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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第1四半期 1,544 13.3 97 108.7 95 127.3 19 ―

20年12月期第1四半期 1,363 ― 46 ― 41 ― △15 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第1四半期 602.31 ―

20年12月期第1四半期 △468.11 ―

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

21年12月期第1四半期 3,994 2,351 58.5 70,898.71
20年12月期 3,989 2,372 59.1 71,912.20

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  2,338百万円 20年12月期  2,358百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 800.00 ― 1,200.00 2,000.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

800.00 ― 1,200.00 2,000.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,984 4.5 111 △25.5 100 △28.9 △20 ― △632.11

通期 6,190 1.0 359 △29.6 332 △33.8 36 △75.0 1,103.68
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、4ページ「定性的情報・財務諸表等 4.その他」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 34,005株 20年12月期  34,005株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  1,020株 20年12月期  1,020株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 32,985株 20年12月期第1四半期 32,985株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、金融危機に端を発した世界的な景気低迷、株式市場の下

落、円高の進行などにより企業収益は大幅に減少し、個人消費も低迷するなど、依然として厳しい経営環境下に

あります。 

当社グループの主要顧客である大手製造業につきましても、こうした経営環境の悪化による業績の鈍化が顕著

に表れており、当第１四半期連結会計期間における当社グループに対する影響も大きかったものの、グループ各

社でコスト管理、プロジェクト管理を徹底したことにより、影響を 小限に抑えることができました。 

当社グループは、世界的に高い競争力を誇る日本の情報家電産業、産業設備・工作機械産業、自動車産業など

に代表される「ものづくり企業」のＩＴ関連サービスに特化し、ドキュメンテーション事業、エンジニアリング

事業、システムの開発・運用などを展開しております。 

当第１四半期連結会計期間において当社グループでは、「ものづくり企業」へのサポート体制をより一層強化

し、当社グループが有する高い技術力を提供することで、顧客企業の多様化かつ高度化する要望に応えてまいり

ました。また、従来の枠にとらわれないユニークかつ高付加価値サービスの提供による独自路線の確立、優位的

地位の確保を図ることで、“既存顧客の囲い込み”“新規顧客の獲得”および“新規事業の展開”による事業領

域の拡大を進めてまいりました。 

さらに、事業領域の拡大を図るため積極的なグループ拡大策を実践し、昨年10月に株式会社バイナスの全発行

済株式を取得、同12月にはフランスのSAS SB Traductionの株式を51％取得し、連結子会社といたしました。こ

れにより、グループ内シナジーをより一層高めるなど、積極的な中にも着実な経営を推進してまいりました。 

これらの結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、連結売上高1,544百万円（前年同期比

13.3％増）、営業利益97百万円（同108.7％増）、経常利益95百万円（同127.3％増）、当期純利益19百万円（前

年同期が△15百万円であったところ35百万円増）と対前年増収増益を達成いたしました。 

事業別の業績は、次のとおりであります。（各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高

を含みます。） 

  

（ドキュメンテーション事業） 

ドキュメンテーション事業におきましては、ＷｅｂコンテンツやＣＧアニメを用いた次世代技術資料の作成、

高品質ドキュメントの短納期化といった高付加価値および独自性のある提案に注力し、特徴ある技術による差別

化を図ることで、既存顧客の囲い込み、ならびに新規顧客の開拓、新規案件の受注獲得を進めてまいりました。

また、SAS SB Traductionをグループに加えたことで、売上高は434百万円（前年同期比9.2％増）、営業利益は

119百万円（同3.1％増）となりました。 

  

（エンジニアリング事業） 

エンジニアリング事業におきましては、顧客企業の選択と集中による囲い込み強化、グループ企業との連携強

化によるシナジーの創出、技術者のスキルアップを進めてまいりました。また、株式会社バイナスをグループに

加えたことにより、売上高は393百万円（前年同期比97.6％増）となりましたが、技術者派遣への需要の低下等

により、営業利益は39百万円（同15.2％減）となりました。 

  

（技術システム開発事業） 

技術システム開発事業におきましては、“強固な基盤の構築”を重点施策に掲げ、既存事業の効率化、売上と

利益のバランスの取れた事業拡大を進め、持続的な成長を目指してまいりました。また、事業の選択と集中、付

加価値向上による利益率改善、組織体制の整備を進めてきた結果、売上高は757百万円（前年同期比3.4％減）と

なったものの、作業の効率化、非請求時間の削減などの利益率向上を図った結果、営業利益は40百万円（同

261.4％増）と、大幅に改善いたしました。 

なお、技術システム開発事業の営業費用には、「のれん償却額」80百万円が含まれております。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して４百万円増加し、3,994百万円と

なりました。 

その主な要因は、現金及び預金が270百万円増加した一方で受取手形及び売掛金が251百万円減少したことなど

により、流動資産は95百万円増加しましたが、のれんの減少83百万円などにより固定資産が90百万円減少したこ

とによります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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負債につきましては、未払金が99百万円減少、未払法人税等が76百万円減少しつつも賞与引当金の増加146百万

円があったことなどにより、25百万円増加の1,642百万円となりました。 

純資産は前連結会計年度末より20百万円減少し、2,351百万円となりました。この要因は当第１四半期連結会計

期間において四半期純利益を19百万円計上しましたが、配当金の支払39百万円を行ったことによります。 

  

  

平成21年12月期の業績予想については、平成21年2月13日付決算短信で発表いたしました業績予想数値に変更

はありません。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

  

   

① 簡便な会計処理 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

該当事項はありません。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50

号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期財務諸表規則」を適用しております。 

  

② リース取引に関する会計基準等の適用  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月

30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用すること

ができるようになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の

売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。 

これによる損益への影響はありません。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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。  

  

③ 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産については、従来、原価法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、原

価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益への影響はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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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 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 903,943 633,622

受取手形及び売掛金 1,315,871 1,567,586

商品及び製品 19,498 39,934

仕掛品 185,288 132,535

原材料及び貯蔵品 28,773 21,948

その他 232,049 193,925

貸倒引当金 △98 －

流動資産合計 2,685,325 2,589,552

固定資産   

有形固定資産 339,403 346,306

無形固定資産   

のれん 667,564 751,094

その他 96,557 106,625

無形固定資産合計 764,121 857,720

投資その他の資産   

その他 216,312 206,621

貸倒引当金 △10,780 △10,780

投資その他の資産合計 205,532 195,841

固定資産合計 1,309,057 1,399,867

資産合計 3,994,383 3,989,420

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 224,694 215,645

短期借入金 440,000 465,000

未払法人税等 101,612 177,860

賞与引当金 252,911 106,215

未払金 196,811 296,245

その他 295,610 233,562

流動負債合計 1,511,641 1,494,529

固定負債   

退職給付引当金 114,279 105,921

その他 16,806 16,945

固定負債合計 131,085 122,866

負債合計 1,642,727 1,617,396
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 893,682 893,682

資本剰余金 848,682 848,682

利益剰余金 639,464 659,179

自己株式 △44,932 △44,932

株主資本合計 2,336,895 2,356,610

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,486 1,587

為替換算調整勘定 211 －

評価・換算差額等合計 1,698 1,587

少数株主持分 13,062 13,826

純資産合計 2,351,655 2,372,023

負債純資産合計 3,994,383 3,989,420
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,544,885

売上原価 1,112,236

売上総利益 432,648

販売費及び一般管理費 335,021

営業利益 97,626

営業外収益  

受取利息 506

為替差益 947

その他営業外収益 609

営業外収益合計 2,062

営業外費用  

支払利息 1,087

支払融資手数料 3,275

その他営業外費用 30

営業外費用合計 4,393

経常利益 95,296

税金等調整前四半期純利益 95,296

法人税、住民税及び事業税 129,261

法人税等調整額 △52,864

法人税等合計 76,396

少数株主損失（△） △967

四半期純利益 19,867
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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利益 95,296

減価償却費 18,411

長期前払費用償却額 127

のれん償却額 83,530

賞与引当金の増減額（△は減少） 146,695

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,358

受取利息及び受取配当金 △506

支払利息 1,087

売上債権の増減額（△は増加） 251,889

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,142

その他流動資産の増減額（△は増加） 12,547

仕入債務の増減額（△は減少） 8,918

その他流動負債の増減額（△は減少） △35,657

その他固定負債の増減額（△は減少） △138

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,200

小計 548,215

利息及び配当金の受取額 490

利息の支払額 △1,008

法人税等の支払額 △200,197

営業活動によるキャッシュ・フロー 347,499

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △12,000

有形固定資産の取得による支出 △3,455

投資有価証券の取得による支出 △8,340

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,035

その他 688

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,142

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △25,000

配当金の支払額 △40,482

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,482

現金及び現金同等物に係る換算差額 446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 258,320

現金及び現金同等物の期首残高 615,622

現金及び現金同等物の四半期末残高 873,943

ＣＤＳ株式会社（2169）　平成21年12月期第1四半期決算短信

8



 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(1）技術システム開発事業 

自動車開発部門等における技術システムの開発・運用 

(2）エンジニアリング事業 

設計支援、解析支援、設計ＣＡＤ支援、生産技術支援、ロボット・システムの製造、ＦＡエンジニアリン

グ 

(3）ドキュメンテーション事業 

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

プレゼン資料、多言語翻訳 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

  

当第1四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）  

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
技術システ
ム開発事業 
（千円） 

エンジニア
リング事業 
（千円） 

ドキュメン
テーション 
事業（千円）

計（千円）
消去又は 

全社（千円） 
連結

（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  750,867  374,989  419,028  1,544,885  －  1,544,885

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 6,705  18,505  14,983  40,194 (40,194)  －

計  757,573  393,495  434,011  1,585,080 (40,194)  1,544,885

営業利益 40,028  39,688  119,067  198,784 (101,157)  97,626

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

  

  
前年同四半期 

（平成20年12月期 
第１四半期） 

  

 区分  金額（千円） 

Ⅰ 売上高    1,363,525

Ⅱ 売上原価    971,980

 売上総利益    391,545

Ⅲ 販売費及び一般管理費    344,767

 営業利益    46,777

Ⅳ 営業外収益        

１. 受取利息 766      

２. その他の営業外収益 471  1,238

Ⅴ 営業外費用        

１.  支払利息 1,300      

２. 支払融資手数料 3,228      

３. 株式交付費 981      

４. その他の営業外費用 581  6,092

 経常利益    41,922

Ⅵ 特別利益            

１.  固定資産売却益  159  159

Ⅶ 特別損失            

１. 固定資産除却損  65      

２. 投資有価証券評価損  1,840  1,905

税金等調整前四半期純利益        40,177

法人税、住民税及び事業税  113,051      

法人税等調整額 △  57,004  56,046

四半期純損失(△)  
  

     △  15,869
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税金等調整前四半期純利益  40,177

 減価償却費  18,813

 長期前払費用償却額  178

 のれん償却額  80,941

 賞与引当金の増減額（△は減少）  138,399

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  4,834

 受取利息及び受取配当金 △  766

 支払利息  1,300

 固定資産除却損  65

 株式交付費  981

 売上債権の増減額（△は増加） △  3,734

 たな卸資産の増減額（△は増加） △  90,762

 その他流動資産の増減額（△は増加） △  2,417

 仕入債務の増減額（△は減少）  7,497

 その他流動負債の増減額（△は減少）  46,265

 その他固定負債の増減額（△は減少） △  867

 未払消費税等の増減額（△は減少） △  16,728

 その他  1,680

         小計  225,859

 利息及び配当金の受取額  766

 利息の支払額 △  1,319

 法人税等の支払額 △  235,520

営業活動によるキャッシュ・フロー △  10,213
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前年同四半期

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金の預入による支出 △  12,000

 有形固定資産の取得による支出 △  9,693

 無形固定資産の取得による支出 △  4,059

 長期前払費用の取得による支出 △  131

 その他 △  14,843

投資活動によるキャッシュ・フロー △  40,727

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入の純増減額  20,000

 社債の償還による支出 △  50,000

 株式の発行による収入  49,106

 配当金の支払額 △  31,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △  12,223

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減
少） 

△  63,164

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  686,976

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  623,811
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

     前第１四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

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

  

     前第１四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

     海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
技術システム
開発事業 
（千円） 

エンジニアリ
ング事業 
（千円） 

ドキュメンテ
ーション事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

 (1) 外部顧客に対する売 

   上高         
 778,922  188,959  395,643  1,363,525 －  1,363,525

 (2)  セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
 5,800  10,161  1,811  17,773 ( ) 17,773    － 

 計  784,722  199,121  397,455  1,381,299 ( ) 17,773  1,363,525

営業利益  11,075  46,849  115,406  173,331 ( ) 126,554  46,777

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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