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

20年12月期第３四半期 1,603 15.7 △67 － △88 － △85 －

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

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３四半期 △1,866 15 － －

19年12月期第３四半期 △9,119 69 － －

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３四半期 3,284 1,872 56.7 40,830 44

19年12月期第３四半期 2,995 1,816 60.6 39,922 24

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３四半期 △318 15 21 67

19年12月期第３四半期 △476 △153 △165 637

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 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 ％

20年12月期第３四半期 1,352 1.8 △103 － △120 － △116 －

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

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３四半期 △2,544 86

19年12月期第３四半期 △8,692 63

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３四半期 3,084 1,916 61.8 41,806 01

19年12月期第３四半期 2,958 1,822 61.6 40,060 72

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
2,509～2,714百万円 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３四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場への信用不安が深刻化し、

原油価格高騰による原材料高の影響を受けた物価上昇から個人消費は悪化するとともに、企業の設備投資も冷え込み景

気は停滞局面を迎えることとなりました。

　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法適用企業で内部統制に関し

てワークフロー、文書管理、ログ監査の各業務の取組みから投資が進んだものの、ユーザー認証基盤に対する投資は低

調に留まりました。その一方で、アプリケーションID統合やシングルサインオン構築など将来的な需要を取り込む活動

や、より強固なセキュリティ構築に向けた製品の販売に取組む動きが見られました。

　このような経済環境のもとで、当社グループは米国Validity Sensors,Inc.と「ハイブリッド指紋認証方式」による指

紋認証ソフトウェアのPC向け供給への取組みとして製品性能および市場性テストを実施するほか、米国Iritech,Inc.と

ホームランドセキュリティ市場をターゲットとした包括的提携合意を行うなど米国進出の基盤づくりを行いました。ま

た、国内においては生命体検知センサーメーカとの資本提携により次世代入退室管理システム開発などの新たな市場開

拓に向けた取組みを行ったほか、大規模向け指紋認証基盤「EVEシリーズ」についてはマイクロソフト社のActive 

Directory基盤統合において適合性が高く評価されていることから、それに対応するための開発を積極的に進め、今後の

シェア拡大に向けた活動を行いました。

　こうした活動の結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は1,603百万円（前年同期比15.7％増）営業損失68百

万円、経常損失89百万円となりました。

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。

(a)自社開発製品事業

　大規模向け指紋認証基盤「EVE」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等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照明関連機器の取引が減少したものの、１つの認証基盤で指紋認証のほかIC

カード、虹彩認証など様々な認証方式を統合管理できる「EVE MA」に対する需要が高く売上が伸長いたしました。その

結果、売上高は1,394百万円（前年同期比12.8％増）、営業利益は131百万円となりました。

(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、工作機械メーカ向けソフトウェ

アおよび自動車部品メーカ向けソフトウェアに関する受託開発を行いました。

　この結果、売上高は209百万円（前年同期比39.1％増）、営業利益は78百万円となりました。

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、韓国および中国であります。

(a)日本

　「なりすまし」のできない強固なセキュリティシステムとして本人認証を行うことのできるバイオメトリクス認証に

は、官公庁および企業からの引き合いも多く、様々な認証方式を統合管理できる「EVE MA」は高度のセキュリティ体制

構築に対する有用性も高く、売上が伸長いたしましたが、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稼動に伴う販管費の増加もあって、売上高は1,352百万円（前年同期比1.8％増）、営業利

益174百万円となりました。

(b)アジア

　中国の上海および香港に今年子会社を設立したこと、および韓国では事業提携先であるDigitalSecu Co.,Ltd.と共同

開発したログファイル管理システム「Logsaver F Plus」の販売が堅調に推移したこともあり、売上高298百万円（前年

同期比94.7％増）、営業利益36百万円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は3,284百万円、流動資産は2,119百万円、固定資産は1,165百万円となりました。

流動負債は892百万円、固定負債は519百万円、負債合計は1,412百万円となりました。株主資本は1,960百万円、純資産

は1,872百万円となりました。その結果、流動比率は237.3%、自己資本比率は56.7%となり、当第３四半期純損失が85百

万円であったものの、依然として健全な財務状態を維持しております。

 

（2）当第3四半期連結会計期間末のキャッシュ・フローの状況

　当第３四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）は、営業活動による資金の支出

318百万円、投資活動による資金の収入15百万円により、フリーキャッシュ・フローは302百万円の減少となりました。

また、財務活動による資金の収入21百万円があったものの、資金は期首に比べ313百万円減少し、67百万円となりまし

た。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  税金等調整前四半期純損失95百万円、売上債権の増加74百万円、たな卸資産の増加100百万円、仕入債務の減少190百

万円などにより資金が減少し、減価償却費97百万円、賞与引当金の増加38百万円などにより資金が増加した結果、318百

万円の支出となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　有形固定資産の取得による支出34百万円、「EVE MA」・「EVE FA」といった自社開発ソフトウェアなどの無形固定資

産の取得による支出83百万円、Beijing Lead Cash Solution Co., Ltd.他3社の投資有価証券の取得による支出107百万

円などにより資金が減少したものの、3 Soft Inc.の社債売却による収入247百万円などにより資金が増加した結果、15

百万円の収入となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　短期借入による収入299百万円、長期借入による収入340百万円、新株予約権の発行による収入8百万円などにより、

649百万円資金を調達し、短期借入金の返済による支出320百万円、長期借入金の返済による支出307百万円により、資金

が627百万円減少した結果、21百万円の収入となりました。

 

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、米国Validity Sensors,Inc.との事業提携の深耕を図り、指紋認証市場の開拓を行うこと

が喫緊の課題となってまいります。また、韓国におきましてはコモン　クライテリア認証（CC認証）取得により、韓国

国家安全情報局の認証取得も可能となったことから政府関係機関への営業活動が活発化することが予想されます。

国内においては「EVE MA」が多様素認証技術の導入に対するニーズの高さから業績への貢献が見込まれるとともに、新

規事業につきましてはナノ技術を応用した商品の販売が本格化することが見込まれます。なお、受託開発案件につきま

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することもあって平成20年２月８日に公表いたしま

した平成20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。

－ 4 －



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19年９月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成20年９月30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  640,258   111,349   444,832  

２．受取手形 　  －   －   3,039  

３．売掛金   781,353   1,336,224   1,258,979  

４．有価証券   10,043   －   10,054  

５．たな卸資産   530,804   469,027   368,617  

６．繰延税金資産   18,611   58,414   44,538  

７．前払費用   16,748   －   －  

８．前渡金   40,830   －   －  

９．その他 ※3  54,383   144,110   171,824  

流動資産合計   2,093,033 69.9  2,119,126 64.5  2,301,887 64.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1  60,610 2.0  65,724 2.0  55,131 1.5

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  －   181,266   －   

(2）その他  － 131,354 4.4 30,140 211,406 6.4 － 203,867 5.7

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  644,771   732,476   874,821   

(2）繰延税金資産  －   88,170   89,253   

(3）敷金保証金  53,907   －   －   

(4）その他  12,050 710,729 23.7 67,792 888,439 27.1 61,376 1,025,452 28.6

固定資産合計   902,694 30.1  1,165,570 35.5  1,284,451 35.8

資産合計   2,995,727 100.0  3,284,696 100.0  3,586,338 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成19年９月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成20年９月30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   －   71,626   －  

２．買掛金   253,532   246,176   507,936  

３．短期借入金   101,272   124,174   148,518  

４．一年以内返済予定長
期借入金

  359,518   304,308   363,935  

５．未払法人税等   －   7,477   4,389  

６．賞与引当金   40,429   45,419   6,573  

７．未払金   20,156   －   －  

８．未払費用   20,760   －   －  

９．預り金   12,191   －   －  

10．前受収益   25,656   －   －  

11．その他 ※2,3  13,196   93,689   82,853  

流動負債合計   846,715 28.3  892,870 27.2  1,114,207 31.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   310,312   495,596   404,865  

２．退職給付引当金   7,589   8,886   7,340  

３．その他   15,087   15,155   16,549  

固定負債合計   332,988 11.1  519,638 15.8  428,755 12.0

負債合計   1,179,704 39.4  1,412,509 43.0  1,542,962 43.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   964,987 32.2  966,007 29.4  965,067 26.9

２．資本剰余金   1,060,870 35.4  1,061,890 32.3  1,060,950 29.6

３．利益剰余金   △212,545 △7.1  △67,197 △2.0  17,890 0.5

株主資本合計   1,813,312 60.5  1,960,699 59.7  2,043,908 57.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．為替換算調整勘定   2,710   △97,116   △532  

評価・換算差額等合計   2,710 0.1  △97,116 △3.0  △532 △0.0

Ⅲ　新株予約権   － －  8,604 0.3  － －

純資産合計   1,816,022 60.6  1,872,186 57.0  2,043,376 57.0

負債純資産合計   2,995,727 100.0  3,284,696 100.0  3,586,338 100.0
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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
（自　平成20年１月１日
至　平成20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   1,386,138 100.0  1,603,204 100.0  2,734,511 100.0

Ⅱ　売上原価   1,196,421 86.3  1,055,528 65.8  2,169,762 79.3

売上総利益   189,717 13.7  547,675 34.2  564,748 20.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※1  608,084 43.9  615,373 38.4  825,076 30.2

営業損失(△)   △418,366 △30.2  △67,697 △4.2  △260,327 △9.5

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  3,340   1,145   3,436   

２．為替差益  929   －   －   

３．雑収入  4,542 8,812 0.6 5,635 6,780 0.4 6,064 9,500 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  7,710   14,076   11,654   

２．為替差損  －   12,150   9,799   

３．デリバティブ評価損  －   388   －   

４．支払ロイヤルティー  4,379   500   4,379   

５．雑損失  1,005   163   1,004   

６．その他  239 13,334 0.9 693 27,972 1.7 791 27,629 1.0

経常損失(△)   △422,888 △30.5  △88,889 △5.5  △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 0.3 － － － 3,775 3,896 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損  ※3 30   590   151   

２．投資有価証券評価損  －   －   19,949   

３．投資有価証券売却損　  －   2,500   －   

４．たな卸資産評価損  3,843 3,873 0.3 3,468 6,559 0.5 5,374 25,476 0.9

税金等調整前四半期（当期）
純損失(△)

  △422,986 △30.5  △95,448 △6.0  △300,036 △11.0

法人税、住民税及び事業税  2,430   2,433   6,134   

法人税等調整額  △12,304 △9,874 △0.7 △12,793 △10,359 △0.7 △123,493 △117,358 △4.3

四半期（当期）純損失(△)   △413,112 △29.8  △85,088 △5.3  △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

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20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 940 940 － 1,880

　四半期純損失 － － △85,088 △85,088

　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）
940 940 △85,088 △83,208

 平成20年９月30日残高（千円） 966,007 1,061,890 △67,197 1,960,699

  評価・換算差額等
新株予約権  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 － － － 1,880

　四半期純損失 － － － △85,088

　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）
△96,584 △96,584 8,604 △87,980

四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△96,584 △96,584 8,604 △171,189

平成20年９月30日残高（千円） △97,116 △97,116 8,604 1,872,186
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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

（自　平成20年１月１日

至　平成20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(△) △422,986 △95,448 △300,036

　  2.減価償却費 77,978 97,366 107,562

　  3.賞与引当金の増加額 34,519 38,846 662

　  4.退職給付引当金の増加額 3,005 1,546 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 △3,340 △1,145 △3,436

    7.為替差益(△)又は為替差損 － 2,272 △594

　  8.支払利息 7,710 14,076 11,654

　  9.デリバティブ評価損 － 388 －

 　10.投資有価証券評価損 － － 19,949

 　11.投資有価証券売却損 － 2,500 －

 　12.固定資産売却益 － － △121

   13.固定資産除却損 － 590 151

   14.売上債権の増減額（増加：△） 119,308 △74,204 △361,358

   15.たな卸資産の増加額 △236,030 △100,410 △73,843

   16.仕入債務の増減額（減少：△） 76,668 △190,134 331,072

　 17.前渡金の増減額（増加：△） △36,206 14,944 △90,232

   18.その他（減少：△） △75,126 △22,288 △66,128

小計 △458,114 △311,099 △425,554

   19.利息の受取額 2,964 983 3,045

   20.利息の支払額 △5,639 △14,615 △9,214

   21.法人税等の支払額 △15,551 △6,727 △20,989

   22.法人税等の還付額 － 13,370 －

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △476,342 △318,088 △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 △19,983 △34,755 △28,889

　  2.無形固定資産の取得による支出 △67,070 △83,463 △164,526

　  3.投資有価証券の取得による支出 △64,231 △107,654 △314,231

　  4.投資有価証券の売却による収入 － 247,500 －

　  5.その他 △2,511 △6,129 △66,574

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △153,796 15,497 △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：△） △350,000 △21,660 △304,166

　  2.長期借入れによる収入 400,000 340,000 600,000

　  3.長期借入金の返済による支出 △223,445 △307,097 △326,324

    4.株式の発行による収入 8,200 1,880 8,360

    5.新株予約権の発行による収入 － 8,604 －

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △165,244 21,727 △22,129

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,839 △32,599 △1,621

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △793,543 △313,463 △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３四半期末（期末）

残高
※ 637,702 67,097 380,560
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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

（自　平成20年１月１日

至　平成20年９月30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. 

(1）連結子会社の数　　　３社

主要な連結子会社の名称

DDS Korea, Inc. 

DDS Shanghai Technology, Inc. 

DDS (HK) Ltd

　上記のうち、DDS Shanghai 

Technology, Inc.、DDS (HK)

Ltdについては、当第３四半期連

結会計期間において新たに設立し

たため、連結の範囲に含めており

ます。

(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。

(2）非連結子会社の名称等

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

時価法を採用しております。

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

────── 

 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減価償

却の方法

(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減価償

却の方法

(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減価償

却の方法

(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

（自　平成20年１月１日

至　平成20年９月30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） (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
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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。

──────

（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
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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３四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
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

──────

（連結貸借対照表）

１．前第３四半期連結会計期間末まで区分掲記しておりました「前渡

金」（当第3四半期連結会計期間末の残高は87,342千円）、「前払費

用」（当第３四半期連結会計期間末の残高は30,142千円）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３四半期連結会計期間末まで「無形固定資産」に含めて表示

しておりました「ソフトウェア」は、当第３四半期連結会計期間末に

おいて資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しました。

　なお、前第３四半期連結会計期間末の「ソフトウェア」の金額は

130,269千円であります。

３．前第３四半期連結会計期間末まで投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「繰延税金資産」は、資産の総額の100

分の5以下ではありますが、勘定科目としての重要性を勘案して、区

分掲記することにしました。

　なお、前第３四半期連結会計期間末の「繰延税金資産」の金額は

3,990千円であります。

４．前第３四半期連結会計期間末まで区分掲記しておりました「敷金

保証金」（当第３四半期連結会計期間末の残高は54,144千円）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。

５．前第３四半期連結会計期間末まで区分掲記しておりました「未払

金」（当第3四半期連結会計期間末の残高は29,607千円）、「未払費

用」（当第３四半期連結会計期間末の残高は9,343千円）、「預り金」

（当第3四半期連結会計期間末の残高は6,879千円）、「前受収益」

（当第３四半期連結会計期間末の残高は27,501千円）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。
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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19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年９月30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

112,134千円 110,199千円  90,638千円

※2．

───── 

※2．担保に供している資産

現金及び預金 1,702千円

※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221千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、

流動資産の「その他」に含めて計上しており

ます。

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、

流動負債の「その他」に含めて計上しており

ます。

───── 

（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
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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 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.給与手当 128,205千円

２.賞与引当金繰入額 20,082千円

３.支払手数料 85,562千円

４.その他 381,523千円

※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.固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 574千円

工具器具備品 16千円

※3.固定資産除却損の内訳

機械及び構築物 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回新株引受権の行使による増加数111株、第３回新株予約権の行使による増加数504

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20年１月１日　至　平成20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 45,501 141 － 45,642

合計 45,501 141 － 45,642

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の増加141株は、第2回新株予約権の行使による増加51株、第3回新株予約権の行使による増加90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
  

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目的

となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当四半期連

結会計期間

末残高　

（千円）

前連結会計

年度末

当四半期連
結会計期間

増加

当四半期連
結会計期間

減少

当四半期
連結会計
期間末

提出会社

（親会社）

株式会社ディー・ディー・エス

第１回新株予約権　　　　　

（第三者割当て)

普通株式 － 9,000 － 9,000 8,604

　（注）上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

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
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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９月30日現在） （平成20年９月30日現在） （平成19年12月31日現在）

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 111,349千円

預入期間が3か月を

超える定期預金
△44,252千円

現金及び現金同等物 67,097千円

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
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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

第３四半期末残高相当額

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）

機械装置
及び運搬
具

2,392 2,084 307

工具器具
備品

1,260 399 861

合計 3,652 2,483 1,168

(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

第３四半期末残高が有形固定資産の第

３四半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）未経過リース料第３四半期末残高相当額

等

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等

未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 559千円

１年超 609千円

合計 1,168千円

１年内 1,373千円

１年超 984千円

合計 2,358千円

 

　（注）　未経過リース料第３四半期末残高相

当額は、未経過リース料第３四半期末

残高が有形固定資産の第３四半期末残

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 871千円

減価償却費相当額 871千円

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

同左

 

（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）

同左
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（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年９月30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）　　 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）  732,476千円

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

 （注）　当連結会計年度において、その他有価

証券で時価評価されていない株式につい

て19,949千円減損処理を行っております。

　　　　 なお、減損処理にあたっては、連結会

計年度末における実質価額が取得原価に

比べ著しく下落した場合に、減損処理を

行っております。
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（デリバティブ取引関係）

前第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。

当第３四半期連結会計期間末（平成20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 9,694 9,306 △388

　（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。
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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。

 

 当第３四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30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）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

 該当事項はありません。

２．当連結会計年度において存在したストック・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

定後退職した場合は

行使できない。

権利行使価格（円） 5,556 13,334 13,334 939,575

付与日における公正な評

価単価（円）
－ － － －

 （注）1．ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。 

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

ク・オプションの数については、株式分割後の数値を記載しております。
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（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

又は振替高
－ － － － －

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

営業利益又は営業損失(△) △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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20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 1,394,106 209,098 1,603,204 － 1,603,204

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,394,106 209,098 1,603,204 － 1,603,204

営業費用 1,262,794 130,727 1,393,521 277,381 1,670,902

営業利益又は営業損失(△) 131,311 78,371 209,683 △277,381 △67,697

　（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277,381千円であり、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

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

　（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。
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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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20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 1,305,960 297,244 1,603,204 － 1,603,204

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 46,429 322 46,751 △46,751 －

　　　　計 1,352,390 297,566 1,649,956 △46,751 1,603,204

営業費用 1,178,431 261,842 1,440,273 230,629 1,670,902

営業利益又は営業損失(△) 173,959 35,724 209,683 △277,381 △67,697

（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。

 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277,381千円であり、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

 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

（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。

－ 24 －



【海外売上高】

前第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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30日）               （単位： 千円)

アジア 

Ⅰ 海外売上高 325,262

Ⅱ 連結売上高 1,603,204

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） 20.3

（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
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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

39,922円24銭 40,830円44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

△9,119円69銭 △1,866円15銭 △4,028円24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

－円－銭 　－円－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。

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）純利益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
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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) △413,112 △85,088 △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)
△413,112 △85,088 △182,677

期中平均株式数（株） 45,299 45,596 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） 615 － －

（うち新株予約権） (615) (－) (－)

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
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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）

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　 
 
 

サイレックス・テクノロジー株式会社
からの指紋認証事業譲受ついて
　当社は、平成20年11月６日、サイ
レックス・テクノロジー株式会社との
間で、同社の国内のPC周辺機器を中心
とする指紋認証事業の譲受についての
基本合意を行ない、この合意により当
社は、サイレックス・テクノロジー社
の持つPC向け指紋認証ユニットを含む、
同社の指紋認証関連ソフトウエアの技
術と営業権を譲り受けます。
（1）事業譲受の背景と目的
　当社は、PC向け指紋認証システムの
販売で3年連続トップシェアを獲得して
おりますが、昨年末には大規模セキュ
リティ認証基盤としての「EVEシリー
ズ」の発売を開始し、本年始めには、
次世代指紋認証技術であるハイブリッ
ド指紋認証方式を発表するなど、指紋
認証システムの分野で積極的な事業展
開を進めています。
　サイレックス・テクノロジー株式会
社は、平成12年に開始した指紋認証事
業において、国内生産による高品質の
PC向け指紋認証機器を中心として、約
70,000クライアントへの販売実績をあ
げてきました。
　今回の合意において、サイレック
ス・テクノロジー社は、指紋認証関連
機器のハードウェア生産に特化し、当
社は既存顧客基盤、関連技術および営
業権を引き継ぐという、両社の製販連
携にもとづき、指紋認証関連市場のさ
らなる拡大を目的とした事業譲受を決
定いたしました。
（2）サイレックス・テクノロジー株式

会社の概要
①商号　サイレックス・テクノロジー
株式会社
②代表者　代表執行役　河野　剛士、
代表執行役　デヴィッド　スミス
③所在地　京都府精華町光台二丁目3番
地1
④設立年月日　昭和48年９月
⑤主な事業内容　プリントサーバ・デ
バイスサーバを代表とするネットワー
ク技術を応用した周辺機器開発・販売
と、指紋認証解析照合技術を応用した
システムの開発・販売
⑥決算期　12月31日
⑦主な事業所
けいはんな本社　所在地に同じ
東京本部　東京都港区芝5-31-19 オー
エックス田町ビル3F
⑧資本の額　2,058,191千円（平成19年
12月現在）
⑨発行済株式数　41,776 株

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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前第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
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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）

（3）サイレックス・テクノロジー株式
会社について

　昭和48年タスサービス株式会社とし
て設立、NECと共同し業種別基幹ソフト
ウエアの開発を開始、以後プリンタ、
プリンタサーバーの開発・販売を手が
け、平成12年には指紋認証事業に進出
しました。平成14年サイレックス・テ
クノロジー株式会社に社名変更、平成
15年に店頭登録市場（現JASDAQ）に株
式公開しました。現在プリントサー
バ・デバイスサーバを代表とするネッ
トワーク技術を応用した周辺機器開
発・製造・販売と、指紋認証解析照合
技術を応用したシステムの開発・製
造・販売を行なっています。
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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19年９月30日） （平成20年９月30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 594,739 28,891 339,703

　2.受取手形  － － 3,039

　3.売掛金 ※1 645,538 1,005,127 858,424

　4.有価証券 10,043 － 10,054

　5.たな卸資産 523,418 412,270 361,774

　6.前渡金 38,549 － 90,527

  7.繰延税金資産 18,611 58,414 44,538

  8.その他 ※1,3 72,164 121,874 83,555

　流動資産合計 1,903,066 64.3 1,626,578 52.7 1,791,618 54.6

Ⅱ 固定資産

　1.有形固定資産 ※2 58,758 2.0 64,470 2.2 53,629 1.6

　2.無形固定資産

　(1)ソフトウェア －  180,855  －  

　(2)その他 － 128,880 4.4 30,140 210,995 6.8 － 203,084 6.2

　3.投資その他の資産

　(1)投資有価証券 644,771  732,476  874,821  

　(2)関係会社株式 61,550  115,926  61,550  

  (3)関係会社長期貸付金 －  179,500  149,500  

  (4)繰延税金資産 －  88,170  89,253  

　(5)敷金保証金 48,995  －  48,566  

　(6)その他  ※1 112,050 867,367 29.3 66,676 1,182,750 38.3 8,060 1,231,751 37.6

　固定資産合計 1,055,006 35.7 1,458,216 47.3 1,488,466 45.4

　資産合計 2,958,072 100.0 3,084,795 100.0 3,280,085 100.0
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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19年９月30日） （平成20年９月30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 － 71,626 －

　2.買掛金 215,973 18,940 237,525

　3.短期借入金 100,000 124,174 145,834

　4.一年以内返済予定

　　長期借入金

359,568 304,308 362,136

　5.未払金 20,156 － 14,187

　6.未払費用 20,105 － 24,475

　7.未払法人税等 7,591 7,477 1,620

  8.賞与引当金 38,321 44,016 6,267

  9.その他 ※3 43,001 79,365 38,529

  流動負債合計 804,716 27.2 649,908 21.1 830,575 25.3

Ⅱ 固定負債  

　1.長期借入金 310,312 495,596 404,865

　2.退職給付引当金 5,634 7,421 5,830

  3.その他 15,087 15,155 16,549

　固定負債合計 331,033 11.2 518,173 16.8 427,244 13.0

　負債合計 1,135,750 38.4 1,168,081 37.9 1,257,820 38.3

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

　1.資本金 964,987 32.6 966,007 31.3 965,067 29.4

　2.資本剰余金        

    資本準備金 1,060,870   1,061,890   1,060,950   

 　 資本剰余金合計 1,060,870 35.9 1,061,890 34.4  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 △203,535   △119,787   △3,752   

 　 利益剰余金合計 △203,535 △6.9 △119,787 △3.9  △3,752 △0.1

　株主資本合計 1,822,321 61.6 1,908,110 61.8 2,022,265 61.7

Ⅱ 新株予約権　  － －  8,604 0.3  － －

　純資産合計 1,822,321 61.6 1,916,714 62.1 2,022,265 61.7

  負債純資産合計 2,958,072 100.0 3,084,795 100.0 3,280,085 100.0
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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19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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   1,328,223 100.0  1,352,395 100.0  2,350,605 100.0

Ⅱ 売上原価   1,147,187 86.4  871,071 64.4  1,851,571 78.8

売上総利益   181,036 13.6  481,324 35.6  499,033 21.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   578,746 43.5  584,740 43.2  783,373 33.3

営業損失(△)   △397,710 △29.9  △103,416 △7.6  △284,339 △12.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  7,473 0.5  8,615 0.6  9,476 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  13,307 1.0  25,612 1.9  17,795 0.8

経常損失(△)   △403,543 △30.4  △120,413 △8.9  △292,658 △12.5

Ⅵ 特別利益 ※３  3,775 0.3  － －  3,896 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  3,873 0.3  5,985 0.4  25,476 1.1

税引前四半期(当期)純損失
(△)

  △403,641 △30.4  △126,398 △9.3  △314,238 △13.4

法人税、住民税及び事業税  2,430   2,430   3,240   

法人税等調整額  △12,304 △9,874 △0.7 △12,793 △10,363 △0.7 △123,493 △120,253 △5.1

四半期(当期)純損失(△)   △393,767 △29.7  △116,035 △8.6  △193,984 △8.3
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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

当第３四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30日）

株主資本

新株予約権 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 940 940 940 － － 1,880 － 1,880

 四半期純損失 － － － △116,035 △116,035 △116,035 － △116,035

 株主資本以外の項目の四半期会

計期間中の変動額(純額)
－ － － － － － 8,604 8,604

四半期会計期間中の変動額合計

(千円)
940 940 940 △116,035 △116,035 △114,155 8,604 △105,551

平成20年9月30日　残高(千円) 966,007 1,061,890 1,061,890 △119,787 △119,787 1,908,110 8,604 1,916,714

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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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

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．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。 同左 ──────

３．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 

４．固定資産の減価償却の方

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 

５．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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(3)役員退職慰労引当金

 

  ──────

(3)役員退職慰労引当金

 

  ──────

(3)役員退職慰労引当金

 

　──────

(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。 

６．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。

７．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

８．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19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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。

──────

(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）

　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。

──────

(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）

　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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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３四半期会計期間より、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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

 （貸借対照表）

──────

１．前第３四半期会計期間末まで区分掲記しておりました「前渡金」

（当第３四半期会計期間末の残高は80,624千円）、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３四半期会計期間末まで「無形固定資産」に含めて表示して

おりました「ソフトウェア」は、当第３四半期会計期間末において資

産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しました。

　なお、前第３四半期会計期間末の「ソフトウェア」の金額は127,795

千円であります。

３．前第３四半期会計期間末まで投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました「関係会社長期貸付金」は、当第３四半期末

において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しました。

　なお、前第３四半期会計期間末の「関係会社長期貸付金」の金額は

100,000千円であります。

４．前第３四半期会計期間末まで投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました「繰延税金資産」は、資産の総額の100分の5

以下ではありますが、勘定科目としての重要性を勘案して、区分掲記

することにしました。

　なお、前第３四半期会計期間末の「繰延税金資産」の金額は3,990

千円であります。

５．前第３四半期会計期間末まで区分掲記しておりました「敷金保証

金」（当第３四半期会計期間末の残高は48,535千円）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。

６．前第３四半期会計期間末まで区分掲記しておりました「未払金」

（当第３四半期会計期間末の残高は29,619千円）、「未払費用」（当

第３四半期会計期間末の残高は8,855千円）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。
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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19年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年９月30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  　　  　　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  　　  　　90,878千円

 未収入金           4,493千円

※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

109,676千円

※2.有形固定資産の減価償却累計額

109,207千円

※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

の上流動資産の「その他」に含めて計上

しております。

※3.消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上流動負債の「その他」に含めて計上

しております。

※3.

 

   ─────

（四半期損益計算書関係）

前第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)

当第３四半期会計期間  

  (自　平成20年１月１日 

   至　平成20年９月30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                2,673千円     1.受取利息                3,194千円 　　1.受取利息　          　　3,214千円

    2.為替差益                  437千円     2.雑収入                  5,420千円     2.為替差益              　  724千円

    3.雑収入                  4,362千円 　　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                7,717千円 　　1.支払利息               13,772千円 　　1.支払利息　　　         11,654千円

　　2.支払ロイヤリティー 　   4,379千円 　  2.支払ロイヤリティー        500千円 　　2.支払ロイヤリティー    　4,379千円

　  3.雑損失                    970千円 　  3.為替差損               10,108千円 　　3.債権譲渡損    　          791千円

　  4.デリバティブ評価損        388千円 　　4.雑損失　　　　　　    　  970千円

    5.債権譲渡損                693千円

※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

    役員退職慰労引当金戻入益   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．特別損失のうち主要なもの ※4．特別損失のうち主要なもの

　  1.固定資産除却損　　  　

　 機械装置及び運搬具 30千円

    1.固定資産除却損             16千円

　工具器具備品 16千円

       合計 　　16千円

　  1.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

  　2.たな卸資産評価損      　3,843千円　   　2.たな卸資産評価損    　  3,468千円　   　2.たな卸資産評価損　   　 5,374千円

   　3.投資有価証券売却損      2,500千円　   　3.投資有価証券評価損     19,949千円　

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　 　     23,966千円      1.有形固定資産　 　     21,463千円  　 1.有形固定資産         　33,828千円

     2.無形固定資産　　　    52,643千円      2.無形固定資産　　　    75,270千円  　 2.無形固定資産           70,115千円
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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。

当第３四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30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）

当第３四半期会計期間  
  (自　平成20年１月１日 
   至　平成20年９月30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

及び第３四半期末残高相当額

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）

工具器具
備品

1,260 399 861

合計 1,260 399 861

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第３四半期

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）未経過リース料第３四半期末残高相当

額等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 252千円

１年超 609千円

合計 861千円

１年内 252千円

１年超 798千円

合計 1,050千円

　（注）　未経過リース料第３四半期末残高相

当額は、未経過リース料第３四半期末

残高が有形固定資産の第３四半期末残

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 189千円

減価償却費相当額 189千円

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３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成19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19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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

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  

41,806円01銭

１株当たり四半期純損失金額

△2,544円86銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額

－円－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

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額

－円－銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

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19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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) △393,767 △116,035 △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)
△393,767 △116,035 △193,984

期中平均株式数（株） 45,299 45,596 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） 615 － －

（うち新株予約権） (615) (－) (－)

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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

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　 

サイレックス・テクノロジー株式会社
からの指紋認証事業譲受ついて
　当社は、平成20年11月６日、サイ
レックス・テクノロジー株式会社との
間で、同社の国内のPC周辺機器を中心
とする指紋認証事業の譲受についての
基本合意を行ない、この合意により当
社は、サイレックス・テクノロジー社
の持つPC向け指紋認証ユニットを含む、
同社の指紋認証関連ソフトウエアの技
術と営業権を譲り受けます。
（1）事業譲受の背景と目的
　当社は、PC向け指紋認証システムの
販売で3年連続トップシェアを獲得して
おりますが、昨年末には大規模セキュ
リティ認証基盤としての「EVEシリー
ズ」の発売を開始し、本年始めには、
次世代指紋認証技術であるハイブリッ
ド指紋認証方式を発表するなど、指紋
認証システムの分野で積極的な事業展
開を進めています。
　サイレックス・テクノロジー株式会
社は、平成12年に開始した指紋認証事
業において、国内生産による高品質の
PC向け指紋認証機器を中心として、約
70,000クライアントへの販売実績をあ
げてきました。
　今回の合意において、サイレック
ス・テクノロジー社は、指紋認証関連
機器のハードウェア生産に特化し、当
社は既存顧客基盤、関連技術および営
業権を引き継ぐという、両社の製販連
携にもとづき、指紋認証関連市場のさ
らなる拡大を目的とした事業譲受を決
定いたしました。
（2）サイレックス・テクノロジー株式

会社の概要
①商号　サイレックス・テクノロジー
株式会社
②代表者　代表執行役　河野　剛士、
代表執行役　デヴィッド　スミス
③所在地　京都府精華町光台二丁目3番
地1
④設立年月日　昭和48年９月
⑤主な事業内容　プリントサーバ・デ
バイスサーバを代表とするネットワー
ク技術を応用した周辺機器開発・販売
と、指紋認証解析照合技術を応用した
システムの開発・販売
⑥決算期　12月31日
⑦主な事業所
けいはんな本社　所在地に同じ
東京本部　東京都港区芝5-31-19 オー
エックス田町ビル3F
⑧資本の額　2,058,191千円（平成19年
12月現在）
⑨発行済株式数　41,776 株

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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前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（3）サイレックス・テクノロジー株式
会社について

　昭和48年タスサービス株式会社とし
て設立、NECと共同し業種別基幹ソフト
ウエアの開発を開始、以後プリンタ、
プリンタサーバーの開発・販売を手が
け、平成12年には指紋認証事業に進出
しました。平成14年サイレックス・テ
クノロジー株式会社に社名変更、平成
15年に店頭登録市場（現JASDAQ）に株
式公開しました。現在プリントサー
バ・デバイスサーバを代表とするネッ
トワーク技術を応用した周辺機器開
発・製造・販売と、指紋認証解析照合
技術を応用したシステムの開発・製
造・販売を行なっています。
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