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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期第1四半期 119 19.2 △39 ― △37 ― △59 ―
21年12月期第1四半期 100 ― △140 ― △156 ― △554 ―

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

22年12月期第1四半期 △581.68 ―
21年12月期第1四半期 △11,662.11 ―

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

22年12月期第1四半期 663 △640 △97.6 △6,279.94
21年12月期 742 △568 △77.5 △5,644.36

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  △646百万円 21年12月期  △575百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22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

300 79.6 22 ― 7 ― 7 ― 68.68

通期 613 65.7 63 ― 33 ― 33 ― 323.76
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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  有  

(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） 

(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 
上記の業績予想は、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。 

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） 22年12月期第1四半期 101,927株 21年12月期  101,927株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  0株 21年12月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 101,927株 21年12月期第1四半期  47,572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、好調な外需とともに政策的な内需喚起により、景気は改善の傾

向が見られました。 

 当社の主たる事業領域である情報セキュリティ業界におきましては、情報セキュリティガバナンスを経営の一環と

とらえる社会的な認識の定着もあって、社内の情報セキュリティ対策のソリューションに向け、様々な取り組みが行

われました。 

 このような状況下において、当社グループは限られた経営資源を選択と集中により 適配分し、事業の再構築に取

り組んでまいりました。具体的には、付加価値の高いバイオセキュリティー事業のソフト開発に集中するとともに

Microsoft Windows®7対応のエンタープライズ向けPCアクセスセキュリティ強化を実現する「多要素認証統合プラッ

トフォームEVE MA」、「指紋認証ソリューションEVE FA」の新バージョンの販売を開始いたしました。 

 また、既存の大手SIer向けの協業体制再構築を行った結果、大規模企業グループへの社内導入案件が着実に増加す

ることとなり、継続的な売上に寄与する営業基盤作りを行うことができました。 

 一方において、コスト削減のため不採算部門の見直しを継続して行い合理化を進め、中国子会社のDDS Shanghai 

Technology,Inc.とDDS Hong Kong,Ltd.の解散を行うこととなり、国内では経費削減のため東京支社の移転を行うな

ど筋肉質の企業体質に転換するための取り組みを実施いたしました。 

 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119,399千円（前年同期は100,193千円）となり、売上

の減少は底入れいたしました。損益面におきましては、前年に比べ利益率の高いバイオメトリクス事業の売上が伸長

したことや経費削減の効果もあり、営業損失39,891千円（前年同期は140,832千円）、経常損失37,018千円（前年同

期は156,732千円）となりました。 

 また、当第１四半期連結会計期間において、東京支社の移転等に伴う固定資産除却損2,265千円、たな卸資産評価

損7,675千円、原状回復費3,780千円、賃貸借契約解約損3,371千円および前期損益修正損4,072千円等により21,674千

円の特別損失を計上したことにより、四半期純損失は59,289千円（前年同期は554,790千円）となりました。  

  

 当第１四半期連結会計期間における総資産は663,035千円となりました。 

 負債は1,303,130千円となりました。 

 純資産につきましては、利益剰余金の減少もあって△640,095千円となりました。  

  

 今後の見通しにつきましては、緩やかに景気は回復しつつあるものの、依然として経済情勢は不透明にあります

が、既存SIerとの関係強化による多要素認証統合プラットフォームである「EVE MA」の販売を強化するとともに継続

的なコスト削減によって、事業計画の達成を図ってまいります。 

 なお、現段階においては平成22年12月期の第２四半期連結累計期間および通期業績予想は、それぞれ連結売上高

300百万円、613百万円、連結営業利益22百万円、63百万円、連結経常利益7百万円、33百万円、当期連結純利益7百万

円、33百万円を見込んでおります。  

 また、事業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および合理的であると判断する一定の前

提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

  

 該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

イ 棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の評価方法は、当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出においては、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益

性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

ロ 固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

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。  

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

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
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・会計処理基準に関する事項の変更 

受託開発事業に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約

に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四

半期連結会計期間に着手した受託開発契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる受託開発については工事進行基準（進捗率は直接作業時間、機能開発進捗率等を総合的に

勘案して見積り）を適用しております。 

 当第１四半期連結累計期間に着手した受託開発はほぼ完成しているため、これによる影響は軽微でありま

す。 

  

 当社グループは第13期連結会計年度から３期連続して営業損失を計上しましたが,当第１四半期連結会計期間

においても39,891千円の営業損失および、59,289千円の四半期純損失を計上しております。その結果として、当

第１四半期連結会計期間末の純資産は△640,095千円の債務超過となりました。また、当第１四半期連結会計期

間末における短期借入金等の流動負債は、手元流動性に対して高水準の債務となっており、当該状況により当社

は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、新規事業への拡大を求めていました当社の事業につき選択と集中を行うと共に、収益

性の改善と財務体質の強化を中心として今後の業績の改善を図るために諸施策を進めております。 

  

 こうした施策を確実に実行していくことで、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる様な事象または

状況は、解消できるものと判断しておりますが、詳細につきましては「５．四半期連結財務諸表（３）継続企業

の前提に関する注記」に後述させていただいております。   

  

  

（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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等

（５）重要な後発事象

当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年３月31日） 

 第三者割当による新株式発行 

  

 当社は平成22年４月６日開催の取締役会において決議し、平成22年４月22日に払込手続きを完了した第三者割当

による新株式発行の内容は、以下のとおりであります。 

  

(1）発行新株式数        普通株式 9,952株 

(2）発行価額          １株につき 金 8,037円 

(3) 発行価額の総額       79,984,224円 

(4) 資本組入額         １株につき 金 4,019円 

(5) 資本組入額の総額      39,997,088円 

(6) 募集又は割当方法      第三者割当による 

(7) 申込期日          平成22年４月22日（木） 

(8) 払込期日          平成22年４月22日（木） 

(9) 割当先および割当株式数   ロハス＆カンパニー株式会社 4,976株 

                江蔵 智          4,976株 
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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22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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 64,566 97,122

受取手形及び売掛金 89,778 91,641

商品及び製品 158,734 172,146

原材料及び貯蔵品 6,459 13,645

短期貸付金 60,431 57,934

その他 31,059 38,619

貸倒引当金 △52,080 △49,928

流動資産合計 358,949 421,182

固定資産   

有形固定資産 12,865 16,095

無形固定資産   

ソフトウエア 157,694 175,858

その他 534 561

無形固定資産合計 158,229 176,419

投資その他の資産   

投資有価証券 94,116 94,018

長期売掛金 854,877 846,331

敷金及び保証金 38,049 －

その他 824 34,787

貸倒引当金 △854,877 △846,331

投資その他の資産合計 132,991 128,806

固定資産合計 304,085 321,321

資産合計 663,035 742,503

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 99,100 94,036

短期借入金 327,945 340,249

1年内返済予定の長期借入金 347,324 365,395

未払法人税等 10,118 8,149

賞与引当金 9,336 2,498

預り金 － 47,313

その他 105,071 64,707

流動負債合計 898,896 922,349

固定負債   

長期借入金 387,543 371,176

退職給付引当金 9,230 8,701

その他 7,460 8,831

固定負債合計 404,234 388,709

負債合計 1,303,130 1,311,058
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,305,278 1,305,278

資本剰余金 1,395,304 1,395,304

利益剰余金 △3,279,819 △3,220,530

株主資本合計 △579,237 △519,948

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △67,616 △55,365

評価・換算差額等合計 △67,616 △55,365

新株予約権 6,758 6,758

純資産合計 △640,095 △568,555

負債純資産合計 663,035 742,503
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 100,193 119,399

売上原価 69,802 49,306

売上総利益 30,391 70,092

販売費及び一般管理費 171,224 109,983

営業損失（△） △140,832 △39,891

営業外収益   

受取利息 124 304

為替差益 － 11,025

雑収入 4,166 106

営業外収益合計 4,291 11,436

営業外費用   

支払利息 9,918 8,528

雑損失 6,125 34

その他 4,147 －

営業外費用合計 20,191 8,563

経常損失（△） △156,732 △37,018

特別利益   

固定資産売却益 53 －

その他 11 －

特別利益合計 64 －

特別損失   

固定資産売却損 － 127

固定資産除却損 7,492 2,265

投資有価証券売却損 7,000 －

たな卸資産評価損 44,105 7,675

減損損失 4,992 －

投資有価証券評価損 233,667 －

貸倒引当金繰入額 2,294 382

事業整理損 89,733 －

原状回復費 － 3,780

賃貸借契約解約損 － 3,371

前期損益修正損 － 4,072

特別損失合計 389,285 21,674

税金等調整前四半期純損失（△） △545,952 △58,693

法人税、住民税及び事業税 8,837 596

法人税等合計 8,837 596

四半期純損失（△） △554,790 △59,289

7



 当社グループは、第13期連結会計年度から３期連続して営業損失を計上し、当第１四半期連結会計期間におい

ても39,891千円の営業損失および59,289千円の四半期純損失を計上しております。また、その結果として当第１

四半期連結会計期間末において債務超過の状態となっております。加えて、前連結会計年度末に引続いて当第１

四半期連結会計期間末における短期借入金等の流動負債も、手元流動性に対して高水準の債務となっておりま

す。当該状況により、当社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しておりま

す。 

 当該状況を解消すべく、バイオメトリクス事業における選択と集中を推進し、不採算部門の閉鎖も視野に入

れ、大幅なコスト削減に取り組むことにより、収益性の改善と財務体質の強化を中心として今後の業績の改善を

図るために当第１四半期連結会計期間において以下のような施策を実施いたしました。 

①事業の選択と集中により利益率の高いバイオメトリクス事業へ注力した結果、同事業の売上が伸長し、大幅に

粗利益率が改善するとともに資金繰りの安定化に寄与しました。 

②不採算部門閉鎖のため、100％出資の中国子会社であるDDS Shanghai Technology,Inc.とDDS Hong Kong,Ltd.

の２社を解散し清算することにいたしました。 

③一部滞留売掛債権について法的手続きの行使を継続して行っており、滞留債権の積極的な回収を推し進めまし

た。 

④取引先金融機関に対しては、資本施策等の内容の進捗状況を説明し、主要取引銀行との間で借入金元本返済猶

予に係るリスケジューリングを行いました。 

⑤販管費削減の一環として東京支社の移転を行うとともに、継続的に経費削減を推進いたしました。 

⑥財務基盤強化のための資本施策の検討を引き続き実施いたしました。その結果、平成22年4月6日に決議した第

三者割当による新株発行での増資を行いました。本第三者割当増資の払込が平成22年4月22日に行われた結

果、79,984千円の株主資本が増加いたしました。 

  

 当第１四半期連結会計期間において債務超過状態を解消することができませんでしたので、今後も積極的に資

本施策等を検討するほか、営業活動を軌道に乗せて確実に収益を確保できるよう企業体質を改善し、早期に債務

超過状態を解消できるよう、本年度の目標利益を達成すべく、全社を挙げて取り組んでまいります。 

  

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。  

  

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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