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１．平成19年12月期第３四半期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第３四半期 1,386 △33.7 △418 － △422 － △413 －

18年12月期第３四半期 2,092 － 25 － 22 － 2 －

18年12月期 2,839 － 98 － 103 － 51 －

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

円 銭 円 銭

19年12月期第３四半期 △9,119 69 － －

18年12月期第３四半期 57 63 55 21

18年12月期 1,151 83 1,116 22

(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月期第３四半期 2,995 1,816 60.6 39,922 24

18年12月期第３四半期 3,216 2,169 67.4 48,503 82

18年12月期 3,514 2,218 63.1 49,447 34

(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12月期第３四半期 △476 △153 △165 637

18年12月期第３四半期 38 △432 175 1,186

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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

 円　　 銭 円　　 銭 円　　 銭 円　　 銭 円　　 銭

18年12月期 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 0　　00

19年12月期（実績） 　　－ 　　－ 　　－ ─────
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

通期 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

△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）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、13ページ「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の変更」をご覧ください。

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱

い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受

けております。

５．個別業績の概要（平成19年１月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第３四半期 1,328 △32.0 △397 － △403 － △393 －

18年12月期第３四半期 1,952 150.5 34 △79.7 30 △81.5 10 △89.4

18年12月期 2,575 － 90 － 91 － 40 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年12月期第３四半期 △8,692 63

18年12月期第３四半期 246 21

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12月期第３四半期 2,958 1,822 61.6 40,060 72

18年12月期第３四半期 3,211 2,176 67.8 48,650 56

18年12月期 3,494 2,207 63.2 49,201 96

６．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

通期
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 

△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

上記の業績予測は、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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【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３四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰やサブプライムローン問題の影響による世界的な信用収縮の懸

念に加え、政局の混迷により景気の先行き不透明感があったものの、企業業績の好転による設備投資の増加や雇用環境

の改善もあって、景気は底堅く推移いたしました。

　当社の主たる事業領域である情報セキュリティサービス業界におきましては、日本版ＳＯＸ法施行を控えて内部統制

強化に向けた市場拡大の兆候が現れ、適用対象となる企業の具体的な情報セキュリティ管理体制構築のための設備投資

が当初の予定どおりに進展しませんでしたが、需要の顕在化は徐々に進むこととなりました。 

　このような経済環境下で、当社グループは市場ニーズを踏まえ、国内外でバイオメトリクス技術による情報漏洩対策

ソリューション提案のためのアライアンスを進めると共に、中国や韓国などの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に向けた施策を展開し、今後の成長に結びつく事業の基盤整備に取り組みました。 

　こうした一方で、当第３四半期連結会計期間における売上高は、当社事業の従来からの季節的変動要因により今期も

第４四半期に集中することとなり、1,386,138千円（前年同期比33.7％減）となりました。また、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418,366千円、経常損失422,888千円となりました。

①事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　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、当第３四半期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。

　また、前第３四半期連結会計期間（平成18年１月１日～平成18年９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ったことで、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なかっ

たため、前年同期との比較分析は行っておりません。

(a)自社開発製品事業

　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新たに加わりましたが、当初の計画どおりアミューズメント機器の売上は終息に向かいました。

一方で、ＩＣカードや様々なバイオメトリクス認証を統合した、より強固で複合的な情報セキュリティの構築を支援す

る新製品「ＥＶＥ」シリーズの販売を開始いたしましたが、新商品発売前の買い控えや、その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、売上高は1,235百万円と前年同期と比べ560百万円（前年同期比

31.2％）の減収、営業損失は196百万円となりました。

(b)受託開発事業

　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150百万円と前年同期と比べ145百万円（前年同期比49.2％）の減収、営業損失は3百万円となりま

した。

②所在地別セグメントの業績を示すと、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。

　また、前第３四半期連結会計期間（平成18年１月１日～平成18年９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%超であることにより、所在地別セグメント情報の記載を省略したため、前年同期との比較

分析は行っておりません。

(a)日本

　映像関連機器の売上が加わり、さらに日本版ＳＯＸ法施行を控えて内部統制強化に向けた市場拡大を見込んでおりま

したが、適用対象となる企業の具体的な情報セキュリティ管理体制構築のための設備投資が当初の予想どおりに進まな

かったこと、新製品開発に伴う研究開発費や販売体制強化による販管費の増加もあって、売上高は1,233百万円、営業損

失179百万円となりました。

(b)韓国

　当連結会計期間における第１四半期の売上が伸び悩んだ影響により、売上高は152百万円、営業損失20百万円となりま

した。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

 当四半期連結会計期間末の総資産は2,995,727千円となりました。

＜キャッシュ・フローの状況＞

　当四半期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）の残高は637,702千円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当四半期連結会計期間における営業活動の結果、資金は476,342千円減少しました。

　これは主に、税引前損失が422,986千円であったこと、売上債権の減少と仕入債務の増加により資金が195,976千円増

加した反面、たな卸資産が236,030千円増加したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当四半期連結会計期間における投資活動の結果、資金は153,796千円減少しました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出19,983千円、「EVE FA」の自社開発ソフトウェアなどの無形固定資産取

得による支出67,070千円、Mobim Technologies,Co.の株式取得による支出24,281千円及び株式会社ブライセンの株式取

得による支出20,000千円、株式会社ジャイロウォークの株式取得による支出19,950千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当四半期連結会計期間における財務活動の結果、資金は165,244千円減少しました。

　これは主に、長期および短期の借入れによる収入800,000千円があったものの、長期および短期借入金の返済による支

出973,445千円があったことによるものです。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　第４四半期におきましては、平成20年度からの日本版ＳＯＸ法施行の直前となり情報セキュリティシステムへの需要

が顕在化してくるものと想定されます。また、海外においては資本提携先のDigitalSecu Co.,Ltd（韓国）との事業提携

によるシナジー効果により、当社の大規模ユーザー向け指紋認証ソリューション製品である「ＥＶＥ ＦＡ」が韓国最大

の金融機関への採用が決まるなど、多要素認証統合プラットフォームへのニーズを汲んだ製品戦略による成果が見え始

めました。韓国版ＳＯＸ法が日本に先行して施行されている韓国において、当社新製品の販売が好調にスタートを切る

など海外では引続き需要が旺盛なことから今後は海外戦略を事業の重要な戦略の一つととらえ、営業および研究開発両

面での資源の投入を行って市場の開拓に努めてまいります。また、国内において「ＥＶＥ ＭＡ」は多要素認証技術の導

入が時流となり始めたことから、今後の業績に対する貢献が見込まれます。なお、受託開発事業につきましては季節的

変動要因があり、第４四半期に受託案件の検収が集中いたします。こうした理由から、平成19年8月10日に公表しました

平成19年12月期の連結および個別の通期業績予想に変更はありません。 

 

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）

 　該当事項はありません。
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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

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年９月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年９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   1,186,475   640,258   1,431,246  

２．受取手形 ※3  465,264   －   4,327  

３. 売掛金   682,270   781,353   896,334  

４．有価証券   10,008   10,043   12,538  

５．たな卸資産   206,574   530,804   294,774  

６．繰延税金資産   16,723   18,611   6,593  

７．未収入金   25,070   －   7,570  

８．前渡金   1,931   40,830   4,624  

９．前払費用   11,111   16,748   20,349  

10．その他 ※2  2,099   54,383   13,797  

流動資産合計   2,607,530 81.1  2,093,033 69.9  2,692,155 76.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1  80,561 2.5  60,610 2.0  69,411 2.0

２．無形固定資産   113,744 3.5  131,354 4.4  111,826 3.2

３．投資その他の資産           

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

(2）敷金保証金  52,267   53,907   51,345   

(3）その他  9,472 415,094 12.9 12,050 710,729 23.7 9,072 640,959 18.2

固定資産合計   609,400 18.9  902,694 30.1  822,197 23.4

資産合計   3,216,930 100.0  2,995,727 100.0  3,514,353 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年９月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年９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   144,941   253,532   176,864  

２．短期借入金   150,000   101,272   450,000  

３．一年以内返済予定長
期借入金

  290,458   359,518   275,229  

４．賞与引当金   39,208   40,429   5,910  

５．未払金   22,221   20,156   28,344  

６．未払費用   35,318   20,760   25,937  

７．預り金   34,315   12,191   21,951  

８．前受収益   27,317   25,656   31,707  

９．その他  ※2  11,837   13,196   53,220  

流動負債合計   755,619 23.5  846,715 28.3  1,069,165 30.4

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   283,760   310,312   218,096  

２．退職給付引当金   4,756   7,589   4,584  

３．役員退職慰労引当金   3,218   －   3,615  

４．その他   －   15,087   －  

固定負債合計   291,735 9.1  332,988 11.1  226,295 6.5

負債合計   1,047,354 32.6  1,179,704 39.4  1,295,460 36.9

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   959,946 29.8  964,987 32.2  960,886 27.3

２．資本剰余金   1,055,930 32.8  1,060,870 35.4  1,056,770 30.1

３．利益剰余金   151,894 4.7  △212,545 △7.1  200,567 5.7

株主資本合計   2,167,772 67.3  1,813,312 60.5  2,218,225 63.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．為替換算調整勘定   1,804   2,710   668  

評価・換算差額等合計   1,804 0.1  2,710 0.1  668 0.0

純資産合計   2,169,576 67.4  1,816,022 60.6  2,218,893 63.1

負債純資産合計   3,216,930 100.0  2,995,727 100.0  3,514,353 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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   2,092,273 100.0  1,386,138 100.0  2,839,950 100.0

Ⅱ　売上原価   1,566,254 74.9  1,196,421 86.3  2,033,654 71.6

売上総利益   526,019 25.1  189,717 13.7  806,296 28.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※1  500,028 23.9  608,084 43.9  708,018 24.9

営業利益又は営業損失（△）   25,991 1.2  △418,366 △30.2  98,277 3.5

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  395   3,340   494   

２，為替差益  4,196   929   8,471   

３．雑収入  11,583 16,174 0.8 4,542 8,812 0.6 18,430 27,396 0.9

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  7,372   7,710   9,570   

２．たな卸資産廃棄損  3,106   －   3,106   

３．支払ロイヤルティー  －   4,379   7,578   

４．雑損失  9,190   1,005   2,184   

５．その他  － 19,668 0.9 239 13,334 0.9 － 22,440 0.8

経常利益又は経常損失（△）   22,497 1.1  △422,888 △30.5  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 0.3 － － －

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損  ※2 2,655   30   3,082   

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

税金等調整前四半期（当期）
純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

  16,925 0.8  △422,986 △30.5  94,155 3.3

法人税、住民税及び事業税  20,660   2,430   38,687   

法人税等調整額  △6,292 14,368 0.7 △12,304 △9,874 △0.7 4,238 42,925 1.5

四半期（当期）純利益又は
四半期純損失（△）

  2,557 0.1  △413,112 △29.8  51,230 1.8
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９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

四半期連結会計期間中の変動額     

　新株の発行 4,696 1,180 － 5,876

　四半期純利益 － － 2,557 2,557

　株主資本以外の項目の四半期連結会計期間

中の変動額（純額）
－ － － －

四半期連結会計期間中の変動額合計（千円） 4,696 1,180 2,557 8,434

 平成18年９月30日残高（千円） 959,946 1,055,930 151,894 2,167,772

 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

四半期連結会計期間中の変動額    

　新株の発行 － － 5,876

　四半期純利益 － － 2,557

　株主資本以外の項目の四半期連結会計期間

中の変動額（純額）
1,804 1,804 1,804

四半期連結会計期間中の変動額合計（千円） 1,804 1,804 10,238

平成18年９月30日残高（千円） 1,804 1,804 2,169,576

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９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

四半期連結会計期間中の変動額     

　新株の発行 4,100 4,100 － 8,200

　四半期純損失 － － △413,112 △413,112

　株主資本以外の項目の四半期連結会計期間

中の変動額（純額）
－ － － －

四半期連結会計期間中の変動額合計（千円） 4,100 4,100 △413,112 △404,912

 平成19年９月30日残高（千円） 964,987 1,060,870 △212,545 1,813,312

  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

四半期連結会計期間中の変動額    

　新株の発行 － － 8,200

　四半期純損失 － － △413,112

　株主資本以外の項目の四半期連結会計期間

中の変動額（純額）
2,041 2,041 2,041

四半期連結会計期間中の変動額合計（千円） 2,041 2,041 △402,870

平成19年９月30日残高（千円） 2,710 2,710 1,816,022
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 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）　　　　　

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）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９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.税金等調整前四半期(当期)純利益又は

税金等調整前四半期純損失(△)
16,925 △422,986 94,155

　  2.減価償却費 103,481 77,978 133,563

　  3.賞与引当金の増加額 34,686 34,519 1,388

　  4.退職給付引当金の増加額 476 3,005 304

　　5.役員退職慰労引当金の増減額

（減少：△）
757 △3,615 1,153

　  6.受取利息 △897 △3,340 △494

　  7.支払利息 9,071 7,710 9,570

    8.売上債権の増減額（増加：△） △569,071 119,308 △318,447

    9.たな卸資産の増減額（増加：△） 265,076 △236,030 176,876

   10.仕入債務の増加額 29,439 76,668 51,389

   11.前渡金の増減額（減少：△） 202,112 △36,206 199,419

   12.その他（減少：△） 54,536 △75,126 56,928

小計 146,591 △458,114 405,808

   13.利息の受取額 587 2,964 717

   14.利息の支払額 △8,896 △5,639 △11,238

   15.法人税等の支払額 △99,490 △15,551 △88,975

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 38,792 △476,342 306,311

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 △34,441 △19,983 △33,465

　  2.無形固定資産の取得による支出 △36,283 △67,070 △47,803

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

　  4.その他 △8,855 △2,511 △7,917

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △432,933 △153,796 △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（減少：△） △12,506 △350,000 287,494

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

　  3.長期借入金の返済による支出 △217,439 △223,445 △298,332

    4.株式の発行による収入 5,876 8,200 7,656

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 175,931 △165,244 396,818

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,010 1,839 743

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △213,200 △793,543 31,571

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

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）

残高
※ 1,186,475 637,702 1,431,246
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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

項目

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９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．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

全ての連結子会社の四半期決算日は、

四半期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　デリバティブの評価基準及び

評価方法

────── 

②　デリバティブの評価基準及び

評価方法

時価法を採用しております。

②　デリバティブの評価基準及び

評価方法

────── 

 ③　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

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

③　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

同左

(4）貯蔵品

同左

③　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

(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

定額法

(3）長期前払費用

────── 

(3）長期前払費用

定額法

(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、当四半期連結会計期間

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。
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項目

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９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）

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、当四半期連結会計期間の

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。

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

程に基づく期末要支給額の内、

当四半期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程

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、当四半期連

結会計期間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。 

なお、在外子会社等の資産および負

債は、当四半期連結会計期間末日の

直物為替相場で、収益および費用は

当四半期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、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

消費税等の会計処理

(ヘ) その他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

消費税等の会計処理

(ヘ) その他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

５.四半期連結キャッシュ・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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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の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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）

当四半期連結会計期間より、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、この変更による当四半期連結会計期間

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)

 従来、製品及び原材料の評価については、移

動平均法による原価法を適用しておりました

が、当四半期連結会計期間から、総平均法に

よる原価法を適用しております。

製品の生産を自社から発注先に完全に移管し

たことで原材料の管理を行う必要がなくなり、

完成品の購買となったことにより、総平均法

による原価法を用いた棚卸資産の評価が合理

的であるためです。

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)

 従来、受託開発事業の売上については出荷基

準を適用しておりましたが、企業会計基準委

員会が平成18年3月30日に公表した実務対応報

告第17号「ソフトウェア取引の収益の会計処

理に関する実務上の取扱い」に従い、当四半

期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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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年９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

74,271千円 112,134千円  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、

流動負債の「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、

流動資産の「その他」に含めて計上しており

ます。

───── 

※3.四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理

については、当四半期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。当四半

期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　　　 2,702千円   

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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 131,392千円

２.賞与引当金繰入額 20,849千円

３.退職給付引当金繰入

額 

474千円

４.役員退職慰労引当金繰

入額

982千円

５.その他 346,329千円

※1．販売費及び一般管理費のうち主要なもの

１.給与手当 142,803千円

２.賞与引当金繰入額 18,709千円

３.退職給付引当金繰入

額

2,478千円

４.役員退職慰労引当金繰

入額 

160千円

５.支払手数料 72,583千円

６.研究開発費 60,961千円

７.その他 310,387千円

※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

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

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 1,035千円

工具器具備品 2,047千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９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

前連結会計年度末
株式数（株）

当四半期連結会計期
間増加株式数（株）

当四半期連結会計期
間減少株式数（株）

当四半期連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 14,640 30,090 － 44,730 

合計 14,640 30,090 － 44,730 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － －

（注）普通株式の増加30,090株は、第１回新株予約権の行使による増加数211株、平成18年７月１日付の１：３の株式分

割による増加数29,702株、第２回新株予約権の行使による増加数39株、第３回新株予約権の行使による増加数138

株から成っております。

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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９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

前連結会計年度末
株式数（株）

当四半期連結会計期
間増加株式数（株）

当四半期連結会計期
間減少株式数（株）

当四半期連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 44,874 615 － 45,489

合計 44,874 615 － 45,489

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － －

（注）普通株式の増加615株は、第2回新株予約権の行使による増加111株、第3回新株予約権の行使による増加504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 － － － － 
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（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。

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。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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四半期連結会計期間

末日残高と四半期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四半期連結会計期間

末日残高と四半期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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成18年12月31日現在）

現金及び預金 1,186,475千円

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  1,186,475千円

現金及び預金 640,258千円

預入期間が3か月を

超える定期預金
△2,556千円

現金及び現金同等物 637,702千円

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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年９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）　　 353,354千円

ＭＭＦ　　　　　        10,008千円

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）  644,771千円

ＭＭＦ    　　　　　 10,043千円

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）

前第３四半期連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年９月30日）

当社及び連結子会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。

 

当第３四半期連結会計期間末（平成19年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨  為替予約取引 30,036 29,797 △239

　（注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

 ２．時価の算定方法については、第３四半期会計期間末の直物為替相場により算定しています。

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）

当社及び連結子会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。
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（ストック・オプション等関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９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456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）（注）3 937,575円

公正な評価単価（付与日）（円）（注）4 －

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．平成18年７月１日付けで１：３の株式分割を行っており、ストック・オプションの付与数456株は株式分割後の

株式数であります。また、放棄株式数15株を控除した数値です。

３. 権利行使価格は平成18年７月１日付で１：３の株式分割後の行使価格であります。

４. 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．第３四半期連結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、第３四半期連結財務諸表への影響はあり

ません。

 当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

 該当事項はありません。
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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。

(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。
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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

当第3四半期連結会計期間（平成18年1月1日～平成18年9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。

 

事業別
当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

 ハード事業

指紋認証機器（千円） 767,785

アミューズメント機器（千円） 1,028,576

 ソフト事業 受託開発（千円） 295,912

合計（千円） 2,092,273

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９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 1,235,858 150,280 1,386,138 － 1,386,138

(2)セグメント間の内部売上高

または振替高
－ － － － －

計 1,235,858 150,280 1,386,138 － 1,386,138

営業費用 1,432,772 153,297 1,586,070 218,435 1,804,505

営業利益または営業損失(△) △196,914 △3,016 △199,931 △218,435 △418,366

　（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、当第３四半期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218,435千円であり、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。

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

ハード事業
 ソフト

事業 計   
消去又は

全社 
 連結

指紋認証機器 アミューズメント機器 受託開発

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。
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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。
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

当第3四半期連結会計期間（平成18年1月1日～平成18年9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。

 

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９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 1,233,321 152,817 1,386,138 － 1,386,138

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 94,902 － 94,902 △94,902 －

　　　　計 1,328,223 152,817 1,481,041 △94,902 1,386,138

営業費用 1,507,920 173,052 1,680,972 123,533 1,804,505

営業利益又は営業損失(△) △179,696 △20,234 △199,931 △218,435 △418,366

（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218,435千円であり、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。
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

当第3四半期連結会計期間（平成18年1月1日～平成18年9月30日）の海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外

売上高の記載を省略しております。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）               （単位： 千円)

アジア 

Ⅰ 海外売上高 154,488

Ⅱ 連結売上高 1,386,138

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） 11.1

（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及び中国であります。

        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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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

48,503円82銭 39,922円24銭 49,447円34銭

１株当たり四半期純利益金額 １株当たり四半期純損失金額 １株当たり当期純利益金額

57円63銭 △9,119円69銭 1,151円83銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

55円21銭 －円－銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益については、潜在株式は存在

するものの、１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

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株当たり四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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株当たり四半期(当期)純利益金額

又は四半期純損失金額(△)

   

四半期(当期)純利益又は

四半期純損失(△)(千円)
2,557 △413,112 51,230

普通株主に帰属しない金額

(千円)
－ － －

普通株式に係る四半期(当期)純利

益又は四半期純損失(△)(千円)
2,557 △413,112 51,230

期中平均株式数（株） 44,372 45,299 44,477

    

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額
   

四半期(当期)純利益調整額(千

円)
－ － －

普通株式数増加数（株） 1,938 615 1,419

（うち新株予約権） (1,938) (615) (1,419)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり四半期（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　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　279株
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（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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）

韓国企業への出資について

当社は平成18年10月17日開催の取締役

会に於いて、韓国企業DigitalSecu 

Co.,Ltd.の発行済株式数のうち、61,385

株の取得をすることを決議致しました。

（1）株式取得の理由

当社は子会社（DDS Korea,Inc.）を通

じ、同社と販売代理店契約を締結して

おりました。今回、株式を取得する理

由は以下のとおりであります。

①資本提携による連携強化により同社

の持つ銀行、官公庁への販売チャネル

を利用した当社指紋認証製品の更なる

拡販

②同社製品（ログセーバー）と当社指

紋認証製品の組合せによるシステムの

販売

③韓国に於ける製品開発力、SE体制の

早期確立とSIerとしての機能の獲得

(2)DigitalSecu Co.,Ltd.の概要

①商号　　　DigitalSecu Co.,Ltd.

②代表者　　Chang Kyung-Soo、Lee 

Won-Seok（共同代表者）

③所在地　　88-7 Nonhyeon-dong, 

Gangnam-gu, Seoul, Korea　　

④設立年月日　2000年4月12日

⑤事業内容　　ログセーバーの販売と

ソフトウェアの開発、販売

⑥決算期　　12月31日

⑦従業員数　20名

⑧売上高　　2億円（2005年）、3.68億

円（2006年上半期）

⑨資本金　　1,538百万ウォン（約184

百万円）

⑩発行済株式総数　307,700株

⑪当社取得株式及び所有割合　61,385

株（18%）

 

 

 

韓国上場企業の私募債引受について 

当社は、平成19年10月31日に韓国企業

3soft,Inc.（本社：韓国ソウル市）の

2億5千万円の私募債を引受け、払い込

みを完了いたしました。

（1）私募債引受の経緯 

当社と私募債発行会社の取引関係強化

を目的とし、当社製品の販売拡大や新

規事業の検討を行ってまいります。

（2）私募債の概要

①名称　第8回無保証私募円建分離型新

株引受権附社債

②発行総額　2億5千万円

③社債券の形式　無記名式

④発行価額　2億5千万円

⑤償還価額　2億5千万円

⑥社債利息　年利率7.0％

⑦償還期日　2010年10月31日

⑧募集方法　私募

⑨早期償還請求権　2008年10月31日以

降、3ヶ月ごとに券面金額の100％の償

還が可能

⑩新株引受権の付与割合　発行価額合

計額2億5千万円の100％

⑪新株引受権の権利行使による発行す

る株式の種類

　発行会社の記名式普通株式

⑫新株引受権行使価額　4,410ウォン

⑬新株引受権行使期間　2008年10月31

日から2010年9月30日 

（3）発行会社の概要

①商号　3soft,Inc.

②代表者　李　碩培、井植　浩之

③所在地　韓国ソウル市銅雀区新大方

洞395-68

④設立年月日　1993年11月1日

⑤事業内容　緊急地震速報システム事

業、テレマティックス/ホームネット

ワーク端末事業、Autonomy情報検索エ

ンジン、太陽光発電事業

⑥決算期　12月31日

⑦資本金　8,460百万ウォン（約1,067

百万円）

⑧KOSDAQ上場　 

 

 

 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%
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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）

 

 

 

 

 

 

（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

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
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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）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%）

（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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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年９月30日） （平成19年９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 1,177,752 594,739 1,332,201

　2.受取手形 465,264 － 4,327

　3.売掛金 ※1 574,135 645,538 867,737

　4.有価証券 10,008 10,043 10,014

　5.たな卸資産 206,574 523,418 294,774

　6.前渡金 1,931 38,549 2,100

　7.繰延税金資産 16,723 18,611 6,593

　8.その他 ※1,3 37,703 72,164 41,639

　流動資産合計 2,490,094 77.5 1,903,066 64.3 2,559,387 73.2

Ⅱ 固定資産

　1.有形固定資産 ※2 76,005 2.4 58,758 2.0 66,966 1.9

　2.無形固定資産 113,744 3.5 128,880 4.4 109,562 3.2

　3.投資その他の資産

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

　(2)関係会社株式 61,550  61,550  61,550  

　(3)敷金保証金 47,528  48,995  46,495  

　(4)その他  ※1 69,472 531,904 16.6 112,050 867,367 29.3 69,776 758,362 21.7

　固定資産合計 721,655 22.5 1,055,006 35.7 934,892 26.8

　資産合計 3,211,749 100.0 2,958,072 100.0 3,494,279 100.0

       

－ 28 －



前第３四半期会計期間末 当第３四半期中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年９月30日） （平成19年９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 134,104 215,973 173,080

　2.短期借入金 150,000 100,000 450,000

　3.一年以内返済予定

　　長期借入金

290,458 359,568 275,229

　4.未払金 22,065 20,156 29,047

　5.未払費用 35,115 20,105 25,009

　6.未払法人税等 － 7,591 5,669

  7.賞与引当金 39,208 38,321 5,910

  8.その他 ※3 72,922 43,001 96,149

  流動負債合計 743,874 23.1 804,716 27.2 1,060,095 30.3

Ⅱ 固定負債  

　1.長期借入金 283,760 310,312 218,096

　2.退職給付引当金 4,756 5,634 4,584

  3.役員退職慰労引当金 3,218 － 3,615

  4.その他 － 15,087 －

　固定負債合計 291,735 9.1 331,033 11.2 226,295 6.5

　負債合計 1,035,610 32.2 1,135,750 38.4 1,286,390 36.8

（純　資　産　の　部）

Ⅰ 株主資本

　1.資本金 959,946 29.9 964,987 32.6 960,886 27.5

　2.資本剰余金        

     資本準備金 1,055,930   1,060,870   1,056,770   

 　　資本剰余金合計 1,055,930 32.9 1,060,870 35.9  1,056,770 30.2

　3.利益剰余金        

 　　その他利益剰余金        

 　　繰越利益剰余金 160,262   △203,535   190,232   

 　　利益剰余金合計 160,262 5.0 △203,535 △6.9  190,232 5.5

　株主資本合計 2,176,139 67.8 1,822,321 61.6 2,207,889 63.2

　純資産合計 2,176,139 67.8 1,822,321 61.6 2,207,889 63.2

  負債純資産合計 3,211,749 100.0 2,958,072 100.0 3,494,279 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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
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   1,952,860 100.0  1,328,223 100.0  2,575,972 100.0

Ⅱ　売上原価   1,435,165 73.5  1,147,187 86.4  1,795,540 69.7

売上総利益   517,695 26.5  181,036 13.6  780,432 30.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   483,412 24.8  578,746 43.5  690,231 26.8

営業利益又は営業損
失（△）

  34,283 1.7  △397,710 △29.9  90,200 3.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  16,238 0.8  7,473 0.5  23,546 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  19,656 1.0  13,307 1.0  22,390 0.9

経常利益又は経常損
失（△）

  30,865 1.5  △403,543 △30.4  91,356 3.5

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  3,775 0.3  － －

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

税引前四半期(当期)純利
益又は税引前四半期純損
失（△)

  25,293 1.2  △403,641 △30.4  82,277 3.2

法人税、住民税及び事業
税

 20,660   2,430   37,145   

法人税等調整額  △6,292 14,368 0.7 △12,304 △9,874 △0.7 4,238 41,383 1.6

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失(△)

  10,924 0.5  △393,767 △29.7  40,894 1.6
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(3）四半期株主資本等変動計算書

 　　　前第３四半期会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９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
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

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

四半期会計期間中の変動額        

 新株の発行 4,696 1,180 1,180 － － 5,876 5,876

 四半期純利益 － － － 10,924 10,924 10,924 10,924

 株主資本以外の項目の四半期会

計期間中の変動額(純額)
－ － － － － － －

四半期会計期間中の変動額合計(千円) 4,696 1,180 1,180 10,924 10,924 16,801 16,801

平成18年9月30日　残高(千円) 959,946 1,055,930 1,055,930 160,262 160,262 2,176,139 2,176,139

当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９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
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

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

四半期会計期間中の変動額        

 新株の発行 4,100 4,100 4,100 － － 8,200 8,200

 四半期純利益損失 － － － △393,767 △393,767 △393,767 △393,767

 株主資本以外の項目の四半期会

計期間中の変動額(純額)
－ － － － － － －

四半期会計期間中の変動額合計(千円) 4,100 4,100 4,100 △393,767 △393,767 △385,567 △385,567

平成19年9月30日　残高(千円) 964,987 1,060,870 1,060,870 △203,535 △203,535 1,822,321 1,822,321

前事業年度（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
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

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

事業年度中の変動額        

 新株の発行 5,636 2,020 2,020 － － 7,656 7,656

 当期純利益 － － － 40,894 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 2,020 40,894 40,894 48,551 48,551

平成18年12月31日　残高(千円) 960,886 1,056,770 1,056,770 190,232 190,232 2,207,889 2,207,889
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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。

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。

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

 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

 同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(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

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

(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

 同左 

(4)貯蔵品

 同左 

(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 

３．固定資産の減価償却の方

法及び評価方法 

(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

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

づく償却費のいずれか大きい

額によっております。

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。

(3）長期前払費用

定額法

(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

同左

②自社利用のソフトウェア

同左

(3）長期前払費用

──────

(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

同左

②自社利用のソフトウェア

同左

(3）長期前払費用

定額法

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、

当四半期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、当四半期

会計期間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。

－ 32 －



項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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．引当金の計上基準 (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当

四半期会計期間要支給額を計上して

おります。

(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、役員退職慰労金規程に基づく当

期末要支給額を計上しております。

(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、当四半期会計期間末の役員退職

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。

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、当四半期決

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．その他四半期財務諸表

（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は税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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）

(固定資産の減損に係る会計基準)

当四半期会計期間より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））及び「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。

　　　　　　

 

 

　　　　　　──────
 

(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）及び「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。

(役員賞与に係る会計基準)

当四半期会計期間から、「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。

 

 

 

　　　　　　──────

(役員賞与に係る会計基準)

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。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準)

当四半期会計期間より、「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

部に該当する金額は、2,176,139千円でありま

す。

 

 

 

 

　　　　　　──────

(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2,207,889千円であります。

　　　　　

 

 

　　　　　　──────

(有形固定資産の減価償却の方法）

当四半期会計期間より、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、この変更による当四半期会計期間の損

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）

従来、製品及び原材料の評価については、移

動平均法による原価法を適用しておりました

が、当四半期会計期間から、総平均法による

原価法を適用しております。

製品の生産を自社から発注先に完全に移管し

たことで原材料の管理を行う必要がなくなり、

完成品の購買となったことにより、総平均法

による原価法を用いた棚卸資産の評価が合理

的であるためです。

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）

従来、受託開発事業の売上については出荷基準

を適用しておりましたが、企業会計基準委員会

が平成18年3月30日に公表した実務対応報告第

17号「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関

する実務上の取扱い」に従い、当四半期期間か

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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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９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。

  関係会社貸付金   60,000千円

  関係会社未収入金    401千円

※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  　　  　　94,800千円　

 関係会社未収入金   1,629千円

 関係会社貸付金   100,000千円

※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

72,640千円

※2.有形固定資産の減価償却累計額

109,676千円

※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

上流動負債の「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

上流動資産の「その他」に含めて計上し

ております。

※3.

 

   ─────

　4.四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理

については、当四半期会計期間の末日が

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。

当四半期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　 　　   　2,072千円

　4.

 

 

─────

　4.

　

 

─────

（四半期損益計算書関係）

前四半期会計期間  

  (自　平成18年１月１日

    至　平成18年９月30日)

当四半期会計期間  

  (自　平成19年１月１日 

   至　平成19年９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　     　   　　  759千円     1.受取利息                2,673千円 　　1.受取利息　          　　1,072千円

    2.為替差益                3,948千円　     2.為替差益                  437千円     2.為替差益              　4,329千円

　　3.雑収入　　             11,530千円     3.雑収入                  4,362千円 　　3.雑収入　     　      　18,145千円

※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　               7,372千円 　　1.支払利息                7,717千円 　　1.支払利息　　　        　9,550千円

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

 　3.支払ロイヤリティー       7,578千円　 　  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　　　             1,600千円  　　4.雑損失　　　　　　    　2,156千円

※3． ※3．特別利益のうち主要なもの ※3．

      　　　  ─────            役員退職慰労引当金戻入益   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.たな卸資産評価損        2,916千円　      1.たな卸資産評価損　　   3,843千円 　  1.たな卸資産評価損　 　   5,996千円

    2.固定資産除却損       

   建物及び構築物 973千円

   工具器具備品 1,681千円

       合計   2,655千円

     2.固定資産除却損　　  　

   機械装置及び運搬具 30千円

  

  

　  2.固定資産除却損　　 　

   建物及び構築物 1,035千円

   工具器具備品 2,047千円

       合計 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　      　 33,250千円      1.有形固定資産　 　     23,966千円  　 1.有形固定資産         　46,669千円

    2.無形固定資産　     　  68,598千円      2.無形固定資産　　　    52,643千円  　 2.無形固定資産           85,321千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

       該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９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）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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）

前第３四半期間会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９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）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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

48,650円56銭

１株当たり四半期純利益金額

246円21銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額

235円90銭

１株当たり純資産額  

40,060円72銭

１株当たり四半期純損失金額

△8,692円63銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額

－円－銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益については、潜在株式は存在

するものの、１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額

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株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 
前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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株当たり四半期(当期)純利益金額

又は四半期純損失金額(△)

   

四半期(当期)純利益又は

四半期純損失(△)(千円)
10,924 △393,767 40,894

普通株主に帰属しない金額

(千円)
－ － －

普通株式に係る四半期(当期)純利

益又は四半期純損失(△)(千円)
10,924 △393,767 40,894

期中平均株式数（株） 44,372 45,299 44,477

    

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額
   

四半期(当期)純利益調整額(千

円)
－ － －

普通株式数増加数（株） 1,938 615 1,419

（うち新株予約権） (1,938) (615) (1,419)
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前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり四半期（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　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　279株
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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.韓国企業への出資について

当社は平成18年10月17日開催の

取 締 役 会 に 於 い て 、 韓 国 企 業

DigitalSecu Co.,Ltd.の発行済株式数

のうち、61,385株の取得をすることを

決議致しました。

（1）株式取得の理由

当社は子会社（DDS Korea,Inc.）を通

じ、同社と販売代理店契約を締結して

おりました。今回、株式を取得する理

由は以下のとおりであります。

①資本提携による連携強化により同社

の持つ銀行、官公庁への販売チャネル

を利用した当社指紋認証製品の更なる

拡販

②同社製品（ログセーバー）と当社指

紋認証製品の組合せによるシステムの

販売

③韓国に於ける製品開発力、SE体制の

早期確立とSIerとしての機能の獲得

(2)DigitalSecu Co.,Ltd.の概要

 ①商号　　DigitalSecu Co.,Ltd.

 ②代表者　Chang Kyung-Soo、　　　　

　         Lee Won-Seok（共同代表者）

 ③所在地　88-7 Nonhyeon-dong, 

　 　　　　Gangnam-gu, Seoul, Korea

　　

 ④設立年月日　2000年4月12日

 ⑤事業内容 ログセーバーの販売と

　　　 　　ソフトウェアの開発、販売

 ⑥決算期　 12月31日

 ⑦従業員数 20名

 ⑧売上高　 2億円（2005年）、3.68

　　　　　 億円（2006年上半期）

 ⑨資本金　 1,538百万ウォン

                 （約184百万円）

 ⑩発行済株式総数　307,700株

 ⑪当社取得株式及び所有割合

　　　　　61,385株（18%）

韓国上場企業の私募債引受について  

当社は、平成19年10月31日に韓国企業

3soft,Inc.（本社：韓国ソウル市）の2

億5千万円の私募債を引受け、払い込み

を完了いたしました。 

 （1）私募債引受の経緯 

 当社と私募債発行会社の取引関係強化

を目的とし、当社製品の販売拡大や新規

事業の検討を行ってまいります。

 （2）私募債の概要

①名称　第8回無保証私募円建分離型新

株引受権附社債

②発行総額　2億5千万円

③社債券の形式　無記名式

④発行価額　2億5千万円

⑤償還価額　2億5千万円

⑥社債利息　年利率7.0％

⑦償還期日　2010年10月31日

⑧募集方法　私募

⑨早期償還請求権　2008年10月31日以

降、3ヶ月ごとに券面金額の100％の償還

が可能

⑩新株引受権の付与割合　発行価額合計

額2億5千万円の100％

⑪新株引受権の権利行使による発行する

株式の種類

　発行会社の記名式普通株式

⑫新株引受権行使価額　4,410ウォン

⑬新株引受権行使期間　2008年10月31日

から2010年9月30日 

 （3）発行会社の概要

①商号　3soft,Inc.

②代表者　李　碩培、井植　浩之

③所在地　韓国ソウル市銅雀区新大方洞

395-68

④設立年月日　1993年11月1日

⑤事業内容　緊急地震速報システム事

業、テレマティックス/ホームネットワー

ク端末事業、Autonomy情報検索エン

ジン、太陽光発電事業

⑥決算期　12月31日

⑦資本金　8,460百万ウォン（約1,067百

万円）

⑧KOSDAQ上場　 

 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%
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前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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

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

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
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前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９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）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%）

（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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