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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】

回次
第14期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第13期

会計期間

自平成21年
２月１日
至平成21年
４月30日

自平成20年
２月１日
至平成21年
１月31日

売上高（千円） 68,889 204,244

経常損失（△）（千円） △30,028△143,851

四半期（当期）純利益又は純損失(△）（千円） △30,936 691,369

純資産額（千円） 1,736,6681,767,617

総資産額（千円） 1,771,6101,813,321

１株当たり純資産額（円） 64,013.2065,161.89

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は純損失金額（△）（円） △1,149.6125,691.90

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － －

自己資本比率（％） 97.2 96.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△8,860 757,437

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
49,850△703,768

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四半期末（期末）残高（千円） 795,605 854,316

従業員数（人） 24 19

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には消費税等は含まれておりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第13期は、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しないため、第14期第1四半期は潜在株式は存在するものの、四半期純損失であるため、記載しており

ません。 
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２【事業の内容】

当第1四半期連結会計期間において、当企業集団（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容において、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

 

 

 

 

３【関係会社の状況】

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。 

 

 

 

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年４月30日現在

従業員数（人） 24  

　（注）１．従業員はすべて正社員であります。

 

(2）提出会社の状況

 平成21年４月30日現在

従業員数（人） 19  

　（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。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

 

 　当第１四半期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、ＩＴ事業と不動産仲介事業の２区分とし

ました。したがって従来の「情報サービス事業」、「資格運営サービス事業」及び「診療分析データ提供サービス事

業」を「ＩＴ事業」に、「不動産仲介事業」を「リアルエステート事業」に区分しております。

 

(1)生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高（千円）

ＩＴ事業 6,406

合計 6,406

　（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。

３　リアルエステート事業につきましては、生産実績はありません。

(2)受注状況

　当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

ＩＴ事業  16,229 20,945

リアルエステート事業 32,040 －

合計 48,269 20,945

　（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。

(3)販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円）

ＩＴ事業 33,998

リアルエステート事業 34,891

合計 68,889

　（注）１　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２　当第1四半期連結会計期間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

当第1四半期連結会計期間
（自　平成21年2月１日
至　平成21年4月30日）

金額（千円） 割合（％）

マンション購入者（個人） 23,014 33.4

　（注）　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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２【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。

 

 

 

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

　　　文中の将来に関する事項は、当第1四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断

　　したものであります。 

 　　当第1四半期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、ＩＴ事業とリアルエステート事業の２区分

　としました。したがって従来の「情報サービス事業」、「資格試験運営サービス事業」及び「診療分析データ提供サー　

　ビス事業」を「ＩＴ事業」に、「不動産仲介事業」を「リアルエステート事業」に区分しております。

 

(１）業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済の急速な悪化の影響により企業収益が大幅に落ち込む

とともに個人消費も減少する等、きわめて厳しい状況で推移しました。

このような状況におきまして、情報産業は、いまやシステムを作れば効果が得られるといったIT投資は少なくなり、

顧客にとっての新しい価値を創造しビジネス価値を高めるITイノベーションが必要であり、クラウド、Ｓａａｓなど情

報技術全体の最適化とともに、経営との一体感が要求されてまいりました。

当企業集団は、当第1四半期連結会計期間におきまして、従来のネットワーク基盤ソフトをソリューションツールと

位置付け、グローバル化に対応する国際標準であるモデリング技術を、日本における設計段階での普及率50％を目指す

べく、ビジネスプロセスマネージメント（※1）関連ビジネスを推進し、SI事業を絡めた新ビジネスモデル構築のため

の事業基盤整備を進めるとともに、子会社ディーキューブにおいて大手ＩＴ企業が保有する投資不動産にかかるコン

サルティング活動を行ってまいりました。

以上の結果、当第1四半期連結会計期間におきましては、連結子会社の売上高が、IT事業の売上高の減少を補完したた

め売上高68百万円となりましたが、単体での売上高の減少および新規事業にかかる費用を吸収するには至らず、営業損

失31百万円、経常損失30百万円、四半期純損失30百万円となりました。

 

（ＩＴ事業）

当第1四半期連結会計期間におきまして、従来のネットワーク基盤ソフトをソリューションツールと位置付け、グ

ローバル化に対応する国際標準であるモデリング技術を、日本における設計段階での普及率50％を目指すべく、ビジネ

スプロセスマネージメント（※1）関連ビジネスを推進し、SI事業を絡めた新ビジネスモデル構築のための事業基盤整

備を進めてまいりました。

具体的には、モデリング関連事業を推進していくための人材確保、営業案件獲得および開発能力の基礎作りのため

の組織体制の整備をおこない、また、モデリング技術普及のために、モデリング技術の最新動向や海外の活用事例およ

び教育体系を紹介するフォーラムの開催準備等を行ってまいりました。

また、資格試験運用サービス事業におきしては、個人及び中堅企業からの受験者数の拡大を図るとともに今後、国内

提供を開始するＯＭＧ認定の「ＢＰＭ（※1）資格試験」の準備を行ってまいりました。

以上の結果、当第1四半期連結会計期間におきましては、売上高33,998千円、営業損失8,998千円となりました。

今後、当企業集団は新たな中期的戦略として、従来のネットワーク基盤ソフトをソリューションツールとして提供す

るとともに、モデリング関連事業を推進し、企業体質の改革、事業基盤の整備を進めてまいります。

 

（リアルエステート事業）

不動産仲介事業を展開する株式会社ディーキューブにおきましては、大手ＩＴ企業が保有する投資不動産にかかるコ

ンサルティング活動を中心に行なってまいりました。

以上の結果、売上高は34,891千円、営業損失10,498千円となりました。

今後、大手ＩＴ企業が保有する投資不動産にかかるコンサルティング活動に関連して第2四半期以降は現在進行中の不

動産売却仲介を通じて収益貢献を目論んでおります。

 

（※1）　ビジネスプロセスマネージメント（ＢＰＭ）とは、複数の業務プロセスや業務システムを見直し、最

　　　　適なプロセスに統合・制御・自動化して、改善を続けていく取り組みのこと。 

 

　

 

 

 

 

 

(２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、資金の減少額が58,710千円

となり、当連結会計期間末には795,605千円となりました。　

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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（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8,860千円となりました。

主な要因は税金等調整前四半期純損失が30,028千円になったことに加え、その他7,１77千円の資金の減少があり

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49,850千円となりました。

これは主に短期貸付金の50,000千円の増加によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間において財務活動はありませんでした。

 

(３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第1四半期連結会計期間において、当企業集団が対処すべき課題について重要な変更はありません。 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第1四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

 

 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

当第1四半期連結会計期間において、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
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年４月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年6月12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）

当社は単元株制度

を採用していない

ため、単元株式数

はありません。

計 26,910 26,910 － －

　（注）　提出日現在の発行数には、平成21年6月1日からこの四半期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。

（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）
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第１四半期会計期間末現在
（平成21年４月30日）

新株予約権の数 　　185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

新株予約権の目的となる株式の数 　　185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：　　　　　　　　　　　　　　　165,985円

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 －

株主総会の特別決議（平成17年４月26日）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年４月30日）

新株予約権の数 　　245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

新株予約権の目的となる株式の数 　　245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

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 －

株主総会の特別決議（平成18年４月26日）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年４月30日）

新株予約権の数 　　201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

新株予約権の目的となる株式の数 　　201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　：　　　　　　　　　　　　　　　333,100円

資本組入額：　　　　　　　　　　　　　　　166,550円
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第１四半期会計期間末現在
（平成21年４月30日）

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、

監査役及び従業員ならびに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 －
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

（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21年2月1日～平

成21年4月30日 
－ 26,910 － 1,119,605 － 1,348,605

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第1四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。 

 

 

 

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成21年1月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

平成21年4月30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６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６個が含まれております。

 

 

②【自己株式等】

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有株

式（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 － － － － － 

 

 

 

 

２【株価の推移】

当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

月別
平成21年
２月

３月 ４月

最高（円） 13,00026,50035,500

最低（円） 10,00010,50021,600

　（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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３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成21年２月１日から平

成21年４月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、ペガサス大和監査法人による四半期レビューを受けてお

ります。
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１【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４月30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１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 795,605 854,316

受取手形及び売掛金 16,717 27,601

商品 76,106 94,584

仕掛品 286 169

貯蔵品 1,227 1,274

その他 10,112 11,217

貸倒引当金 △230 △49

流動資産合計 899,825 989,115

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,066 4,066

減価償却累計額 △2,169 △2,057

建物及び構築物（純額） 1,897 2,009

その他 14,949 14,949

減価償却累計額 △12,404 △12,087

その他（純額） 2,544 2,861

有形固定資産合計 4,442 4,871

無形固定資産

のれん 18,168 19,237

その他 9,544 10,289

無形固定資産合計 27,713 29,527

投資その他の資産

投資有価証券 13,289 13,265

差入保証金 624,566 624,566

長期貸付金 56,800 6,950

その他 144,972 145,024

投資その他の資産合計 839,629 789,806

固定資産合計 871,785 824,206

資産合計 1,771,610 1,813,321

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 － 66

未払法人税等 2,035 5,699

その他 32,906 39,938

流動負債合計 34,942 45,703

負債合計 34,942 45,703
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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４月30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１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,119,605 1,119,605

資本剰余金 1,348,605 1,348,605

利益剰余金 △745,640 △714,704

株主資本合計 1,722,570 1,753,506

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 24 －

評価・換算差額等合計 24 －

少数株主持分 14,073 14,110

純資産合計 1,736,668 1,767,617

負債純資産合計 1,771,610 1,813,321
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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２月１日
　至　平成21年４月30日)

売上高 68,889

売上原価 30,183

売上総利益 38,706

販売費及び一般管理費 70,385

営業損失（△） △31,679

営業外収益

受取利息 1,289

為替差益 356

その他 5

営業外収益合計 1,651

経常損失（△） △30,028

税金等調整前四半期純損失（△） △30,028

法人税、住民税及び事業税 945

少数株主損失（△） △37

四半期純損失（△） △30,936
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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２月１日
　至　平成21年４月30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損失（△） △30,028

減価償却費 1,181

のれん償却額 1,069

貸倒引当金の増減額（△は減少） 181

受取利息及び受取配当金 1,289

売上債権の増減額（△は増加） 10,884

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,407

仕入債務の増減額（△は減少） △66

その他 △7,177

小計 △4,257

利息及び配当金の受取額 △1,289

法人税等の支払額 △3,313

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出 △50,000

貸付金の回収による収入 150

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58,710

現金及び現金同等物の期首残高 854,316

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 795,605
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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】

 

 当第１四半期連結会計期間

（自　平成21年2月１日

　至　平成21年4月30日）

 当企業集団は、前連結会計年度に引き続き、当第1四半期連結累計期間においても営業損失を計上しております。当該状況

により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当企業集団は、当該状況を解消すべく子会社を含めた事業体制を積極的に再編し、事業単位で戦略・戦術の確立と予算管

理を徹底させ、効率性、合理性を検証いたします。

　ＩＴ事業におきましては、自社ソフトの優位性を活かせるソリューションの企画開発及びグローバル化に対応する国際

標準であるモデリング技術を活用したプロセスマネージメント関連ビジネスを推進し、SI事業を絡めたビジネスモデルを

パートナーとともに構築してまいります。また、リアルエステート事業におきましては、フィービジネスを指向し、リノ

ベーション業を含めた不動産仲介業の推進とともに大手企業が保有する投資不動産にかかるコンサルティングなどを含

め、収益体質の改善に取り組んでまいります。

　四半期連結財務諸表は、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四半期連結財務諸表には

反映しておりません。
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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等の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

（たな卸資産）

当社及び連結子会社は、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成18年7月5

日　企業会計基準第9号）を適用し、評価基準及び評価方法については、個別法による原価法から、個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）に変更しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 

簡便な会計処理

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

(1）固定資産の減価償却費の算定

方法
　定率法を採用している資産については、

　当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）一般債権の貸倒見積高の算定

方法

　当第1四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算出したものと著

しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸

倒見積高を算定しております。
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30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  12,660千円

 給与手当  15,656千円

 支払手数料  12,911千円

 減価償却費  201千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に載記されている科目の金額との関係 

 （平成21年4月30日現在）

現金及び預金勘定 795,605千円

現金及び現金同等物 795,605千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年４月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年２月１日　至　

平成21年４月30日）

１．発行済株式の種類並びに総数及び自己株式の種類及び総数

 
前連結会計年度末株式

数（株）

当第1四半期連結会計期

間増加株式（株）

当第1四半期連結会計期

間減少株式（株）

当第1四半期連結会計期

間末株式数（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．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項

該当事項はありません。 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年2月1日　至　平成21年4月30日）        

                                                                           （単位：千円)

 ＩＴ事業
リアル

エステート事業
計 消去又は全社 連結

　売上高  33,998  34,891  68,889  －  68,889

    計  33,998  34,891  68,889  －  68,889

　営業費用  42,996  45,389  88,386  12,182  100,568

営業利益又は営業損失（△）  △8,998  △10,498  △19,496 △12,182 △31,679

 

 

（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 主要サービスおよび製品

ＩＴ事業

モデリング技術関連サービス

モデリング技術を活用したシステムインテグレーションサービス

ライセンスソフトウェア販売及び保守

資格試験運営サービス

リアルエステート事業 不動産仲介、コンサルティング及び販売代理

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は、当第1四半期連結累計期間は28,649千円で

あります。これは主に、親会社の管理部門に係る費用であります。   

４.（事業区分の方法の変更）

　　　　　　事業区分の方法については、従来、製品・サービスの系列及び市場の類似性等の観点に基づき４区分として

　　　　　おりましたが、当第１四半期連結会計期間において、「診療分析データサービス事業」におきましては、ＩＴ　

　　　　事業において事業モデルを検討することとし、また「資格試験運営サービス事業」につきましては、ＩＴ事業に

　　　　おいて推進していくモデリング技術の活用と相乗効果を求めることと致しました。そのため、当第１四半期連結

　　　　会計年度より事業の種類別セグメントの区分を変更し、従来の「情報サービス事業」「資格試験運営サービス事

　　　　業」及び「診療分析データサービス事業」を「ＩＴ事業」に、「不動産事業」を「リアルエステート事業」に区

　　　　分する２区分といたしました。

　　　　　　なお、従来の事業区分によった場合の当第1四半期累計期間の売上高及び営業利益は、情報サービス事業に

          おいては売上高20,398千円、営業利益△1,451千円、資格試験運営サービス事業においては売上高13,599千　　　

　　　　　円、営業利益△1,545千円、診療分析データサービス事業においては売上高－千円、営業利益△6,001千円であ

　　　　　ります。

 

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間（自平成21年2月1日　至平成21年4月30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】

当第1四半期連結累計期間（自平成21年2月1日　至平成21年4月30日）において、海外売上高がいずれも連結売上

高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 

 

 

（有価証券関係）

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、当企業集団の事業の運営において重要なものではなく、かつ、前

連結会計年度末と比較して著しい変動がありません。

 

（デリバティブ取引関係）
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当第1四半期連結会計期間（自　平成21年2月1日　至　平成21年4月30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。 
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（ストック・オプション等関係）

　　　　当第1四半期連結会計期間（自　平成21年2月1日　至　平成21年4月30日）

　　　　１．ストック・オプションに係る当第１四半期会計期間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．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプション内容

　　　　　　該当事項はありません。 

 

EDINET提出書類

株式会社デジタルデザイン(E05094)

四半期報告書

24/28



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年４月30日）

前連結会計年度末
（平成21年1月31日）

１株当たり純資産額 64,013.20円 １株当たり純資産額 65,161.89円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

１株当たり四半期純利益金額 △1,149.61円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるた

め記載しておりません。 

 

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益 　　△30,936千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る四半期純利益 △30,936千円

期中平均株式数 26,910株

（重要な後発事象）

　　　　当第１四半期連結会計期間（自　平成21年2月1日　至　平成21年4月30日）

　　　　　該当事項はありません。 
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２【その他】

（訴訟） 

民事再生手続中である株式会社アイ・エックス・アイとの取引に絡み、東京リース株式会社より平成19年3月29日付

け、スカイピー・コム株式会社より平成19年6月11日付で訴訟の提起を受けておりますが、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、早期解決に努めてまいります。
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年6月12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項の規定に基づき、「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21年２月１日から平成22年１月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成21年２月１日から

平成21年４月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、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実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社デジタルデザイン及び連結子会社の平成21年４月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

 追記情報

 　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度に引き続き、当第１四半期連結累計期間に

おいても営業損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。

 　当該状況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期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四半期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」の（注）４. に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会計期間から事業区分の方法変更している。 

 

 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

（注）１．上記は、四半期レビュー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、その原本は当社（四半期

　　　　　報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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