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１．平成20年12月期第１四半期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年３月31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 ％

20年12月期第１四半期 559 △1.6 △100 － △116 － △110 －

19年12月期第１四半期 568 4.5 △106 － △113 － △109 －

19年12月期 2,734 － △260 － △278 － △182 －

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

20年12月期第１四半期 △2,419 19 － －

19年12月期第１四半期 △2,431 48 － －

19年12月期 △4,028 24 － －

(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

20年12月期第１四半期 3,443 1,917 55.7 42,129 17

19年12月期第１四半期 3,469 2,115 61.0 46,746 32

19年12月期 3,586 2,043 57.0 44,908 37

(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

20年12月期第１四半期 △46 △48 31 300

19年12月期第１四半期 △92 △76 △73 1,189

19年12月期 △452 △574 △22 380

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

19年12月期 　　－    － 　　－    － 　　－    － 　　－    － 0　　00

20年12月期（実績） 　　－    － ───── ───── ─────
0　　00

20年12月期（予想） ───── 　　－    － 　　－    － 　　－    －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

                                                      （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 1,286～1,430百万円 22～82百万円 17～77百万円 10～45百万円 　　　　219円78銭

34.8～49.9％ －％ －％ －％     ～　988円99銭

通期 3,109～3,714百万円 114～218百万円 104～208百万円 62～125百万円 　　　1,362円61銭

13.7～35.8％ －％ －％ －％     ～2,747円19銭
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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）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(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「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財務

諸表等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20年１月１日～平成20年３月31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 ％

20年12月期第１四半期 453 △18.3 △110 － △125 － △119 －

19年12月期第１四半期 554 2.0 △100 － △107 － △103 －

19年12月期 2,350 － △284 － △292 － △193 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年12月期第１四半期 △2,615 26

19年12月期第１四半期 △2,291 84

19年12月期 △4,277 58

(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

20年12月期第１四半期 3,177 1,903 59.9 41,818 90

19年12月期第１四半期 3,442 2,109 61.2 46,605 11

19年12月期 3,280 2,022 61.7 44,444 41

６．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

                                                      （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期
1,036～1,140百万円 △16～9百万円 △21～4百万円 △21～2百万円 △461円53銭 

10.9～22.1％ －％ －％ －％ ～　　 43円96銭 

通期
2,509～2,714百万円 99～185百万円 89～175百万円 53～105百万円 1,164円81銭 

6.8～15.5％ －％ －％ －％ ～　2,307円64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１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安の影響が深刻化し、急激

な円高や原油高もあって景気の回復基調は足踏み状態となりました。

　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法への各企業の対応が本格化

し、内部統制の基盤となる個人認証の全社統合管理をはじめとした体制の構築に向けた施策が行われました。

　このような経済環境下で、当社グループは周波数解析法を用いた指紋認証アルゴリズムと多くのメーカーで採用され

ているマニューシャアルゴリズムを組み合わせた「ハイブリッドアルゴリズム」の開発に世界で初めて成功し、使い易

さや認証精度の大幅な向上によって飛躍的な性能向上を実現することにより、新世代指紋認証を採用した広範なセキュ

リティ・ソリューション分野を視野に入れた活動範囲を拡大いたしました。また、環境・新エネルギー分野への進出を

目的としてエコテクノロジー事業準備室の開設を図りました。当社が設立以来、産学連携を中心に有望な要素技術を保

有する国内外の大学や企業とのネットワークを活用してきた強みを、地球温暖化をはじめとした環境問題の解決策に応

用し、省力型LEDパネルやナノテクノロジー製品など新たな事業の開拓を目的として設置いたしました。さらに、海外に

おいては中国の上海と香港へ新たに２子会社の設立を着手するなど積極的なアジア市場のシェア拡大に向けての基盤作

りに取組みました。

　こうした活動の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、LED照明関連機器の売上高を含め559,519千円（前年同

期比1.6％減）となりました。損益面におきましては、①「ハイブリッド指紋認証方式」を採用した製品の市場投入時期

が当連結会計期間の後半となることからバイオメトリクス事業関連の売上が第４四半期に見込まれること②新規事業で

あるエコテクノロジー事業の開設準備のための販管費の増加③海外戦略強化のため中国への２子会社設立準備に伴う販

管費の増加④当社の受託開発案件は、顧客の検収が第４四半期に集中する傾向があることなどから営業損失100,195千円

（前年同期は106,330千円）、経常損失116,755千円（前年同期は113,941千円）となりました。

　なお、当社の各四半期の売上高、営業利益等には、上記の理由によって季節変動が生じますが、当第１四半期連結会

計期間の業績は概ね計画どおりであります。

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。

(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、ポータブル用の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に加え、LED照明関連機器の売上を計上し

ました。

　自社製品開発事業におきましては、LED照明関連機器の売上が伸長しましたが、当初の計画どおり通信カラオケ向け

ハードウェア製品のアミューズメント機器の取扱いが終息したため、売上高は498,253千円（前年同期比0.5％減）、営

業損失は41,343千円となりました。

(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。

　この結果、売上高は61,266千円（前年同期比9.7％減）、営業利益は17,209千円となりました。

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。

(a)日本

　環境問題への取組みが本格化する中で、省エネルギー対策となる屋外看板用のLED照明関連機器の売上が増加いたしま

したが、従来から売上比率の高かった通信カラオケ向けハードウェア製品のアミューズメント機器の取扱いが終息した

こと、およびハイブリッド指紋認証方式による新製品開発に伴う研究開発費やエコテクノロジー事業の開設準備による

販管費の増加もあって、売上高は453,132千円（前年同期比18.3％減）、営業損失33,940千円となりました。

(b)韓国

　事業提携先であるDigitalSecu Co.,Ltd.との連携により、共同開発したログファイル管理システム「Logsaver F 

Plus」の韓国国内で官公庁や大手企業への導入実績が順調に加わるなど、当第１四半期における売上や利益は伸長いた

しました。この結果、売上高108,614千円（前年同期比511.3％増）、営業利益9,807千円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は3,443,586千円となりました。

＜キャッシュ・フローの状況＞

　当第１四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300,948千円となりまし

た。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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）

  当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果減少した資金は46,312千円となりました。

　これは主に、税金等調整前四半期純損失が116,755千円であったものの、減価償却費の計上により30,475千円、賞与引

当金の増加により20,115千円、売上債権の減少により10,037千円資金が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）

　当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果減少した資金は48,924千円となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出28,663千円、「EVE MA」、「EVE FA」といった自社開発ソフトウェア等

の無形固定資産取得による支出20,429千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果増加した資金は31,917千円となりました。

　これは主に、長期借入金の返済による支出120,619千円があったものの、短期借入れによる収入152,336千円があった

ことによるものです。 

３．業績予想に関する定性的情報

　第２四半期以降におきましては、バイオメトリクス事業において、従来当社の主力であったパソコンや携帯電話向け

の情報セキュリティ・ソリューションに限らず、新世代指紋認証技術「ハイブリッド指紋認証方式」を使用したマーケッ

トが拡大するものと想定しております。加えて、海外においてはLead Cash社との提携による中国ATM市場への指紋認証

技術の導入や米国Validity社との提携によるパソコン向けの指紋認証ソフトウェアの独占供給のほか、DigitalSecu 

Co.,Ltd（韓国）との事業提携によるシナジー効果により海外売上が伸長するものと思われます。また、今年２月に設置

したエコテクノロジー事業準備室によるナノテクノロジー応用製品の開発やLED照明関連製品の販売拡大を目指してエコ

ロジー・新エネルギー分野など環境関連ビジネスの立ち上げを早急に軌道に乗せるよう、営業および研究開発両面での

資源の投入を行い市場の開拓に努めてまいります。なお、平成20年２月８日に公表しました平成20年12月期の連結およ

び個別の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１四半期連結会計期間末

（平成19年３月31日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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 ※2  1,192,214   353,520   444,832  

２．受取手形及び売掛金 ※4  1,029,790   1,251,982   1,262,019  

３．有価証券   10,022   10,066   10,054  

４．たな卸資産   325,617   363,807   368,617  

５．繰延税金資産   7,876   51,521   44,538  

６．前払費用   17,741   －   －  

７．前渡金   2,552   －   －  

８．その他   11,085   106,732   171,824  

流動資産合計   2,596,900 74.9  2,137,630 62.1  2,301,887 64.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1  70,099 2.0  75,937 2.2  55,131 1.5

２．無形固定資産   114,707 3.3  199,640 5.8  203,867 5.7

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  624,821   874,821   874,821   

(2）繰延税金資産  3,457   89,727   89,253   

(3）敷金保証金  54,008   －   －   

(4）その他  5,376 687,664 19.8 65,829 1,030,378 29.9 61,376 1,025,452 28.6

固定資産合計   872,471 25.1  1,305,955 37.9  1,284,451 35.8

資産合計   3,469,371 100.0  3,443,586 100.0  3,586,338 100.0
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前第１四半期連結会計期間末

（平成19年３月31日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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．支払手形及び買掛金   341,067   459,087   507,936  

２．短期借入金   450,000   284,073   148,518  

３．一年以内返済予定長
期借入金

  262,658   316,369   363,935  

４．未払法人税等   2,875   2,579   4,389  

５．賞与引当金   24,207   26,689   6,573  

６．未払金   41,598   －   －  

７．未払費用   18,387   －   －  

８．その他 ※2,3  55,482   91,305   82,853  

流動負債合計   1,196,276 34.5  1,180,105 34.3  1,114,207 31.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   152,336   320,562   404,865  

２．退職給付引当金   4,973   7,823   7,340  

３．その他   －   17,544   16,549  

固定負債合計   157,309 4.5  345,929 10.0  428,755 12.0

負債合計   1,353,586 39.0  1,526,035 44.3  1,542,962 43.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   963,467 27.8  965,167 28.0  965,067 26.9

２．資本剰余金   1,059,350 30.5  1,061,050 30.8  1,060,950 29.6

３．利益剰余金   90,596 2.6  △92,220 △2.6  17,890 0.5

株主資本合計   2,113,414 60.9  1,933,996 56.2  2,043,908 57.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．為替換算調整勘定   2,371   △16,445   △532  

評価・換算差額等合計   2,371 0.1  △16,445 △0.5  △532 △0.0

純資産合計   2,115,785 61.0  1,917,551 55.7  2,043,376 57.0

負債純資産合計   3,469,371 100.0  3,443,586 100.0  3,586,338 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

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

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19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   568,520 100.0  559,519 100.0  2,734,511 100.0

Ⅱ　売上原価   474,853 83.5  457,731 81.8  2,169,762 79.3

売上総利益   93,666 16.5  101,787 18.2  564,748 20.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※1  199,997 35.2  201,983 36.1  825,076 30.2

営業損失   △106,330 △18.7  △100,195 △17.9  △260,327 △9.5

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  690   689   3,436   

２．雑収入  152 843 0.1 671 1,360 0.2 6,064 9,500 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  2,916   4,772   11,654   

２．為替差損  180   5,033   9,799   

３．デリバティブ評価損  －   7,408   －   

４．支払ロイヤルティー  4,379   －   4,379   

５．雑損失  950   12   1,004   

６．その他  27 8,453 1.4 693 17,920 3.2 791 27,629 1.0

経常損失   △113,941 △20.0  △116,755 △20.9  △278,456 △10.2

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※2 －   －   121   

２．役員退職慰労引当金戻入益  3,775 3,775 0.6 － － － 3,775 3,896 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損  ※3 30   －   151   

２．投資有価証券評価損  －   －   19,949   

３．たな卸資産評価損  － 30 0.0 － － － 5,374 25,476 0.9

税金等調整前四半期（当期）
純損失

  △110,196 △19.4  △116,755 △20.9  △300,036 △11.0

法人税、住民税及び事業税  810   813   6,134   

法人税等調整額  △1,035 △225 △0.1 △7,457 △6,643 △1.2 △123,493 △117,358 △4.3

四半期（当期）純損失   △109,971 △19.3  △110,111 △19.7  △182,677 △6.7
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３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 2,580 2,580 － 5,160

　四半期純損失 － － △109,971 △109,971

　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）
2,580 2,580 △109,971 △104,810

 平成19年３月31日残高（千円） 963,467 1,059,350 90,596 2,113,414

 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 － － 5,160

　四半期純損失 － － △109,971

　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）
1,703 1,703 1,703

四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）
1,703 1,703 △103,108

平成19年３月31日残高（千円） 2,371 2,371 2,115,785

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３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19年12月31日残高（千円） 965,067 1,060,950 17,890 2,043,908

四半期連結会計期間中の変動額     

　新株の発行 100 100 － 200

　四半期純損失 － － △110,111 △110,111

　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）
100 100 △110,111 △109,911

 平成20年３月31日残高（千円） 965,167 1,061,050 △92,220 1,933,996

  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19年12月31日残高(千円） △532 △532 2,043,376

四半期連結会計期間中の変動額    

　新株の発行 － － 200

　四半期純損失 － － △110,111

　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）
△15,913 △15,913 △15,913

四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△15,913 △15,913 △125,824

平成20年３月31日残高（千円） △16,445 △16,445 1,917,551
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 前連結会計年度（自　平成19年1月1日　至　平成19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18年12月31日残高（千円） 960,886 1,056,770 200,567 2,218,225

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 4,180 4,180 － 8,360

　当期純損失 － － △182,677 △182,677

　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） 4,180 4,180 △182,677 △174,316

平成19年12月31日残高（千円） 965,067 1,060,950 17,890 2,043,908

  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

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 － － 8,360

　当期純損失 － － △182,677

　株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額） 
△1,200 △1,200 △1,200

連結会計年度中の変動額合計（千円） △1,200 △1,200 △175,517

平成19年12月31日残高（千円） △532 △532 2,043,376
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第１四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年３月31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19年１月１日

至　平成19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)純損失(△) △110,196 △116,755 △300,036

　  2.減価償却費 25,737 30,475 107,562

　  3.賞与引当金の増加額 18,296 20,115 662

　  4.退職給付引当金の増加額 389 482 2,756

　　5.役員退職慰労引当金の減少額 △3,615 － △3,615

　  6.受取利息 △690 △689 △3,436

    7.為替差益(△)又は為替差損 162 378 △594

　  8.支払利息 2,916 4,772 11,654

　  9.デリバティブ評価損 － 7,408 －

 　10.投資有価証券評価損 － － 19,949

 　11.固定資産売却益 － － △121

   12.固定資産除却損 30 － 151

   13.売上債権の増減額（増加：△） △129,129 10,037 △361,358

   14.たな卸資産の増減額（増加：△） △30,843 4,809 △73,843

   15.仕入債務の増減額（減少：△） 164,202 △48,849 331,072

   16.その他（減少：△） △23,775 49,497 △156,361

小計 △86,513 △38,314 △425,554

   17.利息の受取額 550 468 3,045

   18.利息の支払額 △1,858 △4,956 △9,214

   19.法人税等の支払額 △5,147 △3,509 △20,989

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △92,969 △46,312 △452,712

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 △5,565 △28,663 △28,889

　  2.無形固定資産の取得による支出 △23,806 △20,429 △164,526

　  3.投資有価証券の取得による支出 △44,281 － △314,231

　  4.その他 △2,674 167 △66,574

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △76,327 △48,924 △574,222

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：△） － 152,336 △304,166

　  2.長期借入れによる収入 － － 600,000

　  3.長期借入金の返済による支出 △78,187 △120,619 △326,324

    4.株式の発行による収入 5,160 200 8,360

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △73,026 31,917 △22,129

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 739 △16,291 △1,621

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △241,584 △79,611 △1,050,685

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,431,246 380,560 1,431,246

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末（期末）

残高
※ 1,189,662 300,948 380,560
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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１四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19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）商品

────── 

(2）製品

総平均法による原価法

(3）原材料 

総平均法による原価法

(4）仕掛品

個別法による原価法

(5）貯蔵品

最終仕入原価法

③　たな卸資産

(1）商品

総平均法による原価法

(2）製品

同左

(3）原材料

同左

(4）仕掛品

同左

(5）貯蔵品

同左

③　たな卸資産 

(1）商品

────── 

(2）製品 

同左

(3）原材料 

同左

(4）仕掛品

同左

(5）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

　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。  

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。 

(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

定額法

　なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間(5年)に

基づいております。

　市場販売目的のソフト

ウェアについては、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。

(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

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１四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19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

────── 

(追加情報） (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。

────── 

　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
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１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

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

前連結事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── ──────

（有形固定資産の減価償却の方法）

　当連結会計年度より、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、これによる損益への影響は軽微であ

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。

　

──────

 (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、当連結会計年度から、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。

──────

 (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

連結会計年度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。

追加情報

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

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

前連結事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

──────

（有形固定資産の減価償却の方法）

 　当第１四半期連結会計期間より、法人税

法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した有形固定資産で改正前の法人税法に基

づき償却可能限度額まで償却した資産につい

て、その残存簿価を償却可能限度額に達した

事業年度の翌事業年度以後５年間で備忘価額

まで均等償却を行う方法によっております。

これに伴う影響は軽微であります。

──────
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表示方法の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

──────

（連結貸借対照表）

１．前第1四半期連結会計期間まで区分掲記

しておりました「前渡金」（当第１四半期連

結会計期間末の残高は66,683千円）、「前払

費用」（当第１四半期連結会計期間末の残高

は22,620千円）は、資産の総額の100分の5以

下であるため、流動資産の「その他」に含め

て表示することにしました。

２．前第1四半期連結会計期間まで区分掲記

しておりました「敷金保証金」（当第１四半

期連結会計期間末の残高は55,085千円）は、

資産の総額の100分の5以下であるため、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示する

ことにしました。

３．前第1四半期連結会計期間まで区分掲記

しておりました「未払金」（当第１四半期連

結会計期間末の残高は30,722千円）、「未払

費用」（当第１四半期連結会計期間末の残高

は18,759千円）は、負債及び純資産の合計額

の100分の5以下であるため、流動負債の「そ

の他」に含めて表示することにしました。

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで区分掲記しておりまし

た「電話加入権」（当連結会計年度末の残高

は282千円）は、資産の総額の100分の１以下

であるため、無形固定資産の「その他」に含

めて表示することにしました。
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度末
（平成19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

95,190千円 96,379千円  90,638千円

※2． ※2．担保に供している資産

現金及び預金 2,022千円

※2．担保に供している資産

現金及び預金 2,472千円

───── 　上記現金及び預金は、流動負債その他に含ま

れている未払金580千円の担保に供しています。

　上記現金及び預金は、流動負債その他に含ま

れている未払金259千円の担保に供しています。

※3. 消費税等の取扱い ※3．消費税等の取扱い ※3.

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。

同左 ───── 

※4.第１四半期連結会計期間末日満期手形 ※4. ※4.

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。

 受取手形　 　　   　2,072千円

───── ───── 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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 50,828千円

２.賞与引当金繰入額 10,766千円

３.退職給付引当金繰入

額 

169千円

４.役員退職慰労引当金繰

入額

160千円

５.支払手数料 23,612千円

６.その他 114,460千円

※1．販売費及び一般管理費のうち主要なもの

１.給与手当 40,950千円

２.賞与引当金繰入額 11,252千円

３.退職給付引当金繰入

額

559千円

４.支払手数料 21,882千円

５.その他 127,337千円

※1．販売費及び一般管理費のうち主要なもの

１.給料手当　 235,356千円

２.賞与引当金繰入額　 3,823千円

３.退職給付引当金繰入

額

2,835千円

４.役員退職慰労引当金繰

入額 

160千円

５.研究開発費 101,655千円

６.支払手数料 94,058千円

７.その他 387,184千円

※2.

───── 

※2.

───── 

※2.固定資産売却益の内訳

工具器具備品 121千円

※3.固定資産除却損の内訳

機械装置及び運搬具 30千円

※3.

───── 

※3.固定資産除却損の内訳

機械装置及び運搬具 30千円

工具器具備品 121千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３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 44,874 387 － 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回新株引受権の行使による増加数63株、第３回新株予約権の行使による増加数324

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１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３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 45,501 15 － 45,516

合計 45,501 15 － 45,516

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の増加15株は、第2回新株予約権の行使による増加15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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前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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 44,874 627 － 45,501

合計 44,874 627 － 45,501

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の増加627株は、第2回新株予約権の行使による増加120株、第3回新株予約権の行使による増加507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。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） （平成19年12月31日現在）

現金及び預金 1,192,214千円

預入期間が3か月を

超える定期預金
△2,552千円

現金及び現金同等物  1,189,662千円

現金及び預金 353,520千円

預入期間が3か月を

超える定期預金
△52,572千円

現金及び現金同等物 300,948千円

現金及び預金 444,832千円

預入期間が3か月を

超える定期預金
△64,272千円

現金及び現金同等物 380,560千円
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（リース取引関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

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）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置
及び運搬
具

2,841 2,037 804

工具器具
備品

1,260 273 987

合計 4,101 2,310 1,791

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

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）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置
及び運搬
具

3,474 2,166 1,308

工具器具
備品

1,260 210 1,050

合計 4,734 2,376 2,358

 

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 1,056千円

１年超 735千円

合計 1,791千円

１年内 1,373千円

１年超 984千円

合計 2,358千円

 

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

 
支払リース料 302千円

減価償却費相当額 302千円

支払リース料 2,376千円

減価償却費相当額 2,376千円

 
(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。

(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。

 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（有価証券関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度末
（平成19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）　　 624,821千円

ＭＭＦ　　　　　        10,022千円

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）  874,821千円

ＭＭＦ    　　　　　 10,066千円

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）   874,821千円

 ＭＭＦ　　　　        10,054千円
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（デリバティブ取引関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３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。

 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年３月31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 104,271 96,862 △7,408

　（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１四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19年１月１日　至　平成19年12月31日）

期末残高がないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

 　該当事項はありません。

 

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

 　該当事項はありません。

 

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31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 500,692 67,827 568,520 － 568,520

(2)セグメント間の内部売上高

または振替高
－ － － － －

計 500,692 67,827 568,520 － 568,520

営業費用 539,397 60,897 600,295 74,556 674,851

営業利益または営業損失(△) △38,705 6,930 △31,774 △74,556 △106,330

　（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１四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74,556千円であり、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。

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31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 498,253 61,266 559,519 － 559,519

(2)セグメント間の内部売上高

または振替高
－ － － － －

計 498,253 61,266 559,519 － 559,519

営業費用 539,596 44,056 583,652 76,062 659,715

営業利益または営業損失(△) △41,343 17,209 △24,133 △76,062 △100,195

　（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等

事業区分 主要製品等

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、ＬＥＤ照明関連機器

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76,062千円であり、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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前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31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

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高　

(1)外部顧客に対する売上高 2,434,942 299,568 2,734,511 － 2,734,511

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 2,434,942 299,568 2,734,511 － 2,734,511

営業費用 2,483,963 230,860 2,714,823 280,016 2,994,839

営業利益又は営業損失(△) △49,020 68,708 19,688 △280,016 △260,327

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出      

資産 3,342,564 186,808 3,529,372 56,966 3,586,338

減価償却費 90,029 6,899 96,929 10,633 107,562

資本的支出 171,069 10,868 181,938 11,205 193,143

　（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、当連結会計年度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、ＬＥＤ照明関連機器

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280,016千円であり、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。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は56,966千円であり、その内容は親会社での余資

運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３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 550,753 17,767 568,520 － 568,520

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 4,028 － 4,028 △4,028 －

　　　　計 554,782 17,767 572,549 △4,028 568,520

営業費用 580,545 23,778 604,324 70,527 674,851

営業利益又は営業損失(△) △25,763 △6,011 △31,774 △74,556 △106,330

（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74,556千円であり、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。

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３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 450,905 108,614 559,519 － 559,519

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 2,226 － 2,226 △2,226 －

　　　　計 453,132 108,614 561,746 △2,226 559,519

営業費用 487,072 98,806 585,879 73,835 659,715

営業利益又は営業損失(△) △33,940 9,807 △24,133 △76,062 △100,195

（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76,062千円であり、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19年１月１日～平成19年12月31日)　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 : 千円)

日本 アジア 計 消去又は全社 連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 2,253,621 480,889 2,734,511 － 2,734,511

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 96,984 － 96,984 △96,984 －

　　　　計 2,350,605 480,889 2,831,495 △96,984 2,734,511

営業費用 2,354,929 456,878 2,811,807 183,031 2,994,839

営業利益又は営業損失(△) △4,323 24,011 19,688 △280,016 △260,327

Ⅱ．資産 3,280,085 570,237 3,850,322 △263,984 3,586,338

（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280,016千円であり、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。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は56,966千円であり、その内容は親会社での余資運

用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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【海外売上高】

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）               （単位： 千円)

アジア 

Ⅰ 海外売上高 17,767

Ⅱ 連結売上高 568,520

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） 3.1

 （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。

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）               （単位： 千円)

アジア 

Ⅰ 海外売上高 111,052

Ⅱ 連結売上高 559,519

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） 19.8

（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19年１月１日～平成19年12月31日）　　　　　  　　　　　　　       （単位： 千円)

アジア 

Ⅰ 海外売上高 483,231

Ⅱ 連結売上高 2,734,511

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） 17.7

（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及び中国であります。
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（１株当たり情報）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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

46,746円32銭 42,129円17銭 44,908円37銭

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

2,431円48銭 2,419円19銭 4,028円24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。

同左

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式は存在す

るものの、１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

　（注）１株当たり四半期（当期）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１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり四半期(当期)純利益金額    

四半期(当期)純損失(千円) △109,971 △110,111 △182,677

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

損失(千円)
△109,971 △110,111 △182,677

期中平均株式数（株） 45,228 45,516 45,349

    

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） 387 15 －

（うち新株予約権） (387) (15) (－)

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　270株

────── ──────
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（重要な後発事象）

前第１四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

1．株式会社ジャイロウォークとの資本

提携

　当社は、平成19年4月18日開催の取締

役会において株式会社ジャイロウォー

クの実施する第三者割当増資を引受け

ることを決議いたしました。

（1）出資の経緯

　当社は、ユビキタス社会の到来に向

け、セキュリティ・モバイル・ITSなど

５大市場への挑戦を掲げて新規事業の

推進に努めてまいりましたが、今回、

ロボティクス分野で活躍するジャイロ

ウォーク社に出資することで同社と連

携し、ノウハウのアイデアを吸収する

メリットは大きいと判断し、出資を決

定いたしました。

（2）引受の内容

①払込期日　　　平成19年5月中(予定)

②払込金額　　　約2千万円

③1株当たり払込金額　75,000円

（3）出資先の概要

①商　号　株式会社ジャイロウォーク

②代表者　代表取締役社長　石古 暢良

③所在地　大阪市西区江戸堀1-23-30

④設立年月　　　2005年２月14日

⑤主な事業内容　ロボットに関するメ

ディア編集・販売・開発・教育事業

⑥決算期　1月31日

⑦売上高　2007年１月期実績

235百万円

⑧資本の額　236.22百万円

（第三者割当増資前）

（4）出資先の特徴

　ジャイロウォーク社は、ロボットに

関連する事業として、①マーケティン

グ・販売事業　②メディア・コンテン

ツ事業　③ラーニング＆エデュテイメ

ント事業　④IRT知財バンク事業を展開

しております。

　「ロボットを通じて夢や希望そして

未来を感じてもらいたい。」という考

えから2006年10月に、名古屋市の中心

街に「ロボットミュージアムin名古屋」

を開設しており、人とロボットの歴史、

様々なロボットの展示などを行ってお

ります。また、ミュージアムに併設し

た世界中のロボットやおもちゃを集め

た「ロボット未来デパートメントスト

ア」は開設以来、海外の観光客を含め

た来館者に人気を博しており、IRT知財

バンク事業では、大学や研究室の持つ

優れた技術を、企業において迅速に知

財として活用することを目指しており

ます。

１．Lead Cash社の株式取得の実施に

ついて 

　当社は平成20年２月８日開催の取締

役会での決議に基づき、平成20年４月

１日にLead Cash社の株式取得を実施い

たしました。なお、同社の所在地は北

京市であります。

（1）株式取得の経緯

　Lead Cash社（正式名称：北京立徳金

融設備系統有限責任公司）は、中国有

数のエレクトロニクス企業グループで

ある兆維集団に属し、1994年に中国国

家資本により中国国内で初めて設立さ

れた有力ATMメーカーです。同社は、当

社の独自技術である「ハイブリッド指

紋認証方式」の画期的な指紋認証登録

性能に着目し、近年急速な伸張が見込

まれる中国ATM市場に対して、最も安全

性が高く使い易いATM関連機器の投入を

目指し、当社と協業の途を探ってまい

りました。

　その結果、両社は資本・技術・販売

に関して相互に協力して事業を拡大し

ていくことに包括的に合意し、事業上

の関係強化を目的として、当社はLead 

Cash社の株式の一部を取得しました。

（2）株式取得の概要

①会社名　北京立徳金融設備系統有限

公司

②設　立　1994年

③事業内容　ATMの開発、販売、運営

④所在地　北京市朝陽区酒仙橋路14号

⑤代表者　趙日新

⑥資本金　人民元17,065,500（邦貨換

算約２億５千万円）

⑦投資金額　3,900,000香港ドル（邦貨

換算約50百万円）

⑧取得年月日　　平成20年４月１日

１．Lead Cash社設立に関する資本参加

　当社は、平成20年２月８日開催の取

締役会で500,000米ドルから1,000,000

米ドルの範囲内で、香港のLead Cash社

の株式を取得することを決議いたしま

した。詳細については協議しておりま

す。

２．中華人民共和国に子会社設立

（1）当社は、平成20年３月３日開催の

取締役会で、中華人民共和国上海に

100％出資の子会社を設立することを決

議いたしました。

①商号　迪迪思（上海）科技有限公司

②代表者　董事長　三吉野　健滋

③所在地　中華人民共和国上海市浦東

新区

④設立年月　平成20年３月

⑤主な事業内容　中国国内におけるネッ

トワークソリューション製品の販売、

バイオメトリクス応用製品の開発・販

売、提携先との協業

⑥決算期　12月31日

⑦従業員数　４名

⑧資本の額　20万米ドル（邦貨換算　

約2,100万円）

⑨株主構成　当社100％

（2）当社は、平成20年３月３日開催の

取締役会で、中華人民共和国香港特別

行政区に100％出資の子会社を設立する

ことを決議いたしました。

①商号　DDS Hong Kong,Inc.

②代表者　董事長　三吉野　健滋

③所在地　中華人民共和国香港特別行

政区

④設立年月　平成20年３月

⑤主な事業内容　当社製品および提携

先製品の貿易業務

⑥決算期　12月31日

⑦株主構成　当社100％

（3）設立の経緯

　指紋認証をはじめとする当社製品の

中華人民共和国国内における事業を加

速させ、直接販売による売上拡大と確

実な収益の確保を目指すため、現在の

上海駐在員事務所を閉鎖して自由度の

高い経営と事業展開が可能となる現地

法人を上海に設立いたします。また、

上海子会社への業務支援や中華人民共

和国を中心とした既存投資事業の管理

や新規事業投資を行うことを主な目的

として香港特別行政区へも子会社を設

立し、中国大陸におけるビジネス規模

の拡大や新しいビジネスの創出を行っ

てまいります。
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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１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） （平成20年３月31日） （平成19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 1,100,429 280,152 339,703

　2.受取手形 ※4 4,053 － 3,039

　3.売掛金 ※1 980,034 865,004 858,424

　4.有価証券 10,022 10,066 10,054

　5.たな卸資産 325,617 360,108 361,774

　6.前渡金 － － 90,527

 7.前払費用 17,741 － 19,645

  8.繰延税金資産 7,876 51,521 44,538

  9.その他 ※1 11,070 101,343 63,910

　流動資産合計 2,456,845 71.4 1,668,196 52.5 1,791,618 54.6

Ⅱ 固定資産

　1.有形固定資産 ※2 68,005 2.0 74,847 2.3 53,629 1.6

　2.無形固定資産 112,581 3.2 199,050 6.3 203,084 6.2

　3.投資その他の資産

　(1)投資有価証券 624,821  874,821  874,821  

　(2)関係会社株式 61,550  61,550  61,550  

  (3)関係会社長期貸付金 60,000  149,500  149,500  

  (4)繰延税金資産 3,457  89,727  89,253  

　(5)敷金保証金 49,104  －  48,566  

　(6)その他  ※1 6,375 805,309 23.4 59,921 1,235,521 38.9 8,060 1,231,751 37.6

　固定資産合計 985,896 28.6 1,509,418 47.5 1,488,466 45.4

　資産合計 3,442,741 100.0 3,177,615 100.0 3,280,085 100.0
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前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） （平成20年３月31日） （平成19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.支払手形 － 178,032 －

　2.買掛金 322,293 9,414 237,525

　3.短期借入金 450,000 298,170 145,834

　4.一年以内返済予定

　　長期借入金

262,658 325,820 362,136

　5.未払金 41,598 － 14,187

　6.未払費用 18,387 － 24,475

　7.未払法人税等 2,875 2,374 1,620

  8.預り金 19,105 7,079 17,583

  9.前受収益 34,768 25,474 20,946

 10.賞与引当金 24,207 25,843 6,267

 11.その他 ※3 － 57,453 －

  流動負債合計 1,175,894 34.2 929,661 29.3 830,575 25.3

Ⅱ 固定負債  

　1.長期借入金 152,480 320,562 404,865

　2.退職給付引当金 4,973 6,419 5,830

  3.その他 － 17,544 16,549

　固定負債合計 157,453 4.6 344,525 10.8 427,244 13.0

　負債合計 1,333,347 38.8 1,274,186 40.1 1,257,820 38.3

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

　1.資本金 963,467 28.0 965,167 30.4 965,067 29.4

　2.資本剰余金        

     資本準備金 1,059,350   1,061,050   1,060,950   

 　　資本剰余金合計 1,059,350 30.7 1,061,050 33.4  1,060,950 32.4

　3.利益剰余金        

 　　その他利益剰余金   －     

 　　繰越利益剰余金 86,576   △122,788   △3,752   

 　　利益剰余金合計 86,576 2.5 △122,788 △3.9  △3,752 △0.1

　株主資本合計 2,109,393 61.2 1,903,429 59.9 2,022,265 61.7

　純資産合計 2,109,393 61.2 1,903,429 59.9 2,022,265 61.7

  負債純資産合計 3,442,741 100.0 3,177,615 100.0 3,280,085 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19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   554,782 100.0  453,132 100.0  2,350,605 100.0

Ⅱ　売上原価   462,441 83.3  370,468 81.8  1,851,571 78.8

売上総利益   92,341 16.7  82,663 18.2  499,033 21.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   192,660 34.7  192,666 42.5  783,373 33.3

営業損失   △100,319 △18.0  △110,003 △24.3  △284,339 △12.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,109 0.2  1,762 0.4  9,476 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  8,415 1.5  17,443 3.8  17,795 0.8

経常損失   △107,626 △19.3  △125,683 △27.7  △292,658 △12.5

Ⅵ　特別利益 ※３  3,775 0.6  －   3,896 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４  30 0.0  －   25,476 1.1

税引前四半期(当期)純損
失

  △103,880 △18.7  △125,683 △27.7  △314,238 △13.4

法人税、住民税及び事業
税

 810   810   3,240   

法人税等調整額  △1,035 △225 △0.1 △7,457 △6,647 △1.4 △123,493 △120,253 △5.1

四半期（当期）純損失   △103,655 △18.6  △119,036 △26.3  △193,984 △8.3
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(3）四半期株主資本等変動計算書

 　　　前第１四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３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 2,580 2,580 2,580 － － 5,160 5,160

 四半期純損失 － － － △103,655 △103,655 △103,655 △103,655

 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)
2,580 2,580 2,580 △103,655 △103,655 △98,495 △98,495

平成19年3月31日　残高(千円) 963,467 1,059,350 1,059,350 86,576 86,576 2,109,393 2,109,393

当第１四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３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19年12月31日　残高(千円) 965,067 1,060,950 1,060,950 △3,752 △3,752 2,022,265 2,022,265

四半期会計期間中の変動額        

 新株の発行 100 100 100 － － 200 200

 四半期純損失 － － － △119,036 △119,036 △119,036 △119,036

 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)
100 100 100 △119,036 △119,036 △118,836 △118,836

平成20年3月31日　残高(千円) 965,167 1,061,050 1,061,050 △122,788 △122,788 1,903,429 1,903,429

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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

事業年度中の変動額        

 新株の発行 4,180 4,180 4,180 － － 8,360 8,360

 当期純損失 － － － △193,984 △193,984 △193,984 △193,984

 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) 4,180 4,180 4,180 △193,984 △193,984 △185,623 △185,623

平成19年12月31日　残高(千円) 965,067 1,060,950 1,060,950 △3,752 △3,752 2,022,265 2,022,265
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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１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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

関係会社株式

移動平均法による原価法

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

有価証券

関係会社株式

 同左 

その他有価証券 

時価のないもの

 同左 

有価証券

関係会社株式

 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)商品

──────
(2)製品

総平均法による原価法

(3)原材料

総平均法による原価法

(4)仕掛品

個別法による原価法

(5)貯蔵品

最終仕入原価法

(1)商品

総平均法による原価法

(2)製品

同左

(3)原材料

同左

(4)仕掛品

 同左 

(5)貯蔵品

 同左 

(1)商品

──────
(2)製品

 同左 

(3)原材料

 同左 

(4)仕掛品

 同左 

(5)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。

(1)有形固定資産

同左

(2)無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基

づいております。

　市場販売目的のソフトウェ

アについては、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。

(1)有形固定資産

同左

(2)無形固定資産

 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。
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４．引当金の計上基準 (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

 

　──────

(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。

 

 

  ──────

(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

程による事業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。 

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

 

 

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１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── ──────

(有形固定資産の減価償却の方法)

　当事業年度より、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、これによる損益への影響は軽微であり

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、

当四半期から、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。

──────

(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、

当事業年度から、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)

　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、当四半期から、

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。

──────

(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、当事業年度か

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。

追加情報

前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

──────

 (有形固定資産の減価償却の方法)

 　当第１四半期会計期間より、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産で改正前の法人税法に基づき

償却可能限度額まで償却した資産について、

その残存簿価を償却可能限度額に達した事業

年度の翌事業年度以後５年間で備忘価額まで

均等償却を行う方法によっております。これ

に伴う影響は軽微であります。

──────
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表示方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 （貸借対照表） （貸借対照表）

──────

１．前第1四半期会計期間まで区分掲記して

おりました「前渡金」（当第1四半期会計期

間末の残高は58,410千円）、「前払費用」

（当第1四半期会計期間末の残高は22,620千

円）は、資産の総額の100分の5以下であるた

め、流動資産の「その他」に含めて表示する

ことにしました。

２．前第1四半期会計期間まで区分掲記して

おりました「敷金保証金」（当第1四半期会

計期間末の残高は49,177千円）は、資産の総

額の100分の5以下であるため、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示することにし

ました。

３．前第1四半期会計期間まで区分掲記して

おりました「未払金」（当第1四半期会計期

間末の残高は30,722千円）、「未払費用」

（当第1四半期会計期間末の残高は18,327千

円）は、負債及び純資産の合計額の100分の5

以下であるため、流動負債の「その他」に含

めて表示することにしました。

　前会計年度まで区分掲記しておりました

「電話加入権」（前事業年度末の残高は282

千円）は、資産の総額の100分の１以下であ

るため、無形固定資産の「その他」に含めて

表示することにしました。
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19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            84,028千円

 未収入金             999千円

※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  　　  　　48,066千円　

 未収入金           2,892千円

※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         　  46,112千円

未収入金            2,147千円

※2.有形固定資産の減価償却累計額

93,224千円

※2.有形固定資産の減価償却累計額

94,060千円

※2.有形固定資産の減価償却累計額

  87,972千円

※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

 

              同左 

※3.

 

   ─────

※4.第１四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19年１月１日

    至　平成19年３月31日)

当四半期会計期間  

  (自　平成20年１月１日 

   至　平成20年３月31日)

前事業年度 

  （自　平成19年１月１日

  　　至　平成19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　     　   　　  956千円     1.受取利息                1,255千円 　　1.受取利息　          　　3,214千円

　　2.雑収入　　                152千円     2.雑収入                    507千円     2.為替差益              　  724千円

　　3.雑収入　     　      　 5,537千円

※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　               2,905千円 　　1.支払利息                4,531千円 　　1.支払利息　　　         11,654千円

   2.支払ロイヤリティー       4,379千円 　  2.為替差損                4,809千円 　　2.支払ロイヤリティー    　4,379千円

 　3.為替差損                   180千円　 　  3.デリバティブ評価損      7,408千円 　　3.債権譲渡損    　          791千円

 　4.雑損失　　　               950千円     4.債権譲渡損                693千円 　　4.雑損失　　　　　　    　  970千円

※3．特別利益のうち主要なもの ※3． ※3．特別利益のうち主要なもの

   役員退職慰労引当戻入益     3,775千円

     ─────         

    1.固定資産売却益            121千円

   車両運搬具 121千円

       合計 121千円

    2.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． ※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.たな卸資産評価損　 　   5,374千円

   車両運搬具 30千円

       合計 30千円

     ─────         　  2.固定資産除却損　　 　     151千円

   車両運搬具 30千円

   工具器具備品 121千円

       合計 151千円

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　      　  7,513千円      1.有形固定資産　 　      6,069千円  　 1.有形固定資産         　33,828千円

    2.無形固定資産　     　  17,690千円      2.無形固定資産　　　    20,640千円  　 2.無形固定資産           70,115千円

－ 34 －



（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

       該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

       該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

       該当事項はありません。

（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当四半期会計期間  
  (自　平成20年１月１日 
   至　平成20年３月31日)

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

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）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具
備品

1,260 273 987

合計 1,260 273 987

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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

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）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具
備品

1,260 210 1,050

合計 1,260 210 1,050

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 252千円

１年超 735千円

合計 987千円

１年内 252千円

１年超 798千円

合計 1,050千円

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 63千円

減価償却費相当額 63千円

支払リース料 210千円

減価償却費相当額 210千円

(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。

(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。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（有価証券関係）

前第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

1.　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１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額

46,605円11銭

１株当たり四半期純損失金額

2,291円84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  

41,818円90銭

１株当たり四半期純損失金額

2,615円26銭

同左

１株当たり純資産額

44,444円41銭

１株当たり当期純損失金額

4,277円58銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式は存在す

るものの、１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

　（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（当期純損失金額）及び潜在株式調整後１株当た

りの基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり四半期(当期)純利益金額    

四半期(当期)純損失(千円) △103,655 △119,036 △193,984

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)純損

失(千円)
△103,655 △119,036 △193,984

期中平均株式数（株） 45,228 45,516 45,349

    

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） 387 15 －

（うち新株予約権） (387) (15) (－)

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　270株

────── ──────
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 1.株式会社ジャイロウォークとの資　

本提携

　当社は、平成19年4月18日開催の取締

役会において株式会社ジャイロウォー

クの実施する第三者割当増資を引受け

ることを決議いたしました。

（1）出資の経緯

　当社は、ユビキタス社会の到来に向

け、セキュリティ・モバイル・ITSなど

５大市場への挑戦を掲げて新規事業の

推進に努めてまいりましたが、今回、

ロボティクス分野で活躍するジャイロ

ウォーク社に出資することで同社と連

携し、ノウハウのアイデアを吸収する

メリットは大きいと判断し、出資を決

定いたしました。

（2）引受の内容

①払込期日　平成19年5月中（予定）

②払込金額　約2千万円

③1株当たり払込金額　75,000円

 （3）出資先の概要

 ①商　号　株式会社ジャイロウォーク

 ②代表者　

   代表取締役社長　石古　暢良

 ③所在地　大阪市西区江戸堀1-23-30　

　

 ④設立年月日　2005年２月14日

 ⑤事業内容　ロボットに関するメディ

ア編集・販売・開発・教育事業

 ⑥決算期　 1月31日

 ⑧売上高　 

   2007年１月期実績　 235百万円

 ⑨資本金　 236.22百万円

  （第三者割当増資前）

 （4）出資先の特徴

　ジャイロウォーク社は、ロボットに

関連する事業として、①マーケティン

グ・販売事業　②メディア・コンテン

ツ事業　③ラーニング＆エデュテイメ

ント事業　④IRT知財バンク事業を展開

しております。

　「ロボットを通じて夢や希望そして

未来を感じてもらいたい。」という考

えから2006年10月に、名古屋市の中心

街に「ロボットミュージアムin名古屋」

を開設しており、人とロボットの歴史、

様々なロボットの展示などを行ってお

ります。

１．Lead Cash社の株式取得の実施に

ついて 

　当社は平成20年２月８日開催の取締

役会での決議に基づき、平成20年４月

１日にLead Cash社の株式取得を実施い

たしました。なお、同社の所在地は北

京市であります。

（1）株式取得の経緯

　Lead Cash社（正式名称：北京立徳金

融設備系統有限責任公司）は、中国有

数のエレクトロニクス企業グループで

ある兆維集団に属し、1994年に中国国

家資本により中国国内で初めて設立さ

れた有力ATMメーカーです。同社は、当

社の独自技術である「ハイブリッド指

紋認証方式」の画期的な指紋認証登録

性能に着目し、近年急速な伸張が見込

まれる中国ATM市場に対して、最も安全

性が高く使い易いATM関連機器の投入を

目指し、当社と協業の途を探ってまい

りました。

　その結果、両社は資本・技術・販売

に関して相互に協力して事業を拡大し

ていくことに包括的に合意し、事業上

の関係強化を目的として、当社はLead 

Cash社の株式の一部を取得しました。

（2）株式取得の概要

①会社名　北京立徳金融設備系統有限

公司

②設　立　1994年

③事業内容　ATMの開発、販売、運営

④所在地　北京市朝陽区酒仙橋路14号

⑤代表者　趙日新

⑥資本金　人民元17,065,500（邦貨換

算約２億５千万円）

⑦投資金額　3,900,000香港ドル（邦貨

換算約50百万円）

⑧取得年月日　　平成20年４月１日

１．Lead Cash社設立に関する資本参加

　当社は、平成20年２月８日開催の取

締役会で500,000米ドルから1,000,000

米ドルの範囲内で、香港のLead Cash社

の株式を取得することを決議いたしま

した。詳細については協議しておりま

す。

２．中華人民共和国に子会社設立

（1）当社は、平成20年３月３日開催の

取締役会で、中華人民共和国上海に

100％出資の子会社を設立することを決

議いたしました。

①商号　迪迪思（上海）科技有限公司

②代表者　董事長　三吉野　健滋

③所在地　中華人民共和国上海市浦東

新区

④設立年月　平成20年３月

⑤主な事業内容　中国国内におけるネッ

トワークソリューション製品の販売、

バイオメトリクス応用製品の開発・販

売、提携先との協業

⑥決算期　12月31日

⑦従業員数　４名

⑧資本の額　20万米ドル（邦貨換算　

約2,100万円）

⑨株主構成　当社100％

（2）当社は、平成20年３月３日開催の

取締役会で、中華人民共和国香港特別

行政区に100％出資の子会社を設立する

ことを決議いたしました。

①商号　DDS Hong Kong,Inc.

②代表者　董事長　三吉野　健滋

③所在地　中華人民共和国香港特別行

政区

④設立年月　平成20年３月

⑤主な事業内容　当社製品および提携

先製品の貿易業務

⑥決算期　12月31日

⑦株主構成　当社100％

（3）設立の経緯

　指紋認証をはじめとする当社製品の

中華人民共和国国内における事業を加

速させ、直接販売による売上拡大と確

実な収益の確保を目指すため、現在の

上海駐在員事務所を閉鎖して自由度の

高い経営と事業展開が可能となる現地

法人を上海に設立いたします。
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前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　また、ミュージアムに併設した世界

中のロボットやおもちゃを集めた「ロ

ボット未来デパートメントストア」は

開設以来、海外の観光客を含めた来館

者に人気を博しており、IRT知財バンク

事業では、大学や研究室の持つ優れた

技術を、企業において迅速に知財とし

て活用することを目指しております。

また、上海子会社への業務支援や中華

人民共和国を中心とした既存投資事業

の管理や新規事業投資を行うことを主

な目的として香港特別行政区へも子会

社を設立し、中国大陸におけるビジネ

ス規模の拡大や新しいビジネスの創出

を行ってまいります。
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