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第一部【企業情報】
 

第１【企業の概況】
 

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成16年１月平成17年１月平成18年１月平成19年１月平成20年１月

売上高 （千円） 633,0062,476,0563,459,180338,555 －

経常利益 （千円） 22,109 44,289 147,893322,670 －

当期純利益又は当期純損
失（△）

（千円） 16,317 53,225 104,404△1,112,242 －

純資産額 （千円） 834,016899,1232,423,2331,310,615 －

総資産額 （千円） 908,1001,288,2663,510,1271,461,680 －

１株当たり純資産額 （円） 181,307.93194,868.5790,049.5548,703.67 －

１株当たり当期純利益又
は当期純損失（△）

（円） 3,547.2211,557.454,122.83△41,331.93 －

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益

（円） － 11,480.664,084.33 － －

自己資本比率 （％） 91.8 69.8 69.0 89.7 －

自己資本利益率 （％） 2.0 6.1 6.3 － －

株価収益率 （倍） 98.7 137.6 87.8 － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △208,285△72,298 659,599△913,600 －

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △30,860△119,411△297,895△4,821 －

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） － 8,5161,385,532 － －

現金及び現金同等物の期
末残高

（千円） 460,975277,7812,025,0191,106,597 －

従業員数 （人） 30 23 26 25 －

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが、１株当たり

当期純損失が計上されているため記載しておりません。

３　第11期は当期純損失が計上されているため、自己資本利益率及び株価収益率を記載しておりません。

４　第10期において、当社は平成18年１月19日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。

５「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」（平成18年3月30日企業会計基準委員会実務対応報

告第17号）における収益の総額表示についての会計上の考え方に基づき、第11期より売上高および売上原価を純額

にて表示しております。

６　第11期まで連結子会社であった株式会社ディーキューブ（旧商号：株式会社アクアリウムコンピューター）及び第

12期において全株式を取得し子会社化した株式会社インテラ・ブレーンについては、資産、売上等から見て重要性

が乏しいため、第12期より連結財務諸表を作成しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成16年１月平成17年１月平成18年１月平成19年１月平成20年１月

売上高 （千円） 633,0062,476,0563,459,180338,555188,514

経常利益又は経常損失
（△）

（千円） 23,395 44,985 148,821323,530△45,562

当期純利益又は当期純損
失（△）

（千円） 17,808 54,126 105,487△1,115,644△232,211

持分法を適用した場合の
投資利益

（千円） － － － － －

資本金 （千円） 404,000408,3041,119,6051,119,6051,119,605

発行済株式総数 （株） 4,600 4,614 26,910 26,910 26,910

純資産額 （千円） 835,637901,6452,426,8371,310,8181,078,606

総資産額 （千円） 909,4711,290,5833,513,4771,461,7261,103,466

１株当たり純資産額 （円） 181,660.40195,415.1890,183.5048,711.1940,081.98

１株当たり配当額
（うち１株当たり中間配
当額）

 
（円）
（円）

 
－
(－)

 
－
(－)

 
－
(－)

 
－
(－)

 
－
(－)

１株当たり当期純利益又
は当期純損失（△）

（円） 3,871.4611,753.034,165.58△41,458.36△8,629.21

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益

（円） － 11,674.954,126.68 － －

自己資本比率 （％） 91.9 69.9 69.1 89.7 97.7

自己資本利益率 （％） 2.2 6.2 6.3 － －

株価収益率 （倍） 90.4 135.3 86.9 － －

配当性向 （％） － － － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） － － － － △282,867

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） － － － － △13,095

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） － － － － －

現金及び現金同等物の期
末残高

（千円） － － － － 776,202

従業員数 （人） 30 23 26 25 25

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、第11期までは連結財務諸表を作成しているため、また、第12期は、持分

法適用の関連会社がないため記載しておりません。

３　第11期および第12期は当期純損失が計上されているため、自己資本利益率及び株価収益率を記載しておりません。

４　第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め、第11期及び第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、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を省略しております。

５　第10期において、当社は平成18年１月19日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。

６　「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」（平成18年３月30日企業会計基準委員会実務対応

報告第17号）における収益の総額表示についての会計上の考え方に基づき、第11期より売上高および売上原価を純

額にて表示しております。
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７　第11期まで、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

・フローおよび現金及び現金同等物の期末残高については、連結財務諸表を作成しているため、記載を省略してお

ります。
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２【沿革】

年月 事項

平成８年２月 大阪市北区に株式会社デジタルデザインを設立

平成８年７月 オンラインショップの入口「Sale！Sale！Sale！」登録開始

平成８年11月 オリジナル開発支援パッケージ「Multi DB Connector」発売

平成10年９月 日本オラクル株式会社の協力の下開発したオリジナルデータベース接続ミドルウエア

「FlexCore」発売

平成11年３月 日本オラクル株式会社の協力の下開発したLinuxにも対応したオリジナルミドルウエア

「FastConnector
®
」発売

平成11年７月 オリジナルコンピューター及び周辺機器の設計を目的とした子会社、株式会社アクアリウムコ

ンピューター（現連結子会社）を設立

平成11年９月 世界最小クラスのLinux搭載マイクロサーバー製品である「blue grass」「white neon」を発

売

平成11年12月「FastConnector
®
」が大阪市主催の「ベンチャービジネスコンペ大阪’99」において優秀賞

受賞

平成12年４月 東京都渋谷区に東京オフィスを開設

平成12年５月 「FastConnector
®
」の高速データ転送技術を応用したデータベース間レプリケーションソフ

トウエア「FCReplicator」を発売

平成12年６月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場（現ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」

市場）に上場

Linux搭載マイクロサーバー製品の高性能新型機として「silver neon」を発売

平成12年９月 ECサイト「Ganessa」のサービスを開始

「FastConnector
®
」シリーズとして、「FC Backup R1.0J」の出荷を開始

平成12年10月オリジナルミドルウエア製品「FastConnector
®
」にオープンソース・データベース

「PostgreSQL」対応版の新製品を発表

平成13年４月 前コンパック株式会社　取締役会長の村井　勝氏を取締役会長に迎える

平成13年６月 高性能新型マイクロサーバー「clear neon」を発売

平成13年８月 圧縮転送技術を用い、SQLServer2000に対応したワイヤレス通信の高速化製品「Fast Connector
®
 Pocket」を発表

平成14年11月高速データ通信ソフトウエア新製品「FastConnector
®
 V3」を発表

平成15年３月 マイクロサーバー製品につき、生産活動を中止

平成15年10月高速データ通信ソフトウエア新製品「FastConnector
®
 tX」を発表

平成15年12月株式会社ネットワールドと販売提携

株式会社CSK（現株式会社CSKホールディングス）と販売提携

平成16年６月 内部情報漏洩対策ソリューション「FastConnector
®
 Security」を発表

平成16年９月 高速通信技術に関する特許を取得

平成17年６月 法人向けセキュリティソフトウエア「FastConnector
®
 access Controller」を発表

 第三者割当増資により、資本金が1,110,686千円となる。

平成17年９月 株式会社シーフォーテクノロジーと技術提携

平成17年11月アイピーロックスジャパン株式会社と技術提携

平成18年１月 アイテックス株式会社と販売・資本提携

 エリアビイジャパン株式会社と販売・技術提携

 東京オフィスを東京都千代田区神田須田町に移転

平成18年11月高速通信技術に関する米国特許を取得

平成19年５月 高速通信技術に関する中国特許を取得

平成19年11月子会社　株式会社アクアリウムコンピューターの商号を株式会社ディーキューブへと変更し、不

動産仲介および販売代理等の事業を開始

平成19年12月製薬企業に対して、薬剤および診療分析などの情報を提供する事業を開始するにあたり、準備会社

である株式会社インテラ・ブレーンの全株式を取得し子会社化
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３【事業の内容】

　当企業集団は、株式会社デジタルデザインならびに１００％子会社であります株式会社ディーキューブと株式会社インテ

ラ・ブレーンにより構成され、ネットワークを流れるデータ通信を制御するソフトウエアを軸にソリューションを提供し

ております。

なお、株式会社ディーキューブおよび株式会社インテラ・ブレーンは、当期においてその資産・売上高等からみて、重要

性に乏しいことから非連結としております。

 

製品の企画、開発及び販売の流れ

上記をふまえ、事業系統図によって示すと以下の通りであります。
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４【関係会社の状況】

　当社は非連結子会社２社を有するのみであり、記載する事項はありません。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

   平成20年１月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

25 31.0 3 4,604

　（注）１　従業員は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(2）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】
 

１【業績等の概要】

(1)業績

　当期におけるわが国経済は、かつて日本が世界の経済成長率を常に上回っていた時代とは違い、日本の生活水準、人口構

造などの経済状況の成熟化に伴う構造的課題があり、多くの日本企業で、国内事業は必ずしも拡大していないという認識

が増加しております。

また、携帯電話サービス分野に代表される情報通信技術分野においても、独自の進化を遂げたといわれる高度な技術水

準が逆にコスト高となりグローバルなマーケットで活かせていないといわれております。

 

このような環境のもと、当社は、「原点に返れ」「体質を変えろ」をキーワードに、実質面を強化するため、①マネージ

メント機能強化による業務の有効性、効率性の検証　②事業活動を安定させる管理機能の強化　③顧客情報、社員の活動情報

を含む会社資産の保全・蓄積　④新規事業モデルの立ち上げ　が必要であるとの認識の下に活動してまいりました。

従来の軸であるデータ通信を中心とした情報サービス事業におきましては、事業に必要な資質をより明確にし、将来を

期待させる意欲的な人材の登用を進めるとともに、ソフトウエア再販事業モデルを見直し、適正人員の再配置をおこなって

まいりました。

また、日本国、米国に続き中国特許を取得いたしましたデータ転送方式に関する技術につきまして、通信シーケンスの削

減技術、データ先読みによるプリロード技術、データ圧縮技術など、有効と考える新用途に向け、研究開発を実施してまいり

ました。

 

新規事業モデルの立ち上げにつきましては、平成19年11月9日付で子会社であります株式会社ディーキューブにて、不

動産仲介および販売代理等の事業を開始し、平成19年12月14日付で株式会社インテラ・ブレーンにて、薬剤および診療分

析など新たな付加価値創造を伴う情報提供サービス事業を開始いたしました。

 

しかしながら、当事業年度において、データ通信を中心とした情報サービス事業における新体制及び販売施策による十

分な成果が得られないとともに、新たな収益源を確保することができず、誠に遺憾ながら、売上高188百万円（前期比44.3％

減）、営業損失48百万円、経常損失45百万円となりました。当期純損失につきましては、営業債権にかかる貸倒引当金繰入額

57百万円、投資有価証券評価損66百万円及び訴訟関連損失50百万円を計上したため、232百万円の損失となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当事業年度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減少が282,867千円となっ

たため、資金は前事業年度末に比べ295,962千円減少し、当事業年度末には776,202千円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果減少した資金は282,867千円となりました。主な要因は税引前当期純損失が229,782千円と

なったことに加え、法人税等の支払額が154,359千円となるなど資金の減少がありましたため、営業活動の結

果、資金は減少しております。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は13,095千円となりました。これは主に差入保証金の増加に伴う差入保証金の

支払額によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において財務活動による資金の増減はありませんでした。

 

２【生産、受注及び販売の状況】

　前事業年度までは、「再販ライセンス事業」及び「ソリューション事業」の２事業に区分しておりましたが、当事業年度よ

り両事業を統合し、「データ通信を中心としたソリューション事業」と致しました。

　なお、当事業年度より連結財務諸表提出会社でなくなったため、前年同期比については前事業年度の実績数値と比較してお

ります。

 

(1）生産実績

事業部門別 生産高（千円） 前年同期比（％）

データ通信を中心とした情報サービス事業 47,891 47.1

合計 47,891 47.1

　（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　金額は、製造原価によります。

 

(2）受注状況

事業部門別 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

データ通信を中心とした情報
サービス事業

160,339 41.5 99,943 78.0

合計 160,339 41.5 99,943 78.0

　（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　金額は、販売価格によります。
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(3）販売実績

事業部門別 販売高（千円） 前年同期比（％）

データ通信を中心とした情報サービス事業 188,514 55.7

合計 188,514 55.7

　（注）１　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２　前事業年度及び当事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のと

おりであります。

相手先

第11期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社ネクサス 82,964 24.5 26,518 14.1

トランス・コスモス株式会社 － － 20,645 11.0

株式会社シー・エヌ・エス 109,287 32.3 － －

　（注）１　前事業年度におけるトランス・コスモス株式会社、当事業年度における株式会社シー・エヌ・エスに対する販売実績

および当該販売実績に対する割合については、当該割合が100分の10未満となっているため記載を省略しておりま

す。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

①　訴訟案件への対応

訴訟により当社が受けた社会的・経済的信用低下の回復を目指し、「今できること」を重視し、訴訟の進

捗とともに得られる新たな情報について適宜、社内での事実確認をおこない、訴訟代理人への情報提供に注

力してまいります。

 

②　収益体質の改善

「正しいことを誠実に」をキーワードに、従来のデータ通信を中心とした情報サービス事業、不動産仲介および住宅販

売代理事業および診療分析データ提供サービス事業の３事業体制から将来の収益確保を目論みます。

「すぐやる。諦めない。問題を克服してみせる。」を組織の体質にしてゆき、事業基盤を安定させることに注力してまい

ります。

 

③　内部管理体制の強化

業務の有効性及び効率性の検証、財務報告の信頼性の確保、事業活動に関わる法令の遵守、会社資産の保全

・蓄積に向け、内部管理機能の強化に取り組んでまいります。

 

４【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日において当社が判断したものであり、当社の事業に関する

すべてのリスクを網羅したものではありません。

 

①　訴訟について

当社は、日本アイ・ビー・エム株式会社及び株式会社ネットマークスに対し、平成19年2月2日付で売買代金の支払及び損

害賠償等を請求する訴訟の提起をしております。

これに対し、ネットマークス社より平成19年2月15日付で一連の取引を一体的に解決を求めるものとして反訴の提起を受

けたため、本訴において反訴請求に対応する分を日本アイ・ビー・エム社に対する主意的請求を拡張するなどした請求拡張

をおこない対応しております。

また、民事再生手続中である株式会社アイ・エックス・アイから紹介を受けた取引先である東京リース株式会社より平

成19年3月29日付で債務不履行解除に基づく原状回復請求の訴訟提起を受け、同様の取引先であるスカイピー・コム株式会

社より平成19年6月11日付で売買契約解除に基づく原状回復請求の訴訟提起を受けております。

上記については、現在係争中であり、今後の訴訟の進展によっては、当社の業績への影響を及ぼす可能性があります。

 

②　知的所有権について

当社は現在「FastConnector®」製品群に活用している圧縮転送技術を用いたデータ転送技術に関し国内特許、米国特許

及び中国特許を取得済みでありますが、製品群に活用されている上記取得済みの権利以外の技術要素について、第三者の権

利を侵害した場合は、当社の業績への影響を及ぼす可能性があります。

 

③　製品の致命的不具合の発生による影響について

ソフトウエアベンダーにとって、プログラムの不具合を無くすことは重要な課題であります。当社では、すべての項目を

テストすることは不可能であることから費用対効果の観点よりテスト項目を限定して実施しております。

当社では契約時に原則的に損害賠償の上限設定を設けていることから、その範囲は限定的でありますが、万一、製品の不具

合により顧客が損害を被った場合、当社の業績に影響を受ける可能性があります。
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④　顧客情報等の漏洩について

当社では顧客の情報システムを構築・運用するために、顧客情報や企業情報等の機密情報を取り扱う場合があります。

自社開発の情報漏洩防止ソフトウエアの使用、パスワードの定期的変更、Webカメラの設置によるネットワークを通じた

社内情報への侵入対策や、従業員への情報管理への意識付け等の対策を実施しておりますが、不測の事態によりこれらの情

報が外部に漏洩された場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

６【研究開発活動】

　システム開発プロジェクトの範囲内で顧客ニーズに適合した製品開発を行っており、当社はこれらを研究開発費として計

上しておりませんので、特に記載すべき事項はありません。

 

７【財政状態及び経営成績の分析】

　当事業年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。

　なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日において当社が判断したものであり、将来生じる実際の結

果と異なる可能性がありますので、ご留意願います。

 

(1)重要な経営方針及び見積り

　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。当社の経

営陣は、財務諸表の作成に際して、決算日における資産・負債の報告値及び報告期間における費用の報告値に影響を与え

る見積り及び仮定設定を行う必要があります。経営陣は、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる様々な要因に基

づき、見積り及び判断を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りとは異なる

場合があります。

　当社は、特に以下の重要な会計方針が、当社の財務諸表の作成において使用される当社の重要な判断と見積りに大きな影

響を及ぼすと考えております。

 

①　収益の確認

　再販ライセンスにつきましては、販売先への出荷手続き完了後、物品受領書に基づき計上しております。製品サポート

のように期間に従って役務の提供をするものについては、該当する期間に相当する金額を計上しております。

　開発ライセンス案件及び業務システムの受託開発案件につきましては、納入先の検収書・物品受領書に基づく検収時

に計上しております。

 

②　貸倒引当金

　当社は、顧客の支払不能時に発生する損失の見積額について、貸倒引当金を計上しております。顧客の財政状況が悪化

し、その支払能力が低下した場合、追加引当が必要になる可能性があります。

 

③　たな卸資産（仕掛品）

　当社は、棚卸資産の計上については、将来販売が見込まれる案件を計上しておりますが、市況状況が当社の経営陣の見

積りよりも悪化した場合、評価減が必要となる可能性があります。

 

④　無形固定資産（販売用ソフトウエア）

　見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間（３年間）に基づく均等配分額とのいずれか大きい額に基づき償却して

おりますが、市況状況が当社の経営陣の見積りよりも悪化した場合、追加償却または評価減が必要となる可能性があり

ます。
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(2）財政状態の分析

①　資産

　資産の部は1,103,466千円となり、前事業年度末と比較して358,259千円の減少となりました。主な要因は、現預金の減

少（295,962千円減）によるものであります。

 

②　負債

　負債の部は24,860千円となり、前事業年度と比較して126,047千円の減少となりました。主な要因は、未払法人税等の減

少（106,852千円減）によるものであります。

 

③　純資産

　純資産の部は1,078,606千円となり、前事業年度と比較して232,211千円の減少となりました。

 

(3)経営成績の分析

①　売上高

　当事業年度における売上高は、188,514千円となり、前事業年度に比べると150,040千円減少いたしました。

 

②　売上原価、販売費及び一般管理費

　当事業年度における売上原価は72,078千円となり、前事業年度に比べると78,107千円減少いたしました。売上高に対す

る割合は38.2％であります。また、販売費及び一般管理費は164,502千円となり、売上高に対する割合は87.3％でありま

す。主な内訳は給料手当63,345千円、支払手数料31,257千円であります。

 

③　営業利益

　当事業年度における営業損失は48,066千円となりました。

 

④　特別損失

　当事業年度における特別損失は、184,768千円となりました。主な内訳は、投資有価証券評価損66,476千円、貸倒引当金繰

入額57,325千円、訴訟関連損失50,269千円であります。

 

⑤　当期純損失

　当期純損失は、前事業年度に比べ、883,432千円改善し、232,211千円となりました。

 

(4）資本の財源及び資金の流動性についての分析

①　キャッシュ・フロー

　営業活動の結果減少した資金は282,867千円となりました。主な要因は税引前当期純損失が229,782千円となったこと

に加え、法人税等の支払額が154,359千円となるなど資金の減少要因がありましたため、営業活動の結果、資金は減少し

ております。

　投資活動の結果減少した資金は13,095千円となりました。これは主に差入保証金の増加に伴う支払いによるものであ

ります。
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第３【設備の状況】
 

１【設備投資等の概要】

　当事業年度の設備投資は、178千円であり、その主な内容は自社利用としての開発用ハードウェアの支出額であります。な

お、当事業年度中において事業に重要な影響を及ぼす設備の売却、除却はありません。

 

２【主要な設備の状況】

   平成20年１月31日現在

事業所名
（所在地）

事業部門別の名
称

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業
員数
（人）

建物及び
構築物

工具器具
備品

ソフトウ
エア

合計

大阪オフィス
（大阪市北区）

全業務
統括業務施設・
開発用設備

1,347 1,007 1,022 3,37618

東京オフィス
（東京都千代田区）

全業務
統括業務施設・
開発用設備

1,247 651 7,103 9,0017

　（注）１　上記金額に消費税等は含まれておりません。

２　上記の他、主要な賃貸及びリース設備として、以下のものがあります。

 

     平成20年１月31日現在

事業所名
（所在地）

事業部門別の名
称

設備の内容 数量
リース
期間

年間リース料
（千円）

リース契約残高
（千円）

大阪オフィス及び
東京オフィス

全業務
テレビ会議シス
テム

一式 ５年 1,262 1,527

　（注）　上記の他、事務所を賃借しており、当該事務所の年間賃借料は19,614千円であります。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

　当事業年度において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】
 

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000

計 80,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年１月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年４月25日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 26,910 26,910

大阪証券取引所
（ニッポン・ニュー・
マーケット－
「ヘラクレス」市場）

－

計 26,910 26,910 － －

　（注）　提出日現在の発行数には、平成20年４月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの内容は次のとおりであります。

株主総会の特別決議（平成16年４月23日）

 
事業年度末現在

（平成20年１月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年３月31日）

新株予約権の数 　　　220個 　　　220個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 　　　220株 　　　220株

新株予約権の行使時の払込金額 331,969円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年８月１日から
平成21年７月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額

発行価格　：　　 331,969円
資本組入額：　　 165,984円

同左

新株予約権の行使の条件

１　対象者は、新株予約権行使
時においても、当社の取
締役、監査役又は従業員
であることを要します。

２　その他細目については、平
成16年４月23日の定時株
主総会決議及び取締役会
決議に基づき、当社と対
象者の間で締結した新株
予約権契約に定めており
ます。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については
取締役会の承認を要します。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

－ －

　（注）　平成17年11月７日開催の取締役会決議により、平成18年１月19日付けで普通株式１株を５株とする株式分割をおこなっ

ております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約

権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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株主総会の特別決議（平成17年４月26日）

 
事業年度末現在

（平成20年１月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年３月31日）

新株予約権の数 　　　309個 　　　309個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 　　　309株 　　　309株

新株予約権の行使時の払込金額 326,000円 同左

新株予約権の行使期間
平成19年８月１日から
平成22年７月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額

発行価格　： 　　326,000円
資本組入額： 　　163,000円

同左

新株予約権の行使の条件

１　対象者は、新株予約権行使
時においても、当社の取
締役、監査役又は従業員
であることを要します。

２　その他細目については、平
成17年４月26日の定時株
主総会決議及び取締役会
決議に基づき、当社と対
象者の間で締結した新株
予約権契約に定めており
ます。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については
取締役会の承認を要します。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

－ －
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株主総会の特別決議（平成18年４月26日）

 
事業年度末現在

（平成20年１月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年３月31日）

新株予約権の数 　　　261個 　　　261個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 　　　261株 　　　261株

新株予約権の行使時の払込金額 333,100円 同左

新株予約権の行使期間
平成21年８月１日から
平成24年７月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額

発行価格　： 　　331,000円
資本組入額： 　　166,550円

同左

新株予約権の行使の条件

１　対象者は、新株予約権行使
時においても、当社の取
締役、監査役、従業員又は
社外協力者であることを
要します。

２　その他細目については、平
成18年４月26日の定時株
主総会決議及び取締役会
決議に基づき、当社と対
象者の間で締結した新株
予約権契約に定めており
ます。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については
取締役会の承認を要します。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

－ －

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高
（千円）

平成16年２月１日～
平成17年１月31日
（注）１

14 4,614 4,304 408,304 4,304 637,304

平成17年６月30日
（注）２

700 5,314 693,0001,101,304693,0001,330,304

平成18年１月19日
（注）３

21,528 26,842 － 1,101,304 － 1,330,304

平成17年２月１日～
平成18年１月31日
（注）１

68 26,910 18,3011,119,60518,3011,348,605

　（注）１　新株予約権行使による増加であります。

２　第三者割当てによる増加であります。

主な割当先　株式会社i－cfファイナンス、KIWAMI１号投資事業組合、KIWAMI４号投資事業組合、他５社

発行価格　　　1,980,000円

資本組入額　　　990,000円

３　平成17年11月７日開催の取締役会決議により、平成18年１月19日付けで普通株式１株を５株とする株式分割をおこ

なっております。

 

（５）【所有者別状況】
      平成20年１月31日現在

区分

株式の状況

単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 3 9 23 4 4 1,818 1,861 －

所有株式数
（株）

－ 52 215 422 24 52 26,14526,910－

所有株式数
の割合（％）

－ 0.19 0.80 1.57 0.09 0.19 97.16 100.00－

　（注）　上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20株含まれております。
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（６）【大株主の状況】

  平成20年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

寺井　和彦 兵庫県宝塚市 14,650 54.44

熊倉　次郎 さいたま市浦和区 750 2.78

長坂　章生 山梨県甲府市 185 0.68

又吉　光邦 沖縄県宜野湾市 122 0.45

小柳　啓子 福岡県大牟田市 100 0.37

山崎　弘之 埼玉県所沢市 100 0.37

デジタルデザイン役員持株会 大阪市北区西天満４－11－22 95 0.35

康　　　健 埼玉県鳩ヶ谷市 94 0.34

山内　孝浩 名古屋市千種区 94 0.34

清野　正男 新潟市西区 90 0.33

松山　恭幸 和歌山県伊都郡 90 0.33

横川　晴夫 高知県土佐市 90 0.33

財団法人オイスカ 東京都杉並区和泉３－６－12 90 0.33

計 － 16,550 61.50

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成20年１月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　26,910　　　 26,910 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 26,910 － －

総株主の議決権 － 26,910 －

　（注）　上記「完全議決権株式（その他）」の欄には証券保管振替機構名義の株式が20株含まれております。

また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。

 

②【自己株式等】

    平成20年１月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所
有株式数
（株）

他人名義所
有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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（８）【ストックオプション制度の内容】

　ストックオプション制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社が新株予約権を与える方法に

よっております。

　当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

①　平成16年４月23日開催の定時株主総会において、同日現在における取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権の付

与を決議しました。

決議年月日 平成16年４月23日

付与対象者の区分及び人数 取締役５名　監査役２名　従業員11名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 取締役180株　監査役20株　従業員150株

新株予約権の行使時の払込金額 331,969円

新株予約権の行使期間 平成18年８月１日から平成21年７月31日まで

新株予約権の行使の条件

１　対象者は、新株予約権行使時においても、当社の
取締役、監査役又は従業員であることを要しま
す。

２　その他細目については、平成16年４月23日の定時
株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社
と対象者の間で締結した新株予約権契約に定め
ております。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要し
ます。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１　平成17年11月７日開催の取締役会決議により、平成18年１月19日付けで普通株式１株を５株にとする分割分割を行っ

ております。これにより、各数値の調整を行っております。

２　当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１株未満の端数は切

り上げる。

 
調整後払込価額＝調整前発行価額×

１  

 分割・併合の比率  

また、時価を下回る価額で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使の場

合を含まない。）または自己株式を処分するときは、次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

     
既発行株式数＋

新規発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

 
調整後払込価額＝調整前払込価額×

分割、新規発行（処分）前の時価

 新規発行（処分）株式数＋既発行株式数
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②　平成17年４月26日開催の定時株主総会において、同日現在における取締役、監査役および従業員に対して新株予約権の

付与を決議しました。

決議年月日 平成17年４月26日

付与対象者の区分及び人数 取締役３名、監査役２名、従業員24名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 取締役112株　監査役20株　従業員218株

新株予約権の行使時の払込金額 326,000円

新株予約権の行使期間 平成19年８月１日から平成22年７月31日まで

新株予約権の行使の条件

１　対象者は、新株予約権行使時においても、当社の
取締役、監査役又は従業員であることを要しま
す。

２　その他細目については、平成17年４月26日の定時
株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社
と対象者の間で締結した新株予約権契約に定め
ております。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要し
ます。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１　平成17年11月７日開催の取締役会決議により、平成18年１月19日付けで普通株式１株を５株にとする分割分割を行っ

ております。これにより、各数値の調整を行っております。

２　当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１株未満の端数は切

り上げる。

 
調整後払込価額＝調整前発行価額×

１  

 分割・併合の比率  

また、時価を下回る価額で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使の場

合を含まない。）または自己株式を処分するときは、次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

     
既発行株式数＋

新規発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

 
調整後払込価額＝調整前払込価額×

分割、新規発行（処分）前の時価

 新規発行（処分）株式数＋既発行株式数
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③　平成18年４月26日開催の定時株主総会において、同日現在における取締役、監査役および従業員ならびに社外協力者に

対して新株予約権の付与を決議しました。

決議年月日 平成18年４月26日　

付与対象者の区分及び人数 取締役４名、監査役３名、従業員26名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 取締役135株　監査役30株　従業員135株

新株予約権の行使時の払込金額 333,100円

新株予約権の行使期間 平成21年８月１日から平成24年７月31日まで

新株予約権の行使の条件

１　対象者は、新株予約権行使時においても、当社の
取締役、監査役、従業員又は社外協力者であるこ
とを要します。

２　その他細目については、平成18年４月26日の定時
株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社
と対象者の間で締結した新株予約権契約に定め
ております。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要
します。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１　当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１株未満の端数は切り

上げる。

 
調整後払込価額＝調整前発行価額×

１  

 分割・併合の比率  

また、時価を下回る価額で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使の場

合を含まない。）または自己株式を処分するときは、次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

     
既発行株式数＋

新規発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

 
調整後払込価額＝調整前払込価額×

分割、新規発行（処分）前の時価

 新規発行（処分）株式数＋既発行株式数
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　該当事項はありません。

 

３【配当政策】

　当社は、株主の皆様に対する利益の充実を重要課題の一つと認識しており、将来に向けた成長戦略や経営体質強化のための

内部留保を勘案しながら、安定的な利益配分を達成すべく努力してまいります。

　なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年７月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めて

おります。

　当社における剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 平成19年１月 平成20年１月

最高（円） 600,000 2,190,000
4,120,000
※555,000

413,000 139,000

最低（円） 240,000 300,000
1,360,000
※315,000

110,000 17,120

　（注）１　最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場におけるものであります。

２　※印は株式分割による権利落ち後の最高・最低株価を示しております。

なお、第10期は平成17年11月30日現在の株主に対して、株式分割を実施しております。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年８月 ９月 10月 11月 12月 平成20年１月

最高（円） 39,000 32,100 42,400 51,400 42,800 28,800

最低（円） 23,800 17,120 21,000 32,500 27,030 19,300

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役
社長

 寺井　和彦 昭和37年３月４日生

昭和59年４月株式会社CSK（現株式会社

CSKホールディングス）入

社

※２ 14,650平成８年２月 株式会社デジタルデザイン

設立

 代表取締役社長就任（現

任）

取締役会長  村井　勝 昭和12年３月29日生

昭和37年９月米国アイビーエムコーポ

レーション入社

※２ 16
平成９年４月 コンパック株式会社取締役

会長就任

平成13年４月当社取締役会長就任（現

任）

取締役  及川　昇 昭和33年１月18日生

平成12年４月株式会社ベッコアメ・イン

ターネット取締役就任

※２ 2

平成13年６月株式会社トゥインコミュニ

ケーション取締役就任

平成15年９月当社入社

平成17年７月当社東日本事業部長就任

平成18年４月当社取締役就任（現任）

取締役  中辻　久雄 昭和25年2月10日

平成16年６月松下興産株式会社常務取締

役就任

※２ 7
昭和17年９月MID都市開発株式会社常務

執行役員就任

平成20年１月当社入社

平成20年４月当社取締役就任（現任）

常勤監査役  戸口　雅裕 昭和15年５月24日生

平成９年10月第一企画株式会社専務取締

役就任

※３ 15

平成11年１月株式会社アサツーディ・ケ

イ常務取締役就任

平成12年３月株式会社アサツーディ・ケ

イ執行役員就任

平成14年４月当社常勤監査役就任（現

任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

監査役  高草　林夫 昭和７年１月26日生

昭和34年１月松下電器産業株式会社入社

※３ 5

昭和45年12月松下電器産業株式会社精密

モータ事業部工場長就任

昭和54年11月ナショナルマイクロモー

ター株式会社専務取締役就

任

昭和59年３月松下電器産業株式会社モー

タ事業部営業統括部長就任

昭和60年９月松下電器産業株式会社事務

機器事業部長就任

平成４年３月 株式会社CSK（現株式会社

CSKホールディングス）西

日本事業部長取締役就任

平成11年12月当社監査役就任（現任）

監査役  東野　修次 昭和27年４月10日生

昭和61年11月司法試験合格

※４ －

平成元年４月 大阪弁護士会弁護士登録

宮下法律事務所入所

平成２年４月 中本和洋法律事務所入所

平成４年６月 東野修次法律事務所開所

平成18年４月当社監査役就任（現任）

計 14,695

　（注）　１．監査役　戸口雅裕及び高草林夫ならびに東野修次は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．平成20年４月24日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

３．平成20年４月24日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

４．平成18年４月26日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

１．基本的な考え方

　当社の企業ミッションは、利益を出しつづけ、それぞれのステークホルダーに対する責任を果たすことにあります。経営

環境のめまぐるしい変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求することが重要であ

ると考えております。

 

２．会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況

 

３．内部監査及び監査役監査の状況

　社外監査役３名が、取締役の職務執行並びに当社の業務や財政状況等を監査しています。

　また、監査役と監査法人とは随時意見交換を行っております。

 

４．会計監査の状況

　会計監査の状況につきましては、金融商品取引法の定めに基づき中間期及び期末など定期的に、監査法人による会計監査

を受け、経理処理及び財務情報の適正を期しております。また、業務を執行した公認会計士及び補助者は次のとおりであり

ます。なお、勤続監査年数については７年以内であるため、記載を省略しております。

 

・業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

安原　　徹　　　　　　　（ペガサス大和監査法人）

松山　治幸　　　　　　　（ペガサス大和監査法人）

・監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　　　　　　　３名

 

５．社外取締役及び社外監査役との関係

　監査役制度を採用しており、社外取締役をおいておりません。

　社外監査役は３名であり、当社の出身ではありません。また、当社と社外監査役との間に人的関係等はありません。
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６．リスク管理体制の整備の状況

①　定例取締役会が毎月１回開催されており、重要事項に対する審議、決定、報告等が行われております。

②　監査役制度を採用しております。監査役は、取締役会など重要な会議に出席して意見を述べるほか、経営陣に対して経

営に関する報告を求めるなど適法性、妥当性を検証し、公正な監査を行っております。

③　弁護士事務所、税理士事務所と顧問契約を締結し、適宜アドバイスを受けております。

 

７．役員報酬の内容

取締役の年間報酬総額　　　　　　17,780千円

監査役の年間報酬総額　　　　　　 7,800千円

 

８．監査報酬の内容

　当期における当社の監査法人に対する監査報酬は以下のとおりである。

 公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 10,520千円

 

９.取締役の定数

当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。

　

10.取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨定款に定めております。

　

11. 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可能にするため、会社法第

309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

　

12.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

当社は、取締役会の決議により、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）をすることが　　　できる旨

定款に定めております。これは、株主の機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。　
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第５【経理の状況】
 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連

結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表

等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第11期事業年度（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第12期事

業年度（平成19年２月１日から平成20年１月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで）の連結

財務諸表及び第11期事業年度（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで）の財務諸表については、ペガサス監査法人に

より監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２の第１項の規定に基づき、第12期事業年度（平成19年２月１日から平成

20年１月31日まで）の財務諸表について、ペガサス大和監査法人により監査を受けております。

　なお、ペガサス監査法人は、平成19年８月１日をもって、大和監査法人と合併し、名称をペガサス大和監査法人に変更してお

ります。

 

３　連結財務諸表について

　連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年10月大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社では、子

会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏

しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　　 4.0％

売上高基準　　　　 0.6％

利益基準　　　　　 9.6％

利益剰余金基準　　 3.4％
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１　現金及び預金   1,106,597 

２　売掛金   97,049  

３　たな卸資産   9,918  

４　その他   20,924  

貸倒引当金   △754  

流動資産合計   1,233,73684.4

Ⅱ　固定資産     

１　有形固定資産     

(1）建物及び構築物  4,066   

減価償却累計額  706 3,360  

(2）工具器具備品  12,082   

減価償却累計額  9,761 2,321  

有形固定資産合計   5,6820.4

２　無形固定資産     

(1）ソフトウエア   14,748  

(2）電話加入権   662  

(3）その他   5,090  

無形固定資産合計   20,5011.4

３　投資その他の資産     

(1）投資有価証券   79,789  

(2）保険積立金   95,715  

(3）長期未収入金   1,189,594 

(4）その他   26,318  

貸倒引当金   △1,189,657 

投資その他の資産合計   201,76013.8

固定資産合計   227,94415.6

資産合計   1,461,680100.0
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前連結会計年度

（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１　買掛金   3,585  

２　未払金   1,137  

３　未払法人税等   107,006 

４　その他   38,911  

流動負債合計   150,64110.3

Ⅱ　固定負債     

１　繰延税金負債   423  

固定負債合計   423 0.0

負債合計   151,06410.3

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１　資本金   1,119,60576.6

２　資本剰余金   1,348,60592.3

３　利益剰余金   △1,157,595△79.2

株主資本合計   1,310,61589.7

純資産合計   1,310,61589.7

負債純資産合計   1,461,680100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   338,555100.0

Ⅱ　売上原価   150,18544.4

売上総利益   188,36955.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  163,80048.4

営業利益   24,5687.3

Ⅳ　営業外収益     

１　受取利息  363   

２　受取手数料  298,100   

３　雑収入  51 298,51488.1

Ⅴ　営業外費用     

１　株式交付費  350   

２　貸倒引当金繰入  63 413 0.1

経常利益   322,67095.3

Ⅵ　特別利益     

１　貸倒引当金戻入益  6,789 6,7892.0

Ⅶ　特別損失     

１　固定資産除却損 ※２ 67,820   

２　投資有価証券評価損  68,056   

３　前期損益修正損  8,062   

４　貸倒引当金繰入額  1,189,5941,333,534393.9

税金等調整前当期純損
失

  1,004,074△296.6

法人税、住民税及び事業
税

 108,765   

法人税等調整額  △598 108,16731.9

当期純損失   1,112,242△328.5
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１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１月31日残高　　　 (千円) 1,119,6051,348,605△45,353 2,422,857

連結会計年度中の変動額     

当期純損失　　　　　　　　 (千円)   △1,112,242△1,112,242

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）　　　　 (千円)

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計 (千円) － － △1,112,242△1,112,242

平成19年１月31日残高　　　 (千円) 1,119,6051,348,605△1,157,5951,310,615

 

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差
額金

評価・換算差額等合計

平成18年１月31日残高　　　 (千円) 375 375 2,423,233

連結会計年度中の変動額    

当期純損失　　　　　　　　 (千円) － － △1,112,242

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）　　　　 (千円)

△375 △375 △375

連結会計年度中の変動額合計 (千円) △375 △375 △1,112,617

平成19年１月31日残高　　　 (千円) － － 1,310,615
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失(△)  △1,004,074

減価償却費  24,496

貸倒引当金の増加額  1,176,684

受取利息及び受取配当金  △363

固定資産除却損  67,820

投資有価証券評価損  68,056

売上債権の減少額  992,770

たな卸資産の減少額  6,792

仕入債務の減少額  △1,028,902

長期未収入金の増加額  △1,189,594

その他  △5,042

小計  △891,356

利息及び配当金の受取額  363

法人税等の支払額  △22,607

営業活動によるキャッシュ・フロー  △913,600

Ⅱ　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  △1,786

無形固定資産の取得による支出  △8,498

投資有価証券の取得による支出  △75,800

投資有価証券の売却による収入  105,000

長期貸付けによる支出  △10,800

長期貸付金の回収による収入  550

保険積立金の支払による支出  △13,487

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,821

Ⅲ　財務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  －

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △918,422

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,025,019

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  1,106,597

   

 

EDINET提出書類

株式会社デジタルデザイン(E05094)

有価証券報告書

34/86



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

　当連結会計年度中において、ソリューション事業に関す

る主要な仕入先が民事再生手続を申立て事実上倒産した

ことから、当企業集団は、当該事業にかかる主要な市場な

らびに得意先を喪失いたしました。当該状況により、継続

企業の前提に関する重要な疑義が生じております。

　連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消す

べく、翌期以降の事業計画を策定いたしました。組織運営

及び営業活動方針を明確にし、自社ソフトウェア製品に

よるライセンス再販事業を強化いたします。又、システム

・エンジニア支援サービス事業、ソフトウェア受託開発

事業にも注力し、新たな市場ならびに得意先を開拓して

いく所存であります。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１　連結の範囲に関する事項 　子会社は全て連結しております。

　連結子会社は株式会社アクアリウムコ

ンピューターの１社であります。

２　持分法の適用に関する事

項

　非連結子会社及び関連会社がないため

該当事項はありません。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度は連結財務諸表

提出会社と同一であります。

４　会計処理基準に関する事

項

 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

 時価のないもの

 　移動平均法による原価法

 (ロ)たな卸資産

 商品……移動平均法による原価法

仕掛品…個別法による原価法

原材料…移動平均法による原価法

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産

定率法

 (ロ)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

間）に基づく定額法を採用し、販売用

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有効期間（３

年間）に基づく均等配分額とのいずれ

か大きい額によっております。

(3）重要な引当金の計上基

準

(イ)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率等

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

(イ)消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、発生年

度に全額償却する方法によっておりま

す。

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、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。
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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

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書（企業会計審議会　平成14年８月９日）」及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６

号)を適用しています。

　これによる損益に与える影響はありません。

（ストック・オプション等に関する会計基準等）

　当連結会計年度から「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会平成17年12月27日　

企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　最

終改正　平成18年５月31日　企業会計基準適用指針第11

号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。従来の資本の

部の合計に相当する金額は、1,310,615千円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　

実務対応報告第19号）を適用しております。

　前連結会計年度において営業外費用の「新株発行費」

として表示した株式分割に係る費用は、当連結会計年度

において「株式交付費」として表示しております。
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

（売上高の表示方法）

　他社アプリケーションに再販ライセンスを組合せて販

売している売上高については、「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」（平成18年3月

30日　企業会計基準委員会　実務対応報告第17号）におけ

る収益の総額表示についての会計上の考え方に基づき、

従来総額表示としていた売上を当連結会計年度より純額

表示にて計上しています。これによる損益に与える影響

はありません。

　民事再生手続の申立てを行ったアイ・エックス・アイ

社が関与しました取引につき、実質的に通常の営業取引

と認められない取引が含まれる可能性が高いと判断した

ため、当該取引のすべてを営業外取引区分に表示するこ

とといたしました。

　なお、当中間連結会計期間においては、当該取引につい

ては売上高として表示しております。従いまして、当連結

会計年度における表示方法によった場合に比べ、当中間

連結会計期間の売上高、売上総利益及び営業利益が

238,500千円多く計上されております。

　この変更によりセグメント情報に与える影響は当該箇

所に記載しております。

 

注記事項

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※１　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

役員報酬 26,910千円

給料手当 58,468千円

支払手数料 31,428千円

減価償却費 817千円

　

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

工具器具備品 42千円

ソフトウェア 67,777千円

計 67,820千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１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 26,910 － － 26,910

合計 26,910 － － 26,910

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

ストック・オプションと
しての新株予約権

－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

（注）上記内容については、（ストック・オプション等関係）に記載しております。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　該当事項はありません。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成19年１月31日現在）

 

現金及び預金勘定 1,106,597千円

現金及び現金同等物 1,106,597千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

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 5,588 3,073 2,515

　

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年以内 1,156千円

１年超 1,527千円

合計 2,683千円

　

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額

 

支払リース料 1,262千円

減価償却費相当額 1,117千円

支払利息相当額 160千円

　

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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。

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

（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。
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（有価証券関係）

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

株式 366 366 －

 

２．時価評価されていない有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く）

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 79,423

　（注）　当連結会計年度において、有価証券について68,056千円（その他有価証券で時価のある株式468千円、非上場株式67,587

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、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま

す。

 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

105,000 － －

 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

　当企業集団はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

　当企業集団は退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成16年度

ストック・オプション
平成17年度

ストック・オプション
平成18年度

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　５名

当社監査役　　２名

当社従業員　　11名

当社取締役　　３名

当社監査役　　２名

当社従業員　　24名

当社取締役　　４名

当社監査役　　３名

当社従業員　　26名

ストック・オプションの目

的となる株式の種類及び付

与数（注）１

 

 

普通株式　350株

 

 

普通株式　350株

 

 

普通株式　300株

付与日 平成17年３月11日 平成18年３月24日 平成18年４月28日

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）３

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間 自　平成18年８月１日

至　平成21年７月31日

自　平成19年８月１日

至　平成22年７月31日

自　平成21年８月１日

至　平成24年７月31日

　（注）１　株式数に換算して記載しております。

２　被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。

３　被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要します。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成19年１月期）において存在したストック・オプションを対象とし、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。

①　ストック・オプションの数

 
平成16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

権利確定前（株）    

前連結会計年度末 310 350 300

付与 － － －

失効 20 － －

権利確定 290 － －

未確定残 － 350 300

権利確定後（株）    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 290 － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 290 － －
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②　単価情報

 
平成16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

権利行使価格（円） 331,969 326,000 333,100

行使時平均株価（円） － － －

公正な評価単価（付与日）
（円）

－ － －

 

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

 

（繰延税金資産）  

投資有価証券評価損 31,075千円

繰越欠損金 2,569千円

貸倒引当金繰入限度超過額 482,569千円

その他 10,664千円

繰延税金資産小計 526,879千円

評価性引当額 △526,879千円

繰延税金資産合計 －千円

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 423千円

繰延税金負債合計 423千円

繰延税金負債の純額 423千円

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載

を省略しております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

 

 
再販ライセ
ンス事業

(千円)

ソリュー
ション事
業

(千円)

計

(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結

(千円)

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

154,559 183,996 338,555 － 338,555

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 154,559 183,996 338,555 － 338,555

営業費用 55,457 161,847 217,305 96,681 313,986

営業利益又は営
業損失（△）

99,101 22,148 121,250 (96,681) 24,568

Ⅱ　資産、減価償却費
及び資本的支出

     

資産 60,044 94,095 154,140 1,307,540 1,461,680

減価償却費 10,726 13,574 24,301 822 25,124

資本的支出 4,322 5,436 9,759 524 10,284

　（注）１　事業区分の方法

事業は、製品・サービス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・サービス

 事業区分 主要製品

 
再販ライセンス
事業

オリジナル通信ソフトウェアのライセンスの再販及び製品
サポート

 
ソリューション
事業

オリジナル通信ソフトウェアを活用した組込を含む統括的
なソリューションサービス

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、96,681千円であり、その主なものは親会

社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、1,307,540千円であります。その主なものは親会社での

余剰運用資金（現金及び預金他）等であります。

５　減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。

６　（事業セグメント区分の変更）

販売機会の増大を目論み、自社製品ミドルウェア単一での販売方法から自社製品ミドルウェアを他社製品・サービ

ス及びシステム等と組合わせることによるソリューション販売へシフトしたため、当連結会計年度より事業の種類

別セグメントの区分を変更し、ソフトウェアライセンスを単体で販売する事業と、ソフトウェアライセンスを組込

及びソリューション展開で販売する事業の２区分といたしました。したがって従来の「再販ライセンス事業」と

「製品サポート事業」を「再販ライセンス事業」に、「開発ライセンス事業」と「業務システム構築事業」を「ソ

リューション事業」に区分しております。なお、前連結会計年度において、当連結会計年度の事業区分によった場合

の種類別セグメント情報は次のとおりです。
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前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

 

 
再販ライセ
ンス事業

(千円)

ソリュー
ション事
業

(千円)

計

(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結

(千円)

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

158,375 3,300,804 3,459,180 － 3,459,180

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 158,375 3,300,804 3,459,180 － 3,459,180

営業費用 80,448 3,068,078 3,148,527 122,506 3,271,034

営業利益 77,926 232,725 310,652 (122,506) 188,146

Ⅱ　資産、減価償却費
及び資本的支出

     

資産 118,523 1,093,930 1,212,453 2,297,673 3,510,127

減価償却費 31,120 15,905 47,026 1,398 48,424

資本的支出 80,522 14,628 95,151 1,547 96,698

７　（売上高の表示方法）

他社アプリケーションに再販ライセンスを組合せて販売している売上高については、「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」（平成18年３月30日　企業会計基準委員会実務対応報告第17号）における収益

の総額表示についての会計上の考え方に基づき、従来総額表示としていた売上を当連結会計年度より純額表示にて

計上しています。

なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度と同様に純額表示によった場合、ソリューション事業の

売上高及び売上原価が2,821,850千円減少しますが、営業利益に与える影響はありません。

８　民事再生手続の申立てを行ったアイ・エックス・アイ社が関与しました取引につき、実質的に通常の営業取引と認

められない取引が含まれる可能性が高いと判断したため、当該取引のすべてを営業外取引区分に表示することとい

たしました。なお、当中間連結会計期間においては、当該取引については売上高として表示しております。従いまし

て、当連結会計年度における表示方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間の売上高及び営業利益が238,500千

円多く計上されております。
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【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子

会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

 

【海外売上高】

　前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はあり

ません。

 

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

１．役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 及川　昇 － －
当社取締
役

－ － － 金銭の貸付 2,250
短期貸付
金及び長
期貸付金

1,250
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（１株当たり情報）

前連結会計年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）
 

１株当たり純資産額 48,703円67銭

１株当たり当期純損失金額 41,331円93銭
　
　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
額については、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。
（追加情報）
　当連結会計年度から、改正後の「１株当
たり当期純利益に関する会計基準」（企
業会計基準委員会　最終改正平成18年１月
31日　企業会計基準第２号）及び「１株当
たり当期純利益に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準委員会　最終改正平
成18年１月31日　企業会計基準適用指針第
４号）を適用しております。これによる影
響はありません。

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

項目

前連結会計年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）
１株当たり当期純損失金額  

連結損益計算書上の当期純損失
金額

1,112,242千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る当期純損失金額 1,112,242千円
普通株式の期中平均株式数 26,910株
希薄化効果を有しないため潜在
株式調整後１株当たり当期純利
益の算定に含めなかった潜在株
式の概要

　平成16年４月23日定時
株主総会、平成17年４月
26日定時株主総会及び平
成18年４月26日定時株主
総会決議の旧商法280条
ノ21の規定に基づく新株
予約権（それぞれ290個、
350個、300個）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）
訴訟の提起
　当社は平成19年２月２日付で訴訟を提起
いたしました。
詳細は以下のとおりであります。
１．訴訟の提起をした裁判所および年月
日
大阪地方裁判所　平成19年２月２日

２．訴訟を提起した相手方（被告）
①日本アイ・ビー・エム株式会社

(以下、「日本ＩＢＭ社」)
所在地：東京都港区六本木三丁目２番
12号
代表者の氏名：代表取締役社長執行役
員 大歳卓麻
②株式会社ネットマークス

(以下、「ネットマークス社」）
所在地：東京都港区元赤坂一丁目３番
12号
代表者の氏名：代表取締役 長尾多一郎
③日本ＩＢＭ社の官公庁事業部長
（以下、「日本IBM担当者」）
④ネットマークス社の公共広域ソリュー
ション事業部に所属する営業担当マ
ネージャー（以下、「ネットマークス
担当者」）

３．訴訟の主旨および請求金額
（1）主位的請求
①請求金額：1,213百万円及び遅延損害
金
※当社と日本IBM社との間の売買契
約に基づく売買代金の請求です。

②請求の相手方（被告）：日本IBM社
③請求の根拠：一連の取引が有効であ
ることを前提にした売買代金の請求
です。

（2）予備的請求その１
①請求金額：1,258百万円及び遅延損害
金
※当社がネットマークス社に支払っ
た仕入代金1,189百万円及び弁護士
費用68百万円についての損害賠償
請求です。

②請求の相手方（被告）：日本IBM社
ネットマークス社
日本IBM担当者
ネットマークス担
当者

③請求の根拠
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日本IBM担当者及びネットマークス
担当者の不法行為により、架空の取引
に介入させられ、ネットマークス社に
対して売買代金を支払わせられたこ
とを前提に、日本IBM担当者及びネッ
トマークス担当者の不法行為責任を
追及するとともに日本IBM社及び
ネットマークス社の両社について使
用者としての責任を追及するもので
す。なお、不法行為であることから、弁
護士費用も損害として計上していま
す。
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前連結会計年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）
（3）予備的請求その２
①請求金額：1,189百万円及び遅延損害
金
※当社がネットマークス社に支払っ
た仕入代金1,189百万円の返還請求
です。

②請求の相手方（被告）：ネットマー
クス社
③請求の根拠
契約は架空だが不法行為の成立が認
められない場合に備えた不法行為以
外の構成（錯誤無効、契約の原始的不
能による無効、詐欺取消、債務不履行
解除）での請求です。
 

訴訟の提起（反訴）
　当社は、平成19年２月15日付で訴訟（反
訴）の提起を受けました。
詳細は以下のとおりであります。
１．反訴が提起された年月日および裁判
所
平成19年２月15日　大阪地方裁判所

２．反訴を提起した者
株式会社ネットマークス
(以下、「ネットマークス社」)
所在地：東京都港区元赤坂一丁目３番
12号
代表者の氏名：代表取締役 大橋純

３．反訴の内容および請求金額
①反訴の内容
当社とネットマークス社との間の売買
契約６件のうち、当社が売買代金の支
払いを拒否している３件中の２件につ
いて請求を受けたものであり、当社が
平成19年２月２日に提訴した訴訟（本
訴）に係る取引と反訴請求に係る取引
は一連の取引であるため、一体的な解
決を求めるものです。
②請求金額

10億5,942万3,750円及び遅延損害金
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前連結会計年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）
訴訟の提起
　当社は平成19年３月29日付で訴訟の提起
を受けました。
詳細は次のとおりであります。
１．訴訟が提起された年月日および裁判
所
平成19年３月29日　東京地方裁判所

２．訴訟を提起した者
東京リース株式会社（以下、「東京
リース社」）
所在地：東京都新宿区西新宿六丁目10
番１号
代表者の氏名：代表取締役　海老原　政
德

３．訴訟の内容および請求金額
(1）被告
請求①：東京リース社の販売先である

日本アイ・ビー・エム株式会社
（以下、「日本IBM社」）ほか
３社

請求②：東京リース社の仕入先である
14社（当社を含む）

請求③：日本IBM社および個人８名
(2）請求の内容
請求①：請求額　合計153億41百万円お

よび遅延損害金
日本IBM社ほか３社を販売先と
する売買契約に基づく販売代金
を請求しているものです。

請求②：請求額　合計151億17百万円お
よび遅延損害金
東京リース社の仕入先である14
社（当社を含む）に対して債務
不履行解除に基づく原状回復を
請求しているものであり、当社
への請求額は、27億73百万円お
よび遅延損害金です。

請求③：請求額　合計153億41百万円お
よび遅延損害金
日本IBM社および個人８名に対
して不法行為責任ないし使用者
責任に基づく損害賠償を請求し
ているものです。

※本件各取引が架空循環取引であること
を前提とする請求と、そうでないことを
前提とする請求は、法律上併存し得ない
と考えられるとして、これらの請求につ
いて同時審判の申し出がなされていま
す。
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（２）【その他】

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

　訴訟

　「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
第11期

（平成19年１月31日）
第12期

（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   1,072,165  776,202 

２　売掛金   97,049   26,427  

３　商品   9,000   －  

４　原材料   760   －  

５　仕掛品   137   459  

６　前払費用   1,597   1,365  

７　未収還付法人税等  　 －   50,684  

８　未収還付消費税等   －   14,880  

９　仮払金   17,975   2,959  

10　関係会社立替金   －   17,983  

11　その他   1,087   1,105  

貸倒引当金   △754   △205  

流動資産合計   1,199,01982.0  891,86280.8

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  4,066   4,066   

減価償却累計額  706 3,360  1,472 2,594  

(2）工具器具備品  11,651   11,829   

減価償却累計額  9,357 2,294  10,171 1,658  

有形固定資産合計   5,6540.4  4,2520.4

２　無形固定資産        

(1）特許権   3,840   4,521  

(2）商標権   829   717  

(3）ソフトウェア   14,748   8,125  

(4）電話加入権   590   590  

無形固定資産合計   20,0081.4  13,9541.3
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第11期

（平成19年１月31日）
第12期

（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   79,789   13,313  

(2）関係会社株式   35,283   35,359  

(3）長期貸付金   9,000   9,075  

(4）役員長期貸付金   650   550  

(5）固定化営業債権   －   69,053  

(6）差入保証金   16,668   27,718  

(7）保険積立金   95,715   95,715  

(8）長期未収入金   1,189,594  1,189,594 

貸倒引当金   △1,189,657  △1,246,982 

投資その他の資産合計   237,04416.2  193,39717.5

固定資産合計   262,70718.0  211,60419.2

資産合計   1,461,726100.0  1,103,466100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　買掛金   3,585   322  

２　未払金   1,137   1,582  

３　未払費用   11,811   9,066  

４　未払法人税等   106,852  －  

５　未払消費税等   13,628   －  

６　前受金   13,038   12,892  

７　預り金   430   996  

流動負債合計   150,48410.3  24,8602.3

Ⅱ　固定負債        

１　繰延税金負債   423   －  

固定負債合計   423 0.0  － －

負債合計   150,90810.3  24,8602.3
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第11期

（平成19年１月31日）
第12期

（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   1,119,60576.6  1,119,605101.4

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  1,348,605   1,348,605   

資本剰余金合計   1,348,60592.3  1,348,605122.2

３　利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

特別償却準備金  621   －   

繰越利益剰余金  △1,158,014   △1,389,604   

利益剰余金合計   △1,157,392△79.2  △1,389,604△125.9

株主資本合計   1,310,81889.7  1,078,60697.7

純資産合計   1,310,81889.7  1,078,60697.7

負債純資産合計   1,461,726100.0  1,103,466100.0
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②【損益計算書】

  
第11期

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   338,555100.0  188,514100.0

Ⅱ　売上原価        

１　期首商品棚卸高  15,000   9,000   

２　当期商品仕入高  748   －   

３　当期製品製造原価 ※３ 143,437   72,078   

合計  159,185   81,078   

４　期末商品棚卸高  9,000   －   

５　他勘定振替高 ※１ － 150,18544.4 9,000 72,07838.2

売上総利益   188,36955.6  116,43561.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3  163,53648.3  164,50287.3

営業利益又は営業損失
（△）

  24,8327.3  △48,066△25.5

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  360   1,729   

２　受取手数料  298,100   －   

３　業務支援料収入 ※４ 600   600   

４　雑収入  51 299,11188.4 174 2,5041.3

Ⅴ　営業外費用        

１　株式交付費  350   －   

２　貸倒引当金繰入額  63 413 0.1 － － －

経常利益又は経常損失
(△)

  323,53095.6  △45,562△24.2
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第11期

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１　貸倒引当金戻入益  6,789 6,7892.0 548 548 0.3

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※５ 67,820   937   

２　投資有価証券評価損  72,524   66,476   

３　訴訟関連損失  －   50,269   

４　棚卸資産評価損  －   9,760   

５　前期損益修正損  8,062   －   

６　貸倒引当金繰入額  1,189,5941,338,002395.2 57,325184,76898.0

税引前当期純損失   1,007,682△297.6  229,782△121.9

法人税、住民税及び事業
税

 108,560   2,853   

法人税等調整額  △598 107,96231.9 △423 2,4291.3

当期純損失   1,115,644△329.5  232,211△123.2
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製造原価明細書

  
第11期

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　材料費   4,1892.9  4,1605.6

Ⅱ　労務費   48,24233.8  43,48258.3

Ⅲ　外注費   52,39236.7  1,8942.5

Ⅳ　経費   37,99726.6  25,00833.6

当期総製造費用   142,822100.0  74,546100.0

期首仕掛品棚卸高   753   137  

合計   143,575  74,683  

期末仕掛品棚卸高   137   　459  

他勘定振替高   －   2,145  

当期製品製造原価   
 

143,437
 

  72,078  

　（注）１　原価計算の方法はプロジェクト別の個別原価計算を採用しております。

２　他勘定振替高は、無形固定資産（ソフトウェア）1,385千円及び棚卸資産評価損760千円であります。
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③【株主資本等変動計算書】

第11期（自　平成18年２月１日　至　平成19年１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
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
計特別償却準備

金
繰越利益剰余
金

平成18年１月31日残高（千円） 1,119,6051,348,6051,348,6052,370 △44,118△41,7482,426,462

事業年度中の変動額        

特別償却準備金の取崩（千円） － － － △1,748 1,748 － －

当期純損失（千円） － － － － △1,115,644△1,115,644△1,115,644

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）（千円）

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － △1,748△1,113,895△1,115,644△1,115,644

平成19年１月31日残高（千円） 1,119,6051,348,6051,348,605 621△1,158,014△1,157,3921,310,818

 

 
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年１月31日残高（千円） 375 375 2,426,837

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩（千円） － － －

当期純損失（千円） － － △1,115,644

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）（千円）

△375 △375 △375

事業年度中の変動額合計
（千円）

△375 △375 △1,116,019

平成19年１月31日残高（千円） － － 1,310,818
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第12期（自　平成19年２月１日　至　平成20年１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
資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

特別償却準備金 繰越利益剰余金

平成19年１月31日残高（千円） 1,119,6051,348,605 621 △1,158,014△1,157,3921,310,818

事業年度中の変動額       

特別償却準備金の取崩（千円） － － △621 621 － －

当期純損失（千円） － － － △232,211△232,211△232,211

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）（千円）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － △621 △231,590△232,211△232,211

平成20年１月31日残高（千円） 1,119,6051,348,605 － △1,389,604△1,389,6041,078,606
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④【キャッシュ・フロー計算書】

　当事業年度より、連結財務諸表を作成していないため、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませ

ん。

  
第12期

（自　平成19年2月１日
至　平成20年1月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失  △229,782

減価償却費  8,651

貸倒引当金の増加額  56,776

受取利息及び受取配当金  △1,729

固定資産除却損  937

投資有価証券評価損  66,476

売上債権の減少額（△増加額）  1,422

たな卸資産の減少額（△増加額）  9,446

仕入債務の増加額（△減少額）  △3,263

その他  △39,172

小計  △130,237

利息及び配当金の受取額  1,729

法人税等の支払額  △154,359

営業活動によるキャッシュ・フロー  △282,867

Ⅱ　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  △178

無形固定資産の取得による支出  △1,517

長期貸付けによる支出  △1,000

長期貸付金の回収による収入  725

差入保証金の支払による支出  △11,049

その他  △76

投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,095

Ⅲ　財務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  －

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △295,962

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,072,165

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  776,202
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

　当事業年度中において、ソリューション事業に関する主

要な仕入先が民事再生手続を申立て事実上倒産したこと

から、当社は、当該事業にかかる主要な市場ならびに得意

先を喪失いたしました。当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が生じております。

　財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべ

く、翌期以降の事業計画を策定いたしました。組織運営及

び営業活動方針を明確にし、自社ソフトウェア製品によ

るライセンス再販事業を強化いたします。又、システム・

エンジニア支援サービス事業、ソフトウェア受託開発事

業にも注力し、新たな市場ならびに得意先を開拓してい

く所存であります。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりま

せん。

　当社は当事業年度において、特別損失で貸倒引当金繰入額

57,325千円、投資有価証券評価損66,476千円、訴訟関連損失

50,269千円及び棚卸資産評価損9,760千円を計上したため、

当期純損失232,211千円となっております。

　また、営業キャッシュ・フローにおいて282,867千円のマ

イナスを計上しており、前期に引き続き営業キャッシュ・

フローのマイナスを計上していることから、継続企業の前

提に関する重要な疑義が生じております。

　当社は、当該状況を解消すべく、「原点に返れ」「体質を

変えろ」をキーワードに、実質面を強化するため、①マネー

ジメント機能強化による業務の有効性、効率性の検証　②事

業活動を安定させる管理機能の強化　③顧客情報、社員の活

動情報を含む会社資産の保全・蓄積　④新規事業モデルの

立ち上げが必要であるとの認識の下に活動してまいりまし

た。従来の軸であるデータ通信を中心とした情報サービス

事業におきましては、事業に必要な資質をより明確にし、将

来を期待させる意欲的な人材の登用を進めるとともに、ソ

フトウエア再販事業モデルを見直し、適正人員の再配置を

おこなってまいりました。

　また、日本国、米国に続き中国特許を取得いたしました

データ転送方式に関する技術につきまして、有効と考える

新用途に向け、研究開発を実施してまいりました。

　新規事業モデルの立ち上げにつきましては、平成19年11月

９日付で子会社であります株式会社ディーキューブにて、

不動産仲介および販売代理等の事業を開始し、平成19年12

月14日付で株式会社インテラ・ブレーンにて、薬剤および

診療分析など新たな付加価値創造を伴う情報提供サービス

事業を開始いたしました。

　これらの施策が収益体質の改善につながるよう、①計数計

画におけるマネージメント単位での達成に向けたアクショ

ンプランの精査　②自社ソフトウエアの優位性を活かした

提案力の向上と新機能の売上貢献　③顧客接触力の向上　④

新規事業の早期損益分岐点突破　⑤さらなる「むだ、むら、

むり」の排除に注力してまいります。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよ

うな重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。
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重要な会計方針

項目
第11期

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法 同左

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券

 時価のあるもの 時価のあるもの

 　期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

　　　　　　同左

 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 同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品 (1）商品

　移動平均法による原価法 同左

 (2）仕掛品 (2）仕掛品

 　個別法による原価法 同左

 (3）原材料 (3）原材料

 　移動平均法による原価法 同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産

　定率法 同左

 (2）無形固定資産 (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

間）に基づく定額法を採用し、販売用

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有効期間（３

年間）に基づく均等配分額とのいずれ

か大きい額によっております。

同左

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用

 　定額法 　　　　　──────

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金

 　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率等

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

同左

５　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

６　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

────── 　キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、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か

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。

７　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

第11期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）  

　当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書（企業会計審議会　平成14年８月９日）」及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６

号）を適用しています。

　これによる損益に与える影響はありません。

　　　　　　　　　──────

（ストック・オプション等に関する会計基準等）  

　当事業年度から「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会平成17年12月27日　企業

会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　最終改

正　平成18年５月31日　企業会計基準適用指針第11号）を

適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　　　　　　　　　──────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）  

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。従来の資本の部

の合計に相当する金額は、1,310,818千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

　　　　　　　　　──────

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）  

　当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　実務

対応報告第19号）を適用しております。

　前事業年度において営業外費用の「新株発行費」とし

て表示した株式分割に係る費用は、当事業年度において

「株式交付費」として表示しております。

　　　　　　　　──────
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表示方法の変更

第11期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（貸借対照表）  

　前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「仮払金」は、当期において、資産の総額の100分

の１を超えたため区分掲記しました。

　なお、前期末の「仮払金」は5,720千円であります。

　　　　　　　　　　──────

 

追加情報

第11期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（売上高の表示方法）  

　他社アプリケーションに再販ライセンスを組合せて販

売している売上高については、「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」（平成18年３月

30日　企業会計基準委員会　実務対応報告第17号）におけ

る収益の総額表示についての会計上の考え方に基づき、

従来総額表示としていた売上を当事業年度より純額表示

にて計上しています。これによる損益に与える影響はあ

りません。

　　　　　　　　　──────

　民事再生手続の申立てを行ったアイ・エックス・アイ

社が関与しました取引につき、実質的に通常の営業取引

と認められない取引が含まれる可能性が高いと判断した

ため、当該取引のすべてを営業外取引区分に表示するこ

とといたしました。

　なお、当中間会計期間においては、当該取引については

売上高として表示しております。従いまして、当事業年度

における表示方法によった場合に比べ、当中間会計期間

の売上高、売上総利益及び営業利益が238,500千円多く計

上されております。

　　　　　　　　　──────
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注記事項

（損益計算書関係）

第11期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１

──────

※１　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

　　　棚卸資産評価損　　　　9,000千円

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は46.8％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は53.2％

であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は46.5％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は53.5％

であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

役員報酬 26,910千円

給料手当 58,468千円

法定福利費 8,522千円

支払手数料 31,424千円

減価償却費 803千円

　

 

役員報酬 26,430千円

給料手当 63,345千円

支払手数料 31,257千円

減価償却費 498千円

　

※３　研究開発費の総額 ※３　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費はありません。

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費はありません。

※４ ※４　関係会社に係る注記

────── 業務委託支援料収入　　　　　　600千円

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

　　　　ソフトウェア　　　　937千円

 

工具器具備品 42千円

ソフトウェア 67,777千円

計 67,820千円

　

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。
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当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１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

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 26,910 － － 26,910

合計 26,910 － － 26,910

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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）
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社
ストック・オプションと
しての新株予約権

－ － － － － －

合計 － － － － － －

（注）上記内容については、（ストック・オプション等関係）に記載しております。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　該当事項はありません。

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

　当事業年度より、連結財務諸表を作成していないため、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書を作成しておりません。

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

（平成20年１月31日現在）

 

現金及び預金勘定 776,202千円

現金及び現金同等物 776,202千円

　

 

EDINET提出書類

株式会社デジタルデザイン(E05094)

有価証券報告書

68/86



（リース取引関係）

第11期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１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

（借主側） （借主側）

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、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 5,588 3,073 2,515

　

 

 
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 5,588 4,191 1,397

　

②　未経過リース料期末残高相当額等 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 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 1,156千円

１年超 1,527千円

合計 2,683千円

　

 

１年以内 1,214千円

１年超 313千円

合計 1,527千円

　

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額

 

支払リース料 1,262千円

減価償却費相当額 1,117千円

支払利息相当額 160千円

　

 

支払リース料 1,262千円

減価償却費相当額 1,117千円

支払利息相当額 105千円

　

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 ④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

同左

利息相当額の算定方法 　　　　利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

　　　　　　　　　　　　同左

 

 

（減損損失について） （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。 　　　　　　　　　　　　同左

 

（有価証券関係）

　第11期（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）の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。
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第12期（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの

取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

株式 92 92 －

 

２．時価評価されていない有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く）

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 13,221

　（注）　当事業年度において、有価証券について66,476千円（その他有価証券で時価のある株式　274千円、非上場株式　66,202千

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、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま

す。

 

（デリバティブ取引関係）

第12期（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

第12期（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

　当社は退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

第12期（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成16年度

ストック・オプション
平成17年度

ストック・オプション
平成18年度

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　５名

当社監査役　　２名

当社従業員　　11名

当社取締役　　３名

当社監査役　　２名

当社従業員　　24名

当社取締役　　４名

当社監査役　　３名

当社従業員　　26名

ストック・オプションの目

的となる株式の種類及び付

与数（注）１

 

 

普通株式　350株

 

 

普通株式　350株

 

 

普通株式　300株

付与日 平成17年３月11日 平成18年３月24日 平成18年４月28日

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）３

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間 自　平成18年８月１日

至　平成21年７月31日

自　平成19年８月１日

至　平成22年７月31日

自　平成21年８月１日

至　平成24年７月31日

　（注）１　株式数に換算して記載しております。

２　被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。

３　被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要します。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（平成20年１月期）において存在したストック・オプションを対象とし、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。

①　ストック・オプションの数

 
平成16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

権利確定前（株）    

前事業年度末 ― 350 300

付与 ― ― ―

失効 ― 20 39

権利確定 ― 330 ―

未確定残 ― ― 261

権利確定後（株）    

前事業年度末 290 ― ―

権利確定 ― 330 ―

権利行使 ― ― ―

失効 70 21 ―

未行使残 220 309 ―
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②　単価情報

 
平成16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

権利行使価格（円） 331,969 326,000 333,100

行使時平均株価（円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）
（円）

― ― ―

 

（税効果会計関係）

第11期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

 

（繰延税金資産）  

投資有価証券評価損 31,075千円

貸倒引当金繰入限度超過額 482,569千円

その他 20,698千円

繰延税金資産小計 534,344千円

評価性引当額 △534,344千円

繰延税金資産合計 －千円

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 423千円

繰延税金負債合計 423千円

繰延税金負債の純額 423千円

　

 

（繰延税金資産）  

投資有価証券評価損 58,065千円

貸倒引当金繰入限度超過額 505,832千円

繰越欠損金　 53,533千円

15,721千円その他

繰延税金資産小計 633,152千円

評価性引当額 △633,152千円

繰延税金資産合計 －千円

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略

しております。

　税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略

しております。

 

（持分法投資損益等関係）

当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

　該当事項はありません。

 

【関連当事者との取引】

第12期（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

１．役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 及川　昇 － －
当社取締
役

0.0 － － 金銭の貸付 1,100
短期貸付
金及び長
期貸付金

1,150

役員 東野修次 － －
当社監査
役

－ － － 訴訟費用支払 22,044－ －
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（１株当たり情報）

第11期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

 

１株当たり純資産額 48,711円19銭

１株当たり当期純損失金額 41,458円36銭

　

 

１株当たり純資産額 40,081円98銭

１株当たり当期純損失金額 8,629円21銭

　

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

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。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

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。

（追加情報）  

　当事業年度から、改正後の「１株当たり当期純利益に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　最終改正平成18

年１月31日　企業会計基準第２号）及び「１株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会　最終改正平成18年１月31日　企業会計基準適用指

針第４号）を適用しております。これによる影響はあり

ません。

　

　（注）　１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

項目
第11期

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１株当たり当期純損失金額   

損益計算書上の当期純損失 1,115,644千円 232,211千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純損失 1,115,644千円 232,211千円

普通株式の期中平均株式数 26,910株 26,910株

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

　平成16年４月23日定時株主総会、

平成17年４月26日定時株主総会及

び平成18年４月26日定時株主総会

決議の旧商法280条ノ21の規定に

基づく新株予約権（それぞれ290

個、350個、300個）

　平成16年４月23日定時株主総会、

平成17年４月26日定時株主総会及

び平成18年４月26日定時株主総会

決議の旧商法280条ノ21の規定に

基づく新株予約権（それぞれ

220個、309個、261個）
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（重要な後発事象）

第11期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

訴訟の提起  

　当社は平成19年２月２日付で訴訟を提起いたしました。

詳細は以下のとおりであります。

　

１．訴訟の提起をした裁判所および年月日

大阪地方裁判所　平成19年２月２日

 

 

２．訴訟を提起した相手方（被告）  

①日本アイ・ビー・エム株式会社

(以下、「日本ＩＢＭ社」)

所在地：東京都港区六本木三丁目２番12号

代表者の氏名：代表取締役社長執行役員 大歳卓麻

 

 

②株式会社ネットマークス

(以下、「ネットマークス社」）

所在地：東京都港区元赤坂一丁目３番12号

代表者の氏名：代表取締役 長尾多一郎

 

 

③日本ＩＢＭ社の官公庁事業部長

（以下、「日本IBM担当者」）

 

 

④ネットマークス社の公共広域ソリューション事業部

に所属する営業担当マネージャー（以下、「ネット

マークス担当者」）

 

３．訴訟の主旨および請求金額  

（1）主位的請求  

①請求金額：1,213百万円及び遅延損害金

※当社と日本IBM社との間の売買契約に基づく売

買代金の請求です。

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

②請求の相手方（被告）：日本IBM社  

③請求の根拠：一連の取引が有効であることを前提

にした売買代金の請求です。

 

（2）予備的請求その１  

①請求金額：1,258百万円及び遅延損害金

※当社がネットマークス社に支払った仕入代金

1,189百万円及び弁護士費用68百万円について

の損害賠償請求です。

 

 

②請求の相手方（被告）：日本IBM社

ネットマークス社

日本IBM担当者

ネットマークス担当者

 

 

③請求の根拠  

日本IBM担当者及びネットマークス担当者の不法

行為により、架空の取引に介入させられ、ネット

マークス社に対して売買代金を支払わせられたこ

とを前提に、日本IBM担当者及びネットマークス担

当者の不法行為責任を追及するとともに日本IBM

社及びネットマークス社の両社について使用者と

しての責任を追及するものです。なお、不法行為で

あることから、弁護士費用も損害として計上して

います。
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第11期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（3）予備的請求その２  

①請求金額：1,189百万円及び遅延損害金

※当社がネットマークス社に支払った仕入代金

1,189百万円の返還請求です。

 

 

②請求の相手方（被告）：ネットマークス社  

③請求の根拠  

契約は架空だが不法行為の成立が認められない場

合に備えた不法行為以外の構成（錯誤無効、契約

の原始的不能による無効、詐欺取消、債務不履行解

除）での請求です。

 

訴訟の提起（反訴）  

　当社は、平成19年２月15日付で訴訟（反訴）の提起を受

けました。

詳細は以下のとおりであります。

　

１．反訴が提起された年月日および裁判所

平成19年２月15日　大阪地方裁判所

 

 

２．反訴を提起した者

株式会社ネットマークス

(以下、「ネットマークス社」)

所在地：東京都港区元赤坂一丁目３番12号

代表者の氏名：代表取締役 大橋純

 

 

３．反訴の内容および請求金額  

①反訴の内容  

当社とネットマークス社との間の売買契約６件のう

ち、当社が売買代金の支払いを拒否している３件中

の２件について請求を受けたものであり、当社が平

成19年２月２日に提訴した訴訟（本訴）に係る取引

と反訴請求に係る取引は一連の取引であるため、一

体的な解決を求めるものです。

 

②請求金額  

10億5,942万3,750円及び遅延損害金  
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第11期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第12期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

訴訟の提起  

　当社は平成19年３月29日付で訴訟の提起を受けました。

詳細は次のとおりであります。

　

１．訴訟が提起された年月日および裁判所

平成19年３月29日　東京地方裁判所

 

 

２．訴訟を提起した者

東京リース株式会社（以下、「東京リース社」）

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目10番１号

代表者の氏名：代表取締役　海老原　政德

 

 

３．訴訟の内容および請求金額  

(1）被告  

請求①：東京リース社の販売先である日本アイ・

ビー・エム株式会社（以下、「日本IBM

社」）ほか３社

 

請求②：東京リース社の仕入先である14社（当社を

含む）

 

請求③：日本IBM社および個人８名  

(2）請求の内容  

請求①：請求額　合計153億41百万円および遅延損害

金

日本IBM社ほか３社を販売先とする売買契

約に基づく販売代金を請求しているもので

す。

 

 

請求②：請求額　合計151億17百万円および遅延損害

金

東京リース社の仕入先である14社（当社を

含む）に対して債務不履行解除に基づく原

状回復を請求しているものであり、当社へ

の請求額は、27億73百万円および遅延損害

金です。

 

 

請求③：請求額　合計153億41百万円および遅延損害

金

日本IBM社および個人８名に対して不法行

為責任ないし使用者責任に基づく損害賠償

を請求しているものです。

 

 

※本件各取引が架空循環取引であることを前提とする請

求と、そうでないことを前提とする請求は、法律上併存

し得ないと考えられるとして、これらの請求について

同時審判の申し出がなされています。
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証
券

その他有
価証券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

株式会社リナックスカフェ 100 1,211

株式会社ネクサス 9 92

アイテックス株式会社 625 12,010

その他（２銘柄） 16,600 0

計 17,334 13,313
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高
（千円）

有形固定資産        

建物 4,066 － － 4,066 1,472 766 2,594

工具器具備品 11,651 178 － 11,82910,171 813 1,658

有形固定資産
計

15,718 178 － 15,89611,644 1,579 4,252

無形固定資産        

特許権 4,416 1,346 － 5,763 1,242 665 4,521

商標権 1,734 88 － 1,822 1,104 199 717

ソフトウェア 29,958 1,385 4,555 26,78818,662 7,071 8,125

電話加入権 590 － － 590 － － 590

無形固定資産
計

36,700 2,819 4,555 34,96321,009 7,936 13,954

　（注）１　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア：販売用ソフトウェア　　1,385千円

特許権：自社製品に係る特許権　　1,346千円

 

２　当期減少額の主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア：自社利用ソフトウェア　4,555千円

 

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

　該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 1,190,41157,530 － 754 1,247,187

　（注）　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収及び一般債権の貸倒実績率による洗替えによるものであります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 106

預金の種類  

普通預金 776,096

合計 776,202

 

②　売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

日立電子サービス株式会社 7,772

トランスコスモス株式会社 4,030

カルソニックカンセイ株式会社 2,100

株式会社ネクサス 1,617

鈴与シンワート株式会社 1,375

その他 9,531

合計 26,427

 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

97,049 198,368 268,991 26,427 91.1 113.6

　（注）　当期発生高には、消費税等が含まれております。

 

③　仕掛品

品名 金額（千円）

生産管理システム開発作業他 459

合計 459

 

④　固定化営業債権

相手先 金額（千円）

株式会社シー・エヌ・エス 69,053

合計 69,053
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⑤　保険積立金

相手先 金額（千円）

アクサ生命保険株式会社 95,715

合計 95,715

 

⑥　長期未収入金

相手先 金額（千円）

日本アイ・ビー・エム株式会社及び株式会社ネット
マークス

1,189,594

合計 1,189,594

 

⑦　買掛金

相手先 金額（千円）

上畑みのり 264

ＮＴＴ 57

合計 322

 

（３）【その他】

　訴訟

　当社は、日本アイ・ビー・エム株式会社及び株式会社ネットマークスに対し、平成19年２月２日付で売買代金の支払及

び損害賠償等を請求する訴訟の提起をしております。これに対し、一体的な解決を求めるとして、株式会社ネットマーク

スより平成19年２月15日付で関連する取引について反訴の提起を受けております。また、東京リース株式会社より平成

19年３月29日付で債務不履行解除に基づく原状回復を請求する訴訟及び、スカイピー・コム株式会社より平成19年６月

11日付で債務不履行に基づく原状回復を請求する訴訟の提起を受けております。
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第６【提出会社の株式事務の概要】
 

事業年度 2月1日から１月31日まで

定時株主総会 4月中

基準日 １月31日

株券の種類 １株券　10株券

剰余金の配当の基準日 １月31日、７月31日

１単元の株式数 －

株式の名義書換え  

取扱場所
大阪市北区堂島浜一丁目１番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国本支店
野村證券株式会社　全国本支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り  

取扱場所 －

株主名簿管理人 －

取次所 －

買取手数料 －

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】
 

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社には、親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

  
(1）
 

 
有価証券報告書
及びその添付書類

 
事業年度
（第11期）

 
自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日

 
 
平成19年５月１日
近畿財務局長に提出。

 

        
 

 

有価証券報告書の訂正報
告書
 
 

事業年度（第11期）（自 平成18年２
月１日　至 平成19年１月31日）の有価
証券報告書に係る訂正報告書でありま
す。

 
平成19年5月9日近畿財務局長
に提出

 

  
(2）
 

 
半期報告書
 

 
 
（第12期中）

 
自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日

 
 
平成19年10月30日
近畿財務局長に提出。

 

        
 (3）

 
 
 

臨時報告書
 
 
 

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第６号（訴訟の提起がされ
た場合又は解決した場合）の規定に基
づくもの

 

平成19年２月27日
近畿財務局長に提出。
 
 

 

        
 

  

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第６号（訴訟の提起がされ
た場合又は解決した場合）の規定に基
づくもの

 

平成19年４月27日
近畿財務局長に提出。
 
 

 

        
 

  

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第６号（訴訟の提起がされ
た場合又は解決した場合）の規定に基
づくもの

 

平成19年７月20日
近畿財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

  

 平成19年４月30日

株式会社デジタルデザイン  

 取締役会　御中  

 

 ペガサス監査法人 

 

 
代　表　社　員

業務執行社員
 公認会計士 安原　　徹　　㊞

 

 
代　表　社　員

業務執行社員
 公認会計士 松山　治幸　　㊞

     

 

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社デジタルデザインの平成18年２月１日から平成19年１月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について

監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基

礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社デジタルデザイン及び連結子会社の平成19年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当連結会計年度中において主要な市場並びに得意先を喪失し、

継続企業の前提に関する重要な疑義が生じている。当該状況に関する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。

　セグメント情報の事業の種類別セグメント情報に記載のとおり、会社は当連結会計年度より事業の種類別セグメント

の事業区分の変更を行っている。

　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年３月29日付で取引先より訴訟の提起を受けている。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。
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 独立監査人の監査報告書  

 

  

 平成19年４月30日

株式会社デジタルデザイン  

 取締役会　御中  

 

 ペガサス監査法人 

 

 
代　表　社　員

業務執行社員
 公認会計士 安原　　徹　　㊞

 

 
代　表　社　員

業務執行社員
 公認会計士 松山　治幸　　㊞

     

 

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社デジタルデザインの平成18年２月１日から平成19年１月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

デジタルデザインの平成19年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当事業年度中において主要な市場並びに得意先を喪失し、継続

企業の前提に関する重要な疑義が生じている。当該状況に関する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は

継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。

　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年３月29日付で取引先より訴訟の提起を受けている。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。
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 独立監査人の監査報告書  

 

  

 平成20年４月25日

株式会社デジタルデザイン  

 取締役会　御中  

 

 ペガサス大和監査法人 

 

 
指　定　社　員

業務執行社員

 
公認会計士 安原　　徹　　印

 

 
指　定　社　員

業務執行社員

 
公認会計士 松山　治幸　　印

     

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社デジタルデザインの平成19年２月１日から平成20年１月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

デジタルデザインの平成20年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当事業年度において重要な当期純損失を計上するとともに、継

続して営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じている。当該状

況に関する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重

要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。
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