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大阪証券取引所ヘラクレス市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 
当社は、本日、平成 19 年 12 月 18 日に大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘ

ラクレス」に上場いたしました。今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして、別添のとおりお知らせいたします。 

 

以 上 



平成 19 年 12 月期  第３四半期財務・業績の概況 
 

平成 19 年 12 月 18 日 
 
 

上 場 会 社 名         ＣＤＳ株式会社                               上場取引所 大証ヘラクレス 

コ ー ド 番 号          2169                                  ＵＲＬ  http://www.cds-japan.jp

代  表  者 （役職名）代表取締役社長    （氏名）芝崎 晶紀 

問合せ先責任者 （役職名）取締役経営企画室長  （氏名）長谷川 立史   ＴＥＬ (052)587－5437      

 
（百万円未満切捨て） 

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                                 

 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 4,002   ― 264   ― 243  ― 20   ―
18 年 12 月期第３四半期 ―  ― ―  ― ―  ― ―  ―

18 年 12 月期 5,223  ― 180  ― 146  ― △84  ―
 

 
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   831    11 ―   ―
18 年 12 月期第３四半期 ―  ― ―   ―

18 年 12 月期 △3,662   58 ―   ―
 
(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 3,852    1,495    38.8     61,361    88
18 年 12 月期第３四半期 ―  ―  ―   ―  ―

18 年 12 月期 4,097  1,500  36.6   61,544   82
 
(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 516  △100  △329   774  
18 年 12 月期第３四半期 ―  ―  ―   ―  

18 年 12 月期 215  199  △244   687  
 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第３四半期末 

18 年 12 月期第３四半期 

 円    銭

―   ―
19 年 12 月期第３四半期 ―   ―

 
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 

 百万円       ％ 百万円          ％ 百万円           ％ 百万円          ％ 円     銭

通     期 5,657  8.3 379  110.5 330  126.0 69    － 2,074  03
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４．その他 
  
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子

会社の異動） 
： 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) 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、14 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 ： 無 

 
 
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                                

 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 1,970     ― 286      ― 302      ― 180      ―
18 年 12 月期第３四半期 ―   ― ―   ― ―    ― ―   ―

18 年 12 月期 2,525   ― 316   ― 332   ― 175   ―
 

 
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 7,405    55
18 年 12 月期第３四半期 ―  ―

18 年 12 月期 7,624  78
 
(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 3,708    1,915    51.7   78,589    34
18 年 12 月期第３四半期 ―  ―  ―  ―  ―

18 年 12 月期 3,846  1,759  45.7  72,197  85
 
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 

 百万円        ％ 百万円         ％ 百万円         ％ 百万円         ％ 円     銭

通     期 2,775  9.9 427  35.2 416  25.4 248  41.6 7,442  36
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、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。 
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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３四半期連結会計期間における当社グループが属する技術情報処理業界は、主要顧客である自動車・情報家

電・産業設備／工作機械産業といった大手製造業の収益改善が進み、各企業とも同質化からの脱却を図るための差

別化政策に乗り出し、研究開発投資や設備投資が活発に行われ、堅調な需要動向で推移いたしました。 

特に工作機械業界は、過去 高受注額の更新を継続するなど引き続き好調に推移し、今後も高い成長性が見込ま

れております。当第３四半期連結会計期間における当社グループは、このような工作機械業界からの受注も順調に

増加するなど、ものづくり企業のサポート体制を強化し、積極的に“新規顧客の獲得”“新規事業の展開”を図る

とともに、既存顧客に対しては、営業行為の強化、信用力の向上、 新技術の提供、各事業の連携強化による高度

で効率的なサービスの提供に注力し、顧客満足度アップに努めてまいりました。 

これらの結果、当社グループの当第３四半期連結会計期間の業績は、連結売上高が 4,002 百万円となり、営業利

益 264 百万円、経常利益 243 百万円、第３四半期純利益 20 百万円となりました。 
 

事業別の業績は、次のとおりであります。 

 

  （技術システム開発事業） 

    技術システム開発事業におきましては、各事業との連携強化を進めながら、新規顧客の開拓、新規事業の開

発に注力し、事業領域の拡大を図ってまいりました。また、自動車開発の中核システムの開発で培ったスキル・

開発力を強みとして活かし、さらなる向上に努め、顧客企業との関係を一層強固なものとしてきた結果、売上

高は 2,130 百万円となりましたが、営業損益につきましては、のれん償却額 242 百万円の影響により、16 百万

円の営業損失となりました。 

 

  （エンジニアリング事業） 

    エンジニアリング事業におきましては、現顧客業種の自動車に加え、情報家電、産業設備／工作機械などの

好調業種へ事業展開の幅を広げ、新規顧客の獲得、事業領域の拡大を進めてまいりました。また、顧客企業の

活発な開発業務や技術者ニーズに積極的に応え、稼働率アップに努めてきた結果、売上高は 627 百万円、営業

利益は 128 百万円となりました。 

 

（ドキュメンテーション事業） 

    ドキュメンテーション事業におきましては、事業展開を開発競争の激しい自動車、情報家電業界を中心とし、

顧客ニーズへの木目細かな対応に重点を置き、サービスレベルの向上に努めてまいりました。また、作業者の

多技能化を進めるとともに、各事業との連携を深め、技術資料の共有化などにより、ドキュメントを短納期で

仕上げる体制整備を進めてきた結果、売上高は 1,343 百万円、営業利益は 460 百万円となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は 3,852 百万円、純資産が 1,495 百万円であり、自己資本比率は

38.8％となりました。現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当第３四半期連結会計期間末の残高は、774

百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動により獲得した資金は 516 百万円となりました。主な要因は、税金等調整前第３四半期純利益 227 百万

円を計上した他、のれん償却額 242 百万円の計上、賞与引当金の 127 百万円の増加、売上債権の 159 百万円の減少

という、資金の増加要因があったことによります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動により 100 百万円の資金支出が生じました。主な使途としましては、定期預金の預入に 36 百万円、有形

固定資産の取得に 21 百万円、無形固定資産の取得に 45 百万円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により 329 百万円の資金支出が生じました。主に長期借入金の返済を 329 百万円行ったことによるもの

であります。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

  当第３四半期において、業績はほぼ計画通りに推移しており、平成 19年 12 月期の業績予想に変更はありません。 
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４．その他 

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

  当第３四半期において、連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1)第３四半期連結貸借対照表 

  
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
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  804,104  705,445

２．受取手形及び売掛金 ※1 972,502  1,131,513

３．たな卸資産  117,893  137,799

４．その他  246,627  186,988

流動資産合計  2,141,128 55.6  2,161,746 52.8

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※2,3 363,676 9.4  376,605 9.2

２．無形固定資産   

(1）連結調整勘定  ―  1,295,064

(2）のれん  1,052,239  ―

(3）その他  124,527  108,697

無形固定資産合計  1,176,767 30.6  1,403,761 34.2

３．投資その他の資産   

(1）その他  178,915  162,946

貸倒引当金  △7,990  △7,990

投資その他の資産合計  170,925 4.4  154,956 3.8

固定資産合計  1,711,370 44.4  1,935,323 47.2

資産合計  3,852,499 100.0  4,097,070 100.0

        

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１.支払手形及び買掛金  82,259  131,946

２．短期借入金 ※3 730,000  705,000

３．１年内返済予定の長期 

  借入金 ※3 395,200  440,000

４．未払金  203,158  222,294

５．未払法人税等  176,471  175,243

６．賞与引当金  217,005  89,946

７．その他  333,832  265,238

流動負債合計  2,137,927 55.5  2,029,670 49.5

   

   

   

   

   

   

－  － 5



CDS 株式会社（2169）平成 19 年 12 月期 第 3四半期 財務・業績の概況 

  
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
（％）

Ⅱ 固定負債   

１．社債  ―  50,000

２．長期借入金 ※3 95,000  380,000

３．退職給付引当金  86,655  137,244

４．その他  37,219  ―

固定負債合計  218,875 5.7  567,244 13.9

負債合計  2,356,803 61.2  2,596,914 63.4

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  495,000 12.8  495,000 12.1

  ２．資本剰余金  450,000 11.7  450,000 11.0

３．利益剰余金  550,780 14.3  554,896 13.5

株主資本合計  1,495,780 38.8  1,499,896 36.6

 Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  △84 0.0  258 0.0

     評価・換算差額等合計  △84 0.0  258 0.0

純資産合計  1,495,695 38.8  1,500,155 36.6

負債純資産合計  3,852,499 100.0  4,097,070 100.0
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(2)第３四半期連結損益計算書 

  
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
（％）

Ⅰ 売上高  4,002,361 100.0  5,223,724 100.0

Ⅱ 売上原価  2,835,369 70.8  3,912,563 74.9

売上総利益  1,166,992 29.2  1,311,161 25.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 902,068 22.6  1,130,934 21.6

営業利益  264,924 6.6  180,226 3.5

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  980 975 

２．受取配当金  32 33 

３．その他の営業外収益  2,878 3,891 0.1 18,231 19,239 0.3

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  16,977 28,261 

２．支払融資手数料  4,173 13,962 

３．株式交付費  ― 5,579 

４．その他の営業外費用  4,454 25,605 0.6 5,333 53,137 1.0

経常利益  243,209 6.1  146,328 2.8

Ⅵ 特別利益  ― ― 0.0 909 909 0.0

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※2 737 20,571 

２．退職給付制度移行に伴う 
損失 

 15,121 ― 

３．その他の特別損失  ― 15,859 0.4 175 20,746 0.4

税金等調整前第３四半期
（当期）純利益 

 227,350 5.7  126,491 2.4

法人税、住民税及び事業税  253,785 239,271 

法人税等調整額  △46,693 207,091 5.2 △28,521 210,749 4.0

第３四半期（当期）純利益
（△は損失） 

 20,258 0.5  △84,258 △1.6
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(3)第３ 四半期連結株主資本等変動計算書 

 
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 
評価・換算

差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 
利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

純資産合計 

平成 18 年 12 月 31 日残高 

（千円） 
495,000 450,000 554,896 1,499,896 258 1,500,155

第３四半期連結会計期間中の変

動額（千円） 
  

剰余金の配当（注） ― ― △24,375 △24,375 ― △24,375

第３四半期純利益 ― ― 20,258 20,258 ― 20,258

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額） 

― ― ― ― △342 △342

第３四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円） 
― ― △4,116 △4,116 △342 △4,459

平成 19 年９月 30 日残高 

（千円） 
495,000 450,000 550,780 1,495,780 △84 1,495,695

（注）平成19年３月24日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
 
 
 
 
 
 

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） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 
利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

純資産合計 

平成 17 年 12 月 31 日残高 

（千円） 
45,000 ― 648,842 693,842 278 694,120

連結会計期間中の変動額 

（千円） 
  

新株の発行 450,000 450,000 ― 900,000 ― 900,000

剰余金の配当（注） ― ― △9,687 △9,687 ― △9,687

当期純利益 ― ― △84,258 △84,258 ― △84,258

株主資本以外の項目の連結会計

期間中の変動額（純額） 
― ― ― ― △19 △19

連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
450,000 450,000 △93,945 806,054 △19 806,034

平成 18 年 12 月 31 日残高 

（千円） 
495,000 450,000 554,896 1,499,896 258 1,500,155

（注）平成18年３月25日の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4)第３ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

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） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前第３四半期（当期）純利
益 

 227,350 126,491 

減価償却費  60,584 71,515 

長期前払費用償却額  652 1,021 

連結調整勘定償却額  ― 323,766 

のれん償却額  242,824 ― 

賞与引当金の増加額  127,058 14,597 

退職給付引当金の増減額(△は減少)  △50,588 27,753 

受取利息及び受取配当金  △1,013 △183 

支払利息  16,977 28,261 

固定資産除却損  737 20,571 

株式交付費  ― 5,579 

売上債権の増減額(△は増加)  159,020 △337,875 

たな卸資産の増減額(△は増加)  19,905 104,508 

その他流動資産の増減額(△は増加)  △9,667 28,996 

仕入債務の増減額(△は減少)  △50,754 8,351 

その他流動負債の増減額(△は減少)  △19,317 △37,832 

未払消費税等の増減額(△は減少)  17,792 1,135 

その他固定負債の増減額(△は減少)  37,219 ― 

その他  1,453 5,336 

小計  780,238 391,997 

利息及び配当金の受取額  1,013 242 

利息の支払額  △16,030 △24,453 

法人税等の支払額  △249,006 △152,570 

営業活動によるキャッシュ・フロー  516,214 215,216 
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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） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △36,000 △140,866 

定期預金の払戻による収入  24,000 359,267 

貸付金の回収による収入  ― 203,207 

有形固定資産の取得による支出  △21,660 △154,713 

無形固定資産の取得による支出  △45,535 △46,847 

長期前払費用の取得による支出  △1,118 △2,809 

その他  △20,066 △17,930 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △100,380 199,308 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  25,000 195,000 

長期借入金の返済による支出  △329,800 △1,274,400 

社債の償還による支出  ― △50,000 

株式の発行による収入  ― 894,420 

配当金の支払額  △24,375 △9,687 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △329,175 △244,667 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  86,658 169,857 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  687,445 517,588 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期期末
（期末）残高 

※1 774,104 687,445 
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 (5)注記事項 

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 
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 連結子会社の数  １社 連結子会社の数  １社 

 連結子会社名 

株式会社ＭＣＯＲ 

 

  連結子会社名 

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 

３．連結子会社の第３四半期決算日（決

算日）等に関する事項 

 連結子会社の第３四半期の末日は、第３四半

期連結決算日と一致しております。 

連結子会社の事業年度の末日は、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 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

 イ 有価証券 イ 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期連結会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を採用し

ております。 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。 

 

 ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 

 仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

貯蔵品 

終仕入原価法による原価法を採用し

ております。 

 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

 

 

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（付属設備を除く）については

定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

  建物及び構築物   10年～50年 

  機械装置及び運搬具 6年～10年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 
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項目 
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） 

ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについて

は、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づいております。 

また、市場販売目的のソフトウエアに

ついては、残存有効期間（３年以内）に

基づく均等配分額と見込販売収益に基づ

く償却額のいずれか大きい金額を計上し

ております。 

 

同左 

ハ 長期前払費用 ハ 長期前払費用 

４．会計処理基準に関する事項 

均等償却しております。 

 

同左 

 ―――――――― ニ 繰延資産 

   株式交付費 

  

 

支出時に全額費用処理しております。

（追加情報） 

当連結会計年度より「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会計基準

委員会 平成18年８月11日 実務対応報告

第19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）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

 イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権及び破産更生債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

 

同左 

 

 ロ 賞与引当金 ロ 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支払に備えるため、

賞与支給見込額の当第３四半期連結会計期

間負担額を計上しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員に対する賞与の支払に備えるため、

賞与支給見込額の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 
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） 

ハ 退職給付引当金 ハ 退職給付引当金 ４．会計処理基準に関する事項 

連結子会社１社は、従業員の退職給付に

備えるため、当第３四半期連結会計期間にお

ける退職給付債務（簡便法）に基づき、当第

３四半期連結会計期間末において発生して

いると認められる額を計上しております。

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（簡

便法）に基づき、当連結会計年度末にお

いて発生していると認められる額を計上

しております。 

（追加情報） 

当社は平成18年11月21日開催の取締役会決

議により、平成19年４月１日をもって、従来の

退職一時金制度から前払退職金と確定拠出年

金制度に移行しております。 

会計処理につきましては、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第１号 企業会計基準委員会 平成14

年１月31日）を適用しております。 

この移行に伴い、確定拠出年金制度への移換

額76,153千円を制度移行後４年間で支払うこ

ととしており、また「退職給付制度移行に伴う

損失」（特別損失）として15,121千円を計上し

ております。 

 

 

(4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法 

 

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 

 

 (5）その他第３四半期連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(5）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 

 税抜方式によっております。 

 

同左 

５．第３四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 

手許現金及び随時引き出し可能な預金から

なっております。 

 

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 

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） 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当第３四半期連結会計期間から、法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

―――――――― 

 

―――――――― 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より「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」(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」(企業会計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 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。 

 

―――――――― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度から「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

第５号)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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は 1,500,155 千円であり

ます。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度末におけ

る連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。 

 

 
 
 
 
 
追加情報 

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） 

―――――――― 

 

当連結会計年度より、当社の資本金が１億円超になり、外形標準

課税制度が適用となったことに伴い、「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従

い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一

般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が6,688千円増加し、営業利益、

経常利益、税金等調整前当期純利益が同額減少しております。 
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 （第３四半期連結貸借対照表関係） 

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．連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度末

日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期

手形が連結会計年度末残高に含まれております。 

受取手形       177千円 

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

248,610千円 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

218,510千円 

※３．担保に供している資産及びその対応債務 

（担保に供している資産） 

有形固定資産（建物） 118,253千円

有形固定資産（土地） 44,805千円

計 163,058千円

 

（対応する債務） 

短期借入金 100,000千円

1年内返済予定の長期借入金 15,200千円

計 115,200千円

上記のほか関係会社株式2,200,890千円を１年内返済予定の

長期借入金及び長期借入金の担保に供しておりますが、連結上

全額消去しております。 

 

※３．担保に供している資産及びその対応債務 

（担保に供している資産） 

有形固定資産（建物） 125,352千円 

有形固定資産（土地） 44,805千円 

計 170,157千円 

 

（対応する債務） 

短期借入金 100,000千円 

1年内返済予定の長期借入金 60,000千円 

計 160,000千円 

上記のほか関係会社株式2,200,890千円を１年内返済予定

の長期借入金及び長期借入金の担保に供しておりますが、連

結上全額消去しております。 

 

４．当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と

当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当第３四半期連結会計期間末におけ

る借入未実行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額 

及び貸出コミットメントの総額 
1,100,000千円

借入実行残高 730,000千円

差引額 370,000千円
 

４．当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当

座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。

これらの契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残

高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額 

及び貸出コミットメントの総額 
900,000千円 

借入実行残高 685,000千円 

差引額 215,000千円 
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（第３四半期連結損益計算書関係） 
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．主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 117,580千円

給与手当 122,830千円

賞与引当金繰入額 18,980千円

退職給付費用 5,033千円

のれん償却額 242,824千円

営業支援費 94,390千円
 

※１．主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 140,040千円 

給与手当 166,661千円 

賞与引当金繰入額 16,697千円 

退職給付費用 3,145千円 

連結調整勘定償却額 323,766千円 

求人費 29,580千円 

管理諸費 43,285千円 

営業支援費 85,908千円 
 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  固定資産除却損 

（千円） 

建物付属設備 690 

工具、器具及び備品 46 

合計 737 
 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  固定資産除却損 

（千円） 

建物 17,574 

工具、器具及び備品 1,555 

ソフトウエア 623 

ソフトウエア仮勘定 817 

合計 20,571 
 

  

 

－  － 16



CDS 株式会社（2169）平成 19 年 12 月期 第 3四半期 財務・業績の概況 

（第３四半期連結株主資本等変動計算書関係） 
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） 

当第３四半期連結会
計期間増加株式数

（株） 

当第３四半期連結会
計期間減少株式数

（株） 

当第３四半期連結会
計期間末株式数 

（株） 

発行済株式     
普通株式 24,375 － － 24,375 

合計 24,375 － － 24,375 

自己株式     
普通株式 ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― 
 
 

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 
（1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年３月24日 
定時株主総会 

普通株式 24,375 1,000 平成18年12月31日 平成19年３月26日

 
（2）基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの 
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 19,375 5,000 ― 24,375 

合計 19,375 5,000 ― 24,375 

自己株式     

普通株式 ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― 

（注）普通株式の増加 5,000 株は、平成 18 年４月 11 日付の有償第三者割当増資によるものであります。 
 

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 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年３月25日 
定時株主総会 

普通株式 9,687 500 平成17年12月31日 平成18年３月27日
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(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年３月24日 
定時株主総会 

普通株式 24,375 利益剰余金 1,000 平成18年12月31日 平成19年３月26日

 
 
 
 
（第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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．現金及び現金同等物の第３四半期期末残高と第３四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成19年9月30日現在）

現金及び預金勘定 804,104千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △30,000千円

  現金及び現金同等物 774,104千円
 

※１．現金及び現金同等物の期末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12月31日現在）

現金及び預金勘定 705,445千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △18,000千円

  現金及び現金同等物 687,445千円
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CDS 株式会社（2169）平成 19 年 12 月期 第 3四半期 財務・業績の概況 

（リース取引関係） 
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 

(借主側) 

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 

(借主側) 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び第

３四半期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

第３四半期
末残高相当
額 

(千円) 

有形固定資

産（工具、器

具及び備品） 

85,282 71,213 14,069

その他（ソフ

トウエア） 
32,334 28,049 4,284

合計 117,616 99,262 18,353
 

  

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資

産（工具、器

具及び備品）

96,751 68,926 27,825

その他（ソフ

トウエア） 
32,995 24,030 8,965

合計 129,747 92,956 36,790

 

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 10,546千円

１年超 8,676千円

合計 19,223千円
  

 
１年内 23,963千円

１年超 14,083千円

合計 38,046千円
  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 
 

支払リース料 19,532千円

減価償却費相当額 18,324千円

支払利息相当額 818千円
  

 
支払リース料 49,867千円

減価償却費相当額 47,835千円

支払利息相当額 1,350千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 

同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によって

おります。 

同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－  － 19



CDS 株式会社（2169）平成 19 年 12 月期 第 3四半期 財務・業績の概況 

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 

(貸主側) 

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 

(貸主側) 

１．リース物件の取得価額、減価償却累計額及び第３四半期末残

高 

１．リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 

     

 
取得価額
(千円) 

減価償却
累計額 
(千円) 

第３四半期
末残高 
(千円) 

有形固定資

産（工具、器

具及び備品） 

38,416 36,280 2,136

合計 38,416 36,280 2,136
 

  

 
取得価額
(千円) 

減価償却
累計額 
(千円) 

期末残高
(千円) 

有形固定資

産（工具、器

具及び備品）

72,641 60,919 11,722

合計 72,641 60,919 11,722

 

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 4,786千円

１年超 ― 千円

合計 4,786千円
      

 
１年内 21,221千円

１年超 3,083千円

合計 24,304千円
  

３．受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 ３．受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 
 

受取リース料 11,561千円

減価償却費 5,513千円

受取利息相当額 545千円
     

 
受取リース料 29,744千円

減価償却費 26,773千円

受取利息相当額 1,971千円
  

４．利息相当額の算定方法 ４．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法については、利息法によっておりま

す。 

 

同左 
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（有価証券関係） 
当第３四半期連結会計期間末（平成 19 年９月 30 日） 
その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
第３四半期連結貸
借対照表計上額（千

円） 
差額（千円） 

(1)株式 3,500 3,360 140

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 3,500 3,360 140

 
 

前連結会計年度末（平成 18 年 12 月 31 日） 
その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 連結貸借対照表
計上額（千円） 差額（千円） 

(1)株式 3,500 3,930 430

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 3,500 3,930 430

 
 
 
 
（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期連結会計期間末（平成 19 年９月 30 日）及び前連結会計年度末（平成 18 年 12 月 31 日）のいずれに

おいても、当社及び連結子会社はデリバティブ取引を行っていないため、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） 
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） 
当第３四半期連結会計期間において付与したストック・オプションはありません。 

 
 

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 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成 18 年３月 25 日 

 第１回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役      ４名 

当社従業員等     164 名 

当社子会社従業員   142 名 

株式の種類別ストック・オプション数 普通株式 1,383 株 

付与日 平成 18 年 12 月 15 日 

権利確定条件 

新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役、相談役、顧問

および従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社

または当社の関係会社の取締役、相談役、顧問または従業員であることを要

す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ま

たは相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 
新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約

権行使時においても当社との間でコンサルタント契約を締結していること

を要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先立ち、当

該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について、当社取締役会の承

認を要するものとする。 
対象勤務期間 対象期間の定めはありません 

権利行使期間 自 平成 20 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日 
 
（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 
会社名 提出会社 

決議年月日 平成 18 年３月 25 日 

 第１回新株予約権 

権利確定前    （株）  

前連結会計年度末 ― 

付与 1,383 

失効 ― 

権利確定 ― 

未確定残 1,383 

権利確定後    （株）  

前連結会計年度末 ― 

権利確定 ― 

権利行使 ― 

失効 ― 

未行使残 ― 
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② 単価情報 
  第１回新株予約権

権利行使価格      （円） 180,000

行使時平均株価      （円） ―

公平な評価単価（付与日） （円） ―

（注）「公正な評価単価（付与日）」につきましては、当社は未公開会社であるため、公正な評価単価に代えて本源的

価値の見積りによっておりますが、付与日における本源的価値はないため記載しておりません。 
 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 
当連結会計年度に付与したストック・オプションについては、当社は未公開会社であるため、公正な評価単

価に代えて本源的価値の見積りによっております。 
（１）株価の価値算定に使用した評価方法 

類似会社比準方式 
（２）使用した主な基礎数値及びその見積方法 

中期経営計画による予想利益 
 

３．ストック･オプションの権利確定数の見積方法 
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用し

ております。 
 

４．ストック・オプションの当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使

されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 
当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ０円 
当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日に

おける本源的価値の合計額 ０円 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】     
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） 

 
技術システム
開発事業 
（千円） 

エンジニア
リング事業
（千円） 

ドキュメンテ
ーション 
事業 

（千円） 

計（千円）
消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1)  外部顧客に対する売上高 2,070,137 595,840 1,336,383 4,002,361 － 4,002,361

(2)  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

60,249 31,374 7,195 98,818 (98,818) －

計 2,130,386 627,215 1,343,578 4,101,180 (98,818) 4,002,361

営業費用 2,147,180 498,830 883,118 3,529,129 208,307 3,737,437

営業利益(又は営業損失) (16,794) 128,385 460,459 572,050 (307,126) 264,924

（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．各区分に属する主要な製品 
（1）技術システム開発事業 

自動車開発部門等における技術システムの開発・運用 

（2）エンジニアリング事業 

設計支援、解析支援、設計ＣＡＤ支援、生産技術支援 

（3）ドキュメンテーション事業 
取扱説明書、パーツガイド、整備解説書、ＷＥＢコンテンツ、ＣＧアニメーション、ｅラーニング、

技術プレゼン資料、多言語翻訳 

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 208,307 千円であり、その主

な内容は、提出会社の管理部門等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） 

 
技術システム
開発事業 
（千円） 

エンジニア
リング事業
（千円） 

ドキュメンテ
ーション 
事業 

（千円） 

計（千円）
消去又は全

社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1)  外部顧客に対する売上高 2,741,711 780,223 1,701,790 5,223,724 － 5,223,724

(2)  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

42,836 33,372 9,816 86,024 (86,024) －

計 2,784,547 813,595 1,711,606 5,309,749 (86,024) 5,223,724

営業費用 2,918,674 644,645 1,179,938 4,743,258 300,239 5,043,497

営業利益(又は営業損失) (134,126) 168,949 531,667 566,490 (386,264) 180,226

（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．各区分に属する主要な製品 
（1）技術システム開発事業 

自動車開発部門等における技術システムの開発・運用 

（2）エンジニアリング事業 

設計支援、解析支援、設計ＣＡＤ支援、生産技術支援 

（3）ドキュメンテーション事業 

取扱説明書、パーツガイド、整備解説書、ＷＥＢコンテンツ、ＣＧアニメーション、ｅラーニング、

技術プレゼン資料、多言語翻訳 
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 300,239 千円であり、その主

な内容は、提出会社の管理部門等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】 
   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）及び前連結会計年度（自 平成

18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

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

 
 

【海外売上高】 
当第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）及び前連結会計年度（自 平

成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

海外売上高は連結売上高の 10％未満であるため、記載を省略しております。 

 
 
 
（企業結合等関係） 

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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（１株当たり情報） 
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 61,361円88銭

１株当たり第３四半期純利益金額 831円11銭

なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金額

については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は

非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載して

おりません。 
  

  
１株当たり純資産額 61,544円82銭

１株当たり当期純損失金額 3,662円58銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりま

せん。 
  

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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) 

純資産の部の合計額（千円） 1,495,695 1,500,155 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － － 

（うち新株予約権） （－） （－） 

（うち少数株主持分） （－） （－） 

普通株式に係る純資産額（千円） 1,495,695 1,500,155 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式数（株） 24,375 24,375 

２．１株当たり第３四半期（当期）純利益金額（△は純損失）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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) 

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３四半期（当期）純利益（△は純損失）金額 20,258 △84,258 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益（△は純損失）金

額（千円） 
20,258 △84,258 

期中平均株式数（株） 24,375 23,005 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり第３

四半期（当期）純利益（△は純損失）金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数1,363個） 

株主総会の特別決議日 

平成18年３月25日 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数1,383個） 

株主総会の特別決議日 

平成18年３月25日 
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（重要な後発事象） 
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） 

―――――――― 

 

当社は退職一時金制度を設けておりますが、平成18年11月21日開

催の取締役会において、平成19年４月１日から退職一時金制度の全

部を確定拠出年金制度と前払退職金制度の複合制度へ移行すること

を決議しました。 

会計処理につきましては、「退職給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用する予定でありま

す。 

この移行に伴い、確定拠出年金制度への移換額76,153千円は制度

移行後４年間で支払う予定であり、「退職給付制度移行に伴う損失」

（特別損失）は15,121千円となります。 
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６．四半期財務諸表 

(1)第３四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  258,376 303,506  

２．受取手形 ※1 16,652 23,398  

３．売掛金  515,263 628,955  

４．たな卸資産  70,205 62,229  

５．その他  99,117 63,773  

流動資産合計  959,615 25.9  1,081,863 28.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※2,3 340,353 359,023  

２．無形固定資産  114,427 106,876  

３．投資その他の資産    

(1）関係会社株式 ※3 2,200,890 2,200,890  

(2）その他  101,527 106,199  

貸倒引当金  △7,990 △7,990  

投資その他の資産合計  2,294,427 2,299,099  

固定資産合計  2,749,208 74.1  2,764,999 71.9

資産合計  3,708,823 100.0  3,846,863 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  23,767 9,758  

２．短期借入金 ※3  730,000 705,000  

３．１年内返済予定の長期借入
金  

※3 395,200 440,000 

４．未払法人税等  51,220 98,124 

５．賞与引当金  87,339 20,913 

６．その他 ※5 373,461 321,639 

流動負債合計  1,660,989 44.8  1,595,435 41.5

Ⅱ 固定負債   

１．社債  － 50,000 

２．長期借入金 ※3 95,000 380,000 

３．退職給付引当金  － 61,604 

  ４．その他  37,219 － 

固定負債合計  132,219 3.5  491,604 12.8

負債合計  1,793,208 48.3  2,087,040 54.3
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当第３四半期会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  495,000 13.4  495,000 12.8

２．資本剰余金   

資本準備金  450,000 450,000 

資本剰余金合計  450,000 12.1  450,000 11.7

３．利益剰余金   

（1）利益準備金  11,250 11,250 

（2）その他利益剰余金   

別途積立金  700,000 600,000 

繰越利益剰余金  259,449 203,314 

利益剰余金合計  970,699 26.2  814,564 21.2

株主資本合計  1,915,699 51.7  1,759,564 45.7

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額
金 

 △84  258

評価・換算差額等合計  △84 0.0  258 0.0

純資産合計  1,915,615 51.7  1,759,822 45.7

負債純資産合計  3,708,823 100.0  3,846,863 100.0
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(2)第３四半期損益計算書 

  
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
（％）

Ⅰ 売上高  1,970,794 100.0  2,525,201 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1 1,344,689 68.2  1,746,996 69.9

売上総利益  626,104 31.8  760,204 30.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 339,765 17.3  443,870 17.6

営業利益  286,339 14.5  316,334 12.5

Ⅳ 営業外収益 ※2 40,861 2.1  68,979 2.7

Ⅴ 営業外費用 ※3 25,057 1.3  53,054 2.1

経常利益  302,143 15.3  332,259 13.1

Ⅵ 特別利益  － －  927 0.0

Ⅶ 特別損失  15,596 0.8  20,732 0.8

税引前第３四半期（当期）
純利益 

 286,547 14.5  312,454 12.3

法人税、住民税及び事業税  126,124 141,998 

法人税等調整額  △20,087 106,037 5.4 △4,953 137,044 5.4

第３四半期（当期）純利益  180,510 9.1  175,409 6.9
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(3)第３四半期株主資本等変動計算書 

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 

評価・ 

換算 

差額等 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

利益 

準備金 別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

純資産 

合計 

平成 18 年 12 月 31 日残高 

（千円） 
495,000 450,000 11,250 600,000 203,314 1,759,564 258 1,759,822

第３四半期会計期間中の変動

額（千円） 
   

剰余金の配当（注） － － － － △24,375 △24,375 － △24,375

別途積立金の積立 － － － 100,000 △100,000 － － －

第３四半期純利益 － － － － 180,510 180,510 － 180,510

株主資本以外の項目の第３

四半期会計期間中の変動額

（純額） 

－ － － － － － △342 △342

第３四半期会計期間中の変動

額合計（千円） 
－ － － 100,000 56,135 156,135 △342 155,792

平成 19 年９月 30 日残高 

（千円） 
495,000 450,000 11,250 700,000 259,449 1,915,699 △84 1,915,615

（注）平成 19 年３月 24 日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
 

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 

評価・換

算 

差額等 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

項目 

資本金 
資本 

準備金 

利益 

準備金 別途 

積立金

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他

有価証

券評価

差額金 

純資産 

合計 

平成 17 年 12 月 31 日残高 

（千円） 
45,000 － 11,250 480,000 157,592 693,842 278 694,120

事業年度中の変動額 

（千円） 
   

新株の発行 450,000 450,000 900,000  900,000

剰余金の配当（注）  △9,687 △9,687  △9,687

別途積立金の積立（注）  120,000 △120,000 －  －

当期純利益  175,409 175,409  175,409

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
  △19 △19

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
450,000 450,000 － 120,000 45,721 1,065,721 △19 1,065,702

平成 18 年 12 月 31 日残高 

（千円） 
495,000 450,000 11,250 600,000 203,314 1,759,564 258 1,759,822

（注）平成 18 年３月 25 日の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4)注記事項 

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 
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．資産の評価基準及び評価方法 (1)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。 

 

(1)有価証券 

子会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期会計期間末の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法より算定）を採用しておりま

す。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法より算

定）を採用しております。 

 (2)たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

 

(2)たな卸資産 

仕掛品 

同左 

    貯蔵品 

終仕入原価法による原価法を採用し

ております。 

 

  貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（付属設備を除く）については定額法を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物    10年～50年 

機械装置及び運搬具  ６年～10年 

 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 (2)無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社

内における見込利用可能期間（５年）に基づい

ております。 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 (3)長期前払費用 

均等償却しております。 

 

(3)長期前払費用 

同左 
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項目 
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．繰延資産の処理方法 ―――――― 

 

 

 

株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。 

（追加情報） 

当事業年度より「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

会 平成18年８月11日 実務対応報告第19

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。 

 

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権及び破産更生債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払に備えるため、

賞与支給見込額の当第３四半期会計期間負

担額を計上しております。 

 

(2)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払に備えるため、

賞与支給見込額の当期負担額を計上してお

ります。 

 (3)退職給付引当金 

―――――― 

 

 

 

（追加情報） 

当社は平成18年11月21日開催の取締役会決

議により、平成19年４月１日をもって、従来の

退職一時金制度から前払退職金と確定拠出年

金制度に移行しております。 

会計処理につきましては、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第１号 企業会計基準委員会 平成14

年１月31日）を適用しております。 

この移行に伴い、確定拠出年金制度への移換

額76,153千円を制度移行後４年間で支払うこ

ととしており、また「退職給付制度移行に伴う

損失」（特別損失）として15,121千円を計上し

ております。 

 

(3)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（簡便法）に基づ

き、当事業年度末において発生していると認

められる額を計上しております。 

 

５．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 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

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） 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当第３四半期会計期間から、法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））

に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

―――――― 

 

―――――― 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より「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」(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」

（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 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。 

 

―――――― （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」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５

号）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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,759,822千円でありま

す。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

 

 
 
 
追加情報 

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） 

―――――――― 

 

当連結会計年度より、当社の資本金が１億円超になり、外形標準課

税制度が適用となったことに伴い、「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い、法

人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が6,688千円増加し、営業利益、

経常利益、税金等調整前当期純利益が同額減少しております。 
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（第３四半期貸借対照表関係） 

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. 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理をしております。なお、当期末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれて

おります。 

受取手形        177千円 

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

             222,587 千円 
※２．有形固定資産の減価償却累計額 

195,585 千円 

※３．担保に供している資産及びその対応債務 

（担保に供している資産） 

有形固定資産（建物） 118,253千円

有形固定資産（土地） 44,805千円

関係会社株式 2,200,890千円

計 2,363,948千円

 

（対応する債務） 

短期借入金 100,000千円

1年内返済予定の長期借入金 395,200千円

長期借入金 95,000千円

計 590,200千円 

※３．担保に供している資産及びその対応債務 

（担保に供している資産） 

有形固定資産（建物） 125,352千円

有形固定資産（土地） 44,805千円

関係会社株式 2,200,890千円

計 2,371,047千円

 

（対応する債務） 

短期借入金 100,000千円

1年内返済予定の長期借入金 440,000千円

長期借入金 380,000千円

計 920,000千円 

４．当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と

当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当第３四半期会計期間末における借

入未実行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額 
1,100,000千円

借入実行残高 730,000千円

差引額 370,000千円 

４．当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行

と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当事業年度末における借入未実行

残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額及び貸出コミ

ットメントの総額 
900,000千円

借入実行残高 685,000千円

差引額 215,000千円 

  
※５．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うえ、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。 

 

―――――― 
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（第３四半期損益計算書関係） 

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．減価償却実施額 

    有形固定資産    27,504千円 

    無形固定資産    28,224千円 

 

※１．減価償却実施額 

    有形固定資産    31,656千円 

    無形固定資産    33,855千円 

 

※２．営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。 

    受取利息        315千円 

    受取配当金     40,044千円 

 

※２．営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。 

    受取利息        911千円 

    受取配当金     50,035千円 

    保険配当等収入   15,821千円 

 

※３．営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。 

    支払利息      16,977千円 

    支払融資手数料    4,173千円 

 

※３．営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。 

    支払利息      28,186千円 

    支払融資手数料   13,962千円 

    株式交付費      5,579千円 

 

 
 
 

（有価証券関係） 

 当第３四半期会計期間末（平成 19 年 9 月 30 日現在）及び前事業年度末（平成平成 18 年 12 月 31 日）において、子

会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

 

（１株当たり情報） 

第３四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 
 
 
（重要な後発事象） 

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） 

―――――― 当社は退職一時金制度を設けておりますが、平成18年11月21日開催

の取締役会において、平成19年４月１日から退職一時金制度の全部を

確定拠出年金制度と前払退職金制度の複合制度へ移行することを決

議しました。 

会計処理につきましては、「退職給付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用する予定であります。

この移行に伴い、確定拠出年金制度への移換額76,153千円は制度

移行後４年間で支払う予定であり、「退職給付制度移行に伴う損失」

（特別損失）は15,121千円となります。 
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