を融合させることで新

たな市場開拓を行うことを目的として

おります。

（２）引受の内容

①払込期日　平成19年3月5日

②払込金額　20百万円

（３）出資先の概要

①商　号　　株式会社ブライセン

②代表者　　代表取締役社長　藤木優

③所在地　　東京都品川区東五反田

1-6-3  

④設立年月　1986年4月1日

⑤主な事業内容 携帯電話やデジタル家

電に組み込まれるデータベース

「Linter（リンター）」の開発販売

およびソフトウェアの受託開発

⑥決算期　　3月31日

⑦従業員数　88名（2007年1月現在）

⑧主な事業所　　所在地に同じ

⑨売上高　　　　2006年3月期実績

19.2億円

⑩資本の額　　　150,487,500円

⑪発行済株式総数　13,940株
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当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（第三者割当増資前）

⑫当社取得株式および所有割合

250株（1.65%）

（４）出資先の特徴

株式会社ブライセンは、1986年の設立

以来、データベース技術を核とした組

込みシステム開発およびオープンシス

テム開発で実績のあるソフトウェアベ

ンダです。社員の6割以上がオラクルの

認定エンジニアであるという確かな技

術力を保有しております。組込みシス

テム向けデータベースである「Linter

（リンター）」をはじめとして、モバ

イル機器やデジタル家電などユビキタ

スコンピューティングに関連するソフ

トウェア製品の開発と展開を積極的に

推進しております。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

当中間会計期間末 前中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年６月30日） （平成18年６月30日） （平成18年12月31日）

区分
注記

番号
金　額（千円）

構成比

(%)
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 904,547 1,047,075 1,332,201

　2.受取手形 － 258,569 4,327

　3.売掛金 ※1 636,728 712,702 867,737

　4.有価証券 10,032 10,003 10,014

　5.たな卸資産 402,199 273,755 294,774

　6.前渡金 15,096 122,683 2,100

　7.繰延税金資産 20,945 21,378 6,593

　8.その他 ※1,3 36,582 61,038 41,639

　流動資産合計 2,026,132 66.7 2,507,205 77.6 2,559,387 73.2

II　固定資産

　1.有形固定資産 ※2 65,446 2.1 82,409 2.6 66,966 1.9

　2.無形固定資産 120,152 4.0 110,364 3.4 109,562 3.2

　3.投資その他の資産

　(1)投資有価証券 644,771  353,354  580,540  

　(2)関係会社株式 61,550  61,550  61,550  

　(3)敷金保証金 48,964  47,248  46,495  

　(4)その他  ※1 71,085 826,371 27.2 69,858 532,011 16.4 69,776 758,362 21.7

　固定資産合計 1,011,970 33.3 724,785 22.4 934,892 26.8

　資産合計 3,038,102 100.0 3,231,990 100.0 3,494,279 100.0
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当中間会計期間末 前中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年６月30日） （平成18年６月30日） （平成18年12月31日）

区分
注記

番号
金　額（千円）

構成比
金　額（千円）

構成比
金　額(千円)

構成比 

(%) (%) (%) 

（負　債　の　部）

I.流動負債

　1.買掛金 184,953 59,683 173,080

　2.短期借入金 200,000 150,000 450,000

　3.一年以内返済予定

　　長期借入金

305,504 305,732 275,229

　4.未払金 31,226 20,276 29,047

　5.未払費用 17,107 12,752 25,009

　6.未払法人税等 5,154 50,484 5,669

  7.賞与引当金 43,514 38,324 5,910

  8.その他 ※3 48,247 40,479 96,149

  流動負債合計 835,707 27.5 677,733 20.9 1,060,095 30.3

Ⅱ．固定負債  

　1.長期借入金 238,360 343,864 218,096

　2.退職給付引当金 5,320 4,848 4,584

  3.役員退職慰労金引当金 － 2,741 3,615

　固定負債合計 243,680 8.0 351,454 10.9 226,295 6.5

　負債合計 1,079,387 35.5 1,029,187 31.8 1,286,390 36.8

（純　資　産　の　部）

Ⅰ.株主資本

　1.資本金 963,467 31.7 958,766 29.7 960,886 27.5

　2.資本剰余金 1,059,350 34.9 1,054,750 32.6 1,056,770 30.2

　3.利益剰余金 △64,102 △2.1 189,286 5.9 190,232 5.5

　株主資本合計 1,958,715 64.5 2,202,803 68.2 2,207,889 63.2

　純資産合計 1,958,715 64.5 2,202,803 68.2 2,207,889 63.2

  負債純資産合計 3,038,102 100.0 3,231,990 100.0 3,494,279 100.0
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(2) 中間損益計算書

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

当中間会計期間

(自　平成19年１月１日

  至　平成19年６月30日)

前中間会計期間

(自　平成18年１月１日 

至　平成18年６月30日)

前事業年度の要約損益計算書

(自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日)

区分
注記

金　額（千円）
百分比

金　額（千円）
百分比

金　額（千円）
百分比

番号 (%) (%) (%)

Ⅰ.売上高  934,181 100.0  1,335,837 100.0  2,575,972 100.0

Ⅱ.売上原価  803,568 86.0  965,380 72.3  1,795,540 69.7

  売上総利益  130,613 14.0  370,456 27.7  780,432 30.3

Ⅲ.販売費及び一般管理費  389,397 41.7  295,948 22.1  690,231 26.8

  営業利益(△損失)  △258,783 △27.7  74,507 5.6  90,200 3.5

Ⅳ.営業外収益 ※1  3,341 0.4  14,789 1.1  23,546 0.9

Ⅴ.営業外費用 ※2  10,845 1.2  6,533 0.5  22,390 0.9

  経常利益(△損失)  △266,288 △28.5  82,764 6.2  91,356 3.5

Ⅵ.特別利益 ※3  3,775 0.4  － －  － －

Ⅶ.特別損失 ※4  3,873 0.4  5,571 0.4  9,078 0.3

  税引前中間(当期)純利益

（△純損失)
 △266,386 △28.5  77,192 5.8  82,277 3.2

  法人税、住民税及び事業税 1,620   48,560   37,145   

  法人税等調整額 △13,672 △12,052 △1.3 △11,316 37,244 2.8 4,238 41,383 1.6

中間(当期)純利益(△純損失)  △254,334 △27.2  39,948 3.0  40,894 1.6
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30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

平成18年12月31日　残高（千円） 960,886 1,056,770 190,232 2,207,889 2,207,889

中間会計期間中の変動額      

　新株の発行 2,580 2,580 － 5,160 5,160

　中間純利益 － － △254,334 △254,334 △254,334

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額)　
－ － － － －

中間会計期間中の変動額合計（千円） 2,580 2,580 △254,334 △249,173 △249,173

平成19年6月30日　残高（千円） 963,467 1,059,350 △64,102 1,958,715 1,958,715

 

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成19年６月30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

平成17年12月31日　残高（千円） 955,250 1,054,750 149,337 2,159,337 2,159,337

事業年度中の変動額

　新株の発行 3,516 － － 3,516 3,516

　中間純利益 － － 39,948 39,948 39,948

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）
－ － － － －

中間会計期間中の変動額合計（千円） 3,516 － 39,948 43,465 43,465

平成18年6月30日　残高（千円） 958,766 1,054,750 189,286 2,202,803 2,202,803

 

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年１月１日　至　平成18年12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

平成17年12月31日　残高（千円） 955,250 1,054,750 149,337 2,159,337 2,159,337

事業年度中の変動額

　新株の発行 5,636 2,020 － 7,656 7,656

　当期純利益 － － 40,894 40,894 40,894

株主資本以外の項目の事業年度中の変

動額（純額)　
－ － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） 5,636 2,020 40,894 48,551 48,551

平成18年12月31日　残高（千円） 960,886 1,056,770 190,232 2,207,889 2,207,889
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法を採

用しております。 

有価証券

子会社株式

同左

有価証券

子会社株式

同左

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

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）製品

総平均法による原価法

(1）製品

移動平均法による原価法

(1）製品

同左

 (2）原材料

総平均法による原価法

(2）原材料

移動平均法による原価法 

(2）原材料

同左

 (3）仕掛品

個別法による原価法

(3）仕掛品

同左

(3）仕掛品

同左

 (4）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(4）貯蔵品

同左

(4）貯蔵品

同左

３．固定資産の評価基準及び

評価方法

(1）有形固定資産

定率法 

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

 ソフトウェア

定額法 

(2）無形固定資産

 ソフトウェア

同左

(2）無形固定資産

 ソフトウェア

同左

① 市場販売目的のソフトウェア ① 市場販売目的のソフトウェア ① 市場販売目的のソフトウェア

見込販売数量に基づく償却額

と見込販売可能期間(3年)に

基づく償却額のいずれか大き

い額によっております。 

同左 同左

② 自社利用のソフトウェア ② 自社利用のソフトウェア ② 自社利用のソフトウェア

社内における見込利用可能期

間(5年)に基づく償却額に

よっております。 

同左 同左

(3）長期前払費用

──────

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

４．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てる

ため、将来の支給見込額のうち、

当中間会計期間の負担額を計上

しております。

(2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務の見込額のうち、当中間会

計期間の負担額を計上しており

ます。

なお、当社は退職給付債務の算

定にあたり期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする簡便法

によっております。

(1）賞与引当金

同左

(2）退職給付引当金

同左

(1）賞与引当金

従業員に支給する賞与に充て

るため、将来の支給見込額の

うち、当事業年度の負担額を

計上しております。 

(2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務の見込額に基づき

計上しております。

なお、当社は退職給付債務の

算定にあたり期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする

簡便法によっております。
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項目
当中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(3）役員退職慰労引当金

 

 ──────

(追加情報)

従来、役員に対する退職慰労金の

支出に備えるため、役員退職慰労

金規程による会計年度末要支給額

を計上しておりましたが、平成19

年2月9日の取締役会において、役

員退職慰労金制度を廃止し、過年

度分も含めて全役員が受給権を放

棄することを決定いたしました。

この役員退職慰労金制度の廃止に

伴い、廃止決定時の役員退職慰労

引当金残高の未使用残高3,775千円

を取崩し、特別利益に計上してお

ります。これによる損益への影響

は軽微であります。 

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規

程に基づく期末要支給額の内、

当中間会計期間に対応する部

分を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規

程に基づく期末要支給額を計

上しております。 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理をし

ております。

同左

外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理をしており

ます。

６．リース取引の処理方法 リース取引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 同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。 同左 同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年６月30日）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）

(有形固定資産の減価償却の方法）

当中間会計期間より、平成19年度法人税法改

正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した減

価償却資産については、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。

なお、この変更による当中間会計期間の損益

に与える影響は軽微であります。

 

（たな卸資産の評価基準及び評価方法）

製品及び原材料の評価については、従来、移

動平均法による原価法を適用しておりました

が、当中間会計期間から、総平均法による原

価法を適用しております。

なお、製品及び原材料以外の評価については、

従来どおりの基準を適用しております。

これによるたな卸資産評価額、損益への影響

は軽微であります。

 

 （売上計上基準）

受託開発事業の売上については、従来、出荷

基準を適用しておりましたが、当中間会計期

間から、検収基準を適用しております。

なお、受託開発事業以外の売上については、

従来どおり出荷基準を適用しております。

これによる損益への影響は軽微であります。

1.固定資産の減損に係る会計基準

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計審議会　平成15年10

月31日　企業会計基準適用指針第６号）を当

中間会計期間から適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 

2.役員賞与に関する会計基準

当中間会計期間から「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　平成17年11月

29日　企業会計基準第４号）を適用しており

ます。

これによる損益に与える影響はありません。

 

3.貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準

当中間会計期間より、「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。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

2,202,803千円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

1.固定資産の減損に係る会計基準

当事業年度から固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」平成14年8月9日　企業会計

審議会）および「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（平成15年10月31日 企業会

計基準委員会企業会計基準適用指針第6号）を

適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。

 

2.役員賞与に関する会計基準

当事業年度から「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年11月29

日　企業会計基準4号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 

3.貸借対照表の純資産の部の表示に係る会計

基準

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月9日 企業会計基準5号）およ

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

企業会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針

第8号）を適用しております。従来の資本の部

に相当する金額は2,218,893千円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

※1.関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分

掲記されたもののほか、次のものがあり

ます。

 売掛金  　 　 　171,902千円　

 関係会社未収入金　1,298千円

 関係会社貸付金 　60,000千円

※1.

 

 ─────

 

 

※1.関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分

掲記されたもののほか、次のものがあり

ます。

売掛金         　80,000千円

 関係会社未収入金　　703千円

関係会社貸付金 　60,000千円

※2.有形固定資産の減価償却累計額

101,217千円

※2.有形固定資産の減価償却累計額

　60,275千円

※2.有形固定資産の減価償却累計額

86,059千円

※3.消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

上流動資産の「その他」に含めて計上し

ております。

※3.消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

上流動負債の「その他」に含めて計上し

ております。

※3.

 

─────

 

　4.中間会計期間末日満期手形

中間会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、当中間会計期間の末日が金融

機関の休日でしたが、満期日に決済が行

われたものとして処理しております。当

中間会計期間末日満期手形の金額は、次

のとおりであります。

 受取手形　 　　　4,053千円

　4.

───── 

　4.

───── 

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間  

  (自　平成19年１月１日

    至　平成19年６月30日)

前中間会計期間 

  (自　平成18年１月１日 

   至　平成18年６月30日)

前事業年度 

  （自　平成18年１月１日

  　　至　平成18年12月31日）

※1．営業外収益のうち主要なもの ※1．営業外収益のうち主要なもの ※1．営業外収益のうち主要なもの

　　1.受取利息　　　       1,276千円  1.受取利息　                 243千円 　　1.受取利息　       　　1,072千円

　　2.雑収入　　 　　      1,044千円  2.為替差益　               3,472千円 　　2.雑収入　     　   　18,145千円

    3.為替差益          　 1,019千円　　  3.雑収入　　　　      　  11,073千円     3.為替差益           　4,329千円

※2．営業外費用のうち主要なもの ※2．営業外費用のうち主要なもの ※2．営業外費用のうち主要なもの

　　1.支払利息　           5,495千円 　　1.支払利息　　　           3,427千円 　　1.支払利息　　　     　9,550千円

    2.支払ロイヤリティー   4,379千円 　  2.たな資産廃棄損　　     　3,106千円 　　2.たな卸資産廃棄損   　3,106千円

　　3.雑損失　　　           970千円     　 　　3.支払ロイヤリティー 　7,578千円

　 　　4.雑損失　　　　　　 　2,156千円

※3．特別利益のうち主要なもの ※3． ※3．

    1.役員退職慰労引当

戻入益                3,775千円

 ─────              ─────         

※4．特別損失のうち主要なもの ※4．特別損失のうち主要なもの ※4．特別損失のうち主要なもの

    1.固定資産除却損           30千円      1.固定資産除却損　　  　　2,655千円 　  1.たな卸資産評価損　 　5,996千円

  　2.たな卸資産評価損    　3,843千円　      2.たな卸資産評価損　   　 2,916千円 　  2.固定資産除却損　　 　3,082千円

5．減価償却実施額 5．減価償却実施額 5．減価償却実施額

    1.有形固定資産　  　   15,507千円      1.有形固定資産　 　  　　20,885千円  　 1.有形固定資産      　46,669千円

    2.無形固定資産　  　   37,335千円      2.無形固定資産　　　   　52,548千円  　 2.無形固定資産        85,321千円
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　（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 　該当事項はありません。

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）　

 　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 　該当事項はありません。

（リース取引関係）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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

当社のリース物件は、事業内容に照らして重

要性が乏しく、契約1件当たりの金額が少額で

あるため、記載を省略しております。 

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

 

同左

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

 

同左

（有価証券関係）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成18年12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。

 

 同左  同左
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（１株当たり情報）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額  

43,276円00銭

１株当たり中間純利益金額

△5,621円26銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額

－円－銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式は存在す

るものの、１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。

１株当たり純資産額

148,326円91銭

１株当たり中間純利益金額

2,710円20銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額

2,586円66銭

１株当たり純資産額

49,201円96銭

１株当たり当期純利益金額

919円45銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額

891円02銭

当社は平成18年７月１日に1株を3株に

する株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が期首に行われた

と仮定した場合の前事業年度における

１株当たり情報については、以下のと

おりであります。

１株当たり純資産額

49,165円25銭

１株当たり当期純利益金額

2,653円30銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額

2,636円46銭

　（注）　１株当たり中間（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。

 
当中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） △254,334 39,948 40,894

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
△254,334 39,948 40,894

期中平均株式数（株） 45,245 14,740 44,477

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（円） － － －

普通株式数増加数（株） 387 704 1,419

（うち新株予約権） (387) (704) (1,419)

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

平成18年３月29日定時株

主総会決議によるストッ

ク・オプション（新株予

約権）

普通株式　152株

平成18年３月29日定時株

主総会決議によるストッ

ク・オプション（新株予

約権）

普通株式　152株

平成18年３月29日定時株

主総会決議によるストッ

ク・オプション（新株予

約権）

普通株式　279株
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（重要な後発事象）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ──────

１．株式分割について

平成18年５月30日開催の当社取締役会

の決議に基づき、平成18年７月１日を

もって普通株式１株につき３株に分割

する次のような株式分割による新株式

を発行しております。

（１）分割により増加する株式数 

 普通株式　29,702株

 （２）分割方法

平成18年６月30日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載又は記録された株

主の所有株式数を、１株につき３株を

もって分割しております。

 （３）発行可能株式数の増加

平成18年７月１日（土）付をもって当

社定款第５条を変更し、発行可能株式

総数を現行の45,120株から90,240株増

加させ135,360株といたしました。

２. 配当決算日 

 平成17年７月１日

当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の当中間会計期間及び前事

業年度における１株当たり情報並びに

当期首に行われたと仮定した場合の当

中間会計期間における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。

前中間会計
期間

当中間会計
期間

 前事業年度

1株当たり純資
産額

1株当たり純資
産額

1株当たり純資
産額 

 13,228.67円  49,442.30円  49,165.25円

1株当たり中間
純利益金額 

1株当たり中間
純利益金額 

1株当たり純利
益金額 

1578.82円 903.40円 2,653.30円 

潜在株式調整
後1株当たり中
間純利益金額 

潜在株式調整
後1株当たり中
間純利益金額 

潜在株式調整
後1株当たり中
間純利益金額 

－ 862.22円 2,636.46円 

潜在株式調整後1株当たり中間純利益額

については、ストック・オプション制

度導入に伴う新株予約権の残高はあり

ますが、前中間会計期間については、

当社株式は非上場であり、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。

 1．Mobim Technologies社設立に際する

資本参加

当社は、平成19年2月2日に　　　　　

Mobim Technologies社（本社所在地：

ケイマン諸島）の発起設立に際し出資

に応じることを決議致し、払い込みを

完了いたしました。この出資により同

社株式の約5％を取得いたしました。

（１）出資の経緯

当社は、これまでも業務・資本提携を

通じて海外市場の開拓に努めてまいり

ましたが、今回、米国大手のベンチャー

キャピタルであるDFJ社とともに、携帯

端末に適した動画圧縮・伸長アルゴリ

ズムの開発を行う

Mobim Technologies社の設立に共同し

て出資し、旧世代携帯電話が主流であ

る中国での動画配信ソフトウェアの共

同開発をはじめ、アジア圏（主に日本、

韓国、中国）での当社製品の販路拡大

を目的としております。

（２）出資の概要

①取得株式数      1,030,270株

②取得の対価　  200,000米ドル

          （邦貨換算額約25百万円）

③払込期日　　 平成19年2月2日

④取得後の出資比率 5.15%

（３）出資先の概要

①商　号　　Mobim Technologies Co.

②代表者　　      Yan Sun

③所在地　　M&C Corporate Services 

Limited, PO Box 309GT, Ugland 

House, South Church Street, George 

Town, Grand Cayman, Cayman Islands 

④設立年月        2007年2月

⑤主な事業内容　携帯端末に適した動

画圧縮・伸長アルゴリズムの開発、チッ

プ開発を行う中国子会社の持株会社。

⑥決算期　　　  　12月31日

⑦従業員数　　　  10名

⑧資本の額　　　  380万米ドル

           （邦貨換算　約4.5億円）

⑨発行済株式総数　20,000千株

⑩株主構成        DFJ 20.60%

                  当社 5.15%

                  その他74.25%

（４）出資先の特徴

Mobim Technologies社はスタンフォー

ド大学からの技術移転により、2.5Gの

携帯ネットワーク環境下でのＩＰテレ
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当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

ビ・ビデオチャット・動画配信など優

れた品質のビデオ通信の技術を実現す

るとともに、3Gのネットワーク環境に

おいては、更なる画質の向上と帯域セー

ブの実現の技術を目指しております。

また、既に当社が資本提携を行ってい

るSuper Pix社（中国）のCMOSカメラモ

ジュールとMobim Technologies社の高

速・高画質の画像通信技術に対して、

当社の組込技術を合わせた複合製品の

企画・開発を行うことが可能になりま

す。

2．株式会社ブライセンとの資本提携

当社は、株式会社ブライセンの実施す

る第三者割当増資を引受けることを決

議し、平成19年3月5日に同社株式の

1.65%を取得し、資本提携を行いました。

（１）出資の経緯　

当社は、これまでも業務・資本提携を

通じて市場の開拓 および新規事業の推

進に努めてまいりましたが、今回、高

度な組込み開発技術をもつブライセン

社に出資することで相互の提携関係を

強化し、携帯電話メーカをはじめとし

てさまざまなユビキタス製品に導入実

績のある同社の製品・技術と、当社の

持つ産学連携ノウハウに基づいたさま

ざまな要素技術を融合させることで新

たな市場開拓を行うことを目的として

おります。

（２）引受の内容

①払込期　　平成19年3月5日

②払込金額　20百万円

（３）出資先の概要

①商　号　　株式会社ブライセン

②代表者　　代表取締役社長　藤木優

③所在地　　東京都品川区東五反田

1-6-3  

④設立年月　1986年4月1日

⑤主な事業内容 携帯電話やデジタル家

電に組み込まれるデータベース

「Linter（リンター）」の開発販売

およびソフトウェアの受託開発

⑥決算期　　3月31日

⑦従業員数　88名(2007年1月現在)

⑧主な事業所　　所在地に同じ

⑨売上高　　　　2006年3月期実績

19.2億円

⑩資本の額　　　150,487,500円

⑪発行済株式総数　13,940株

（第三者割当増資前）

⑫当社取得株式および所有割合

250株（1.65%）
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当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（４）出資先の特徴

株式会社ブライセンは、1986年の設立

以来、データベース技術を核とした組

込みシステム開発およびオープンシス

テム開発で実績のあるソフトウェアベ

ンダです。社員の6割以上がオラクルの

認定エンジニアであるという確かな技

術力を保有しております。組込みシス

テム向けデータベースである「Linter

（リンター）」をはじめとして、モバ

イル機器やデジタル家電などユビキタ

スコンピューティングに関連するソフ

トウェア製品の開発と展開を積極的に

推進しております。
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