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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２四半期連結
累計期間

第14期
第２四半期連結
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
７月31日

自平成21年
５月１日
至平成21年
７月31日

自平成20年
２月１日
至平成21年
１月31日

売上高（千円） 148,221 79,331 204,244

経常損失（△）（千円） △62,612 △32,584 △143,851

四半期（当期）純利益又は純損失(△）（千円） △63,405 △32,469 691,369

純資産額（千円） －　 1,703,1501,767,617

総資産額（千円） －　 1,739,6561,813,321

１株当たり純資産額（円） －　 62,807.3465,161.89

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は純損失金額（△）

（円）
△2,356.19△1,206.5825,691.90

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）
△4,635 －　 757,437

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△50,340 －　 △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） － 799,340 854,316

従業員数（人） － 22 20

　（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．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２四半期連結累計期間及び第14期第２四半期連結会計期間は、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。 
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２【事業の内容】

当第２四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２四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７月31日現在

従業員数（人） 22  

　（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７月31日現在

従業員数（人） 17  

　（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】

 　第１四半期連結会計期間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。

　なお、「診療分析データ提供サービス事業」につきましては、「IT事業」に移し、再度事業モデルを検討しており、こ

の措置に伴いインテラ・ブレーン社は一旦、事業活動を休止しております。　

　

(1)生産実績

　当第２四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 5,772

合計 5,772

　（注）１　金額は、製造原価によります。

２　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２四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  67,348 45,401

リアルエステート事業 37,956     －

合計 105,304 45,401

　（注）１　金額は、販売価格によります。

　

(3)販売実績

　当第２四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 41,375

リアルエステート事業 37,956

合計 79,331

　（注）１　当第２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年5月１日
至　平成21年7月31日）

金額（千円） 割合（％）

土地購入者（個人） 31,938 40.3

　アイ・エム・エス・ジャパン

　株式会社
12,000 15.1
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２【事業等のリスク】

（1） 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、本四半期報告書提出日現在において当企業集団が判断したものであり、当企業集団の事業

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

 当企業集団は、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日付けで訴訟の提起を受けております。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 事業モデルの構造転換ついて

　　当企業集団は、IT事業、リアルエステート事業ともに事業モデルの構造転換をはかっております。これらの構造転換

がもたらす影響については、必ずしも当社企業集団が予め想定しなかった結果が生じる可能性も否定できず、当

企業集団の業績に影響を与える可能性があります。

③ OMGとの関係について

　　当企業集団は、事業モデルの構造転換をはかっております。国際標準化団体OMGとの連携は当社の今後のモデリ

　ング関連事業の成功に重要な影響を及ぼす可能性があります。

④ 知的所有権について

　当企業集団は現在「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、当企業集団の業績への影響を及ぼす可能性があります。

　

（2） 当企業集団では、前連結会計年度に引き続き、当第２四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。これにより、当企業集団には継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。　　

　

３【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。

　

４【財政状態及び経営成績の分析】

　 

 (１）業績の状況

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、企業収益や設備投資の減

少等により、依然厳しい状況で推移いたしました。

情報サービス産業におきましては、ＩＴ投資抑制のなか、顧客にとってのビジネス価値を高めるアプローチが必要とな

り、情報技術全体の最適化とともに経営との一体感が強く要求されてまいりました。

当企業集団は、グローバル化に対応しうるモデリング技術の普及と活用を推進すべく、ＯＭＧ認定技術者資格試験、

ＢＰＭ（＊１）コンサルティング、モデリング技術を活用した構築などへ、事業モデルの構造転換をはかっております。

また、連結子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処理にかかるコンサルティング活

動と本業務に連動する不動産仲介活動を行ってまいりました。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間におきまして売上高79百万円となりましたが、費用を吸収するにはいたらず、営

業損失33百万円、経常損失32百万円、四半期純損失32百万円となりました。

　

（ＩＴ事業）

ＩＴ事業におきまして、今後大きな市場が見込めるＢＰＭ／ＳＯＡ分野へ向け、より上流工程を狙った案件の発掘活動

を進めるため、具体的なモデリングビジネス企画立案、コンピュータ利用技術に関する国際標準化団体ＯＭＧ及び関連団

体との連携の強化、首都圏及びモデリングビジネスへの人員シフト、ＢＰＭの普及と活用の推進のためのフォーラム実施

などを行ってまいりました。

逆に、市場が不透明なシステム開発支援サービス業務にかかわる直接要員は縮小いたしました。さらに、販売活動に応用

するため当社でＢＰＭを活用した内部統制システムの記述を行っております。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間におきましては、売上高41百万円、営業損失5百万円となりました。
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（リアルエステート事業）

　連結子会社ディーキューブにおきまして、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に傾注し

てまいりました。

以上の結果、売上高は37百万円、営業損失14百万円となりました。

今後は、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に関連した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）ＢＰＭ(ビジネスプロセスモデリング)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ゆく取り組み。

　

(２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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、799,340千円となりました。

　

　当第２四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。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得た資金は4,225千円となりました。

　主な要因は、税金等調整前四半期純損失が32,584千円となったものの、たな卸資産の減少による資金の増加が　

　額30,801千円となったためであります。

　

（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490千円となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四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２四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。 

　

(４）当企業集団には継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。　詳細につきまし　

　　ては、「第５　経理の状況　１　四半期連結財務諸表」の「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状

　　況」に記載しております。　

　

EDINET提出書類

株式会社デジタルデザイン(E05094)

四半期報告書

 6/31



第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第２四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２四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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年７月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年９月14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9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17年４月26日）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年７月31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 －
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株主総会の特別決議（平成18年４月26日）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年７月31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

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5月1日～平

成21年7月31日 
－ 26,910 － 1,119,605 － 1,348,605

（５）【大株主の状況】

　 平成21年７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

　デジタルデザイン役員持株会 　大阪市北区西天満４―１１―２２ 366 1.36

　山下　博 　大阪府泉南市 324 1.20

　大阪証券金融株式会社 　大阪市中央区北浜２―４―６ 199 0.73

　長坂　章生 　山梨県甲府市 188 0.69

　松山　恭幸 　和歌山県伊都郡九度山町 187 0.69

　康　健 　埼玉県鳩ヶ谷市 152 0.56

　又吉　光邦 　沖縄県宜野湾市 127 0.47

　河津　大志 　横浜市神奈川区 113 0.41

計 － 17,056 63.38
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年７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５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５個が含まれております。

 

 

②【自己株式等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年７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（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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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 ５月 ６月 ７月

最高（円） 13,00026,50035,50030,60030,50027,000

最低（円） 10,00010,50021,60020,20020,80017,790

　（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２四半期連結会計期間（平成21年５月１日から平

成21年７月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年２月１日から平成21年７月31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２四半期連結会計期間末
(平成21年７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１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 799,340 854,316

売掛金 15,165 27,601

商品 45,432 94,584

仕掛品 159 169

貯蔵品 1,227 1,274

その他 8,439 11,217

貸倒引当金 △96 △49

流動資産合計 869,667 989,115

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 △2,281 △2,057

建物及び構築物（純額） 1,785 2,009

その他 15,085 14,949

減価償却累計額 △12,729 △12,087

その他（純額） 2,356 2,861

有形固定資産合計 4,141 4,871

無形固定資産

のれん 17,098 19,237

その他 8,804 10,289

無形固定資産合計 25,903 29,527

投資その他の資産

投資有価証券 13,309 13,265

差入保証金 625,064 624,566

長期貸付金 56,650 6,950

その他 144,921 145,024

投資その他の資産合計 839,944 789,806

固定資産合計 869,989 824,206

資産合計 1,739,656 1,813,321

負債の部

流動負債

買掛金 1,619 66

未払法人税等 4,473 5,699

その他 30,412 39,938

流動負債合計 36,506 45,703

負債合計 36,506 45,703
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７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 △778,109 △714,704

株主資本合計 1,690,101 1,753,506

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 44 －

評価・換算差額等合計 44 －

少数株主持分 13,005 14,110

純資産合計 1,703,150 1,767,617

負債純資産合計 1,739,656 1,813,321
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年７月31日)

売上高 148,221

売上原価 71,507

売上総利益 76,714

販売費及び一般管理費 ※1
 141,702

営業損失（△） △64,988

営業外収益

受取利息 2,046

為替差益 280

その他 64

営業外収益合計 2,391

営業外費用

その他 15

営業外費用合計 15

経常損失（△） △62,612

税金等調整前四半期純損失（△） △62,612

法人税、住民税及び事業税 1,897

法人税等合計 1,897

少数株主損失（△） △1,105

四半期純損失（△） △63,405
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年５月１日
　至　平成21年７月31日)

売上高 79,331

売上原価 41,323

売上総利益 38,007

販売費及び一般管理費 ※1
 71,317

営業損失（△） △33,309

営業外収益

受取利息 756

その他 59

営業外収益合計 815

営業外費用

為替差損 75

その他 15

営業外費用合計 91

経常損失（△） △32,584

税金等調整前四半期純損失（△） △32,584

法人税、住民税及び事業税 952

法人税等合計 952

少数株主損失（△） △1,067

四半期純損失（△） △32,469
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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２四半期連結累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △62,612

減価償却費 2,358

のれん償却額 2,139

貸倒引当金の増減額（△は減少） 47

受取利息及び受取配当金 △2,046

売上債権の増減額（△は増加） 12,436

たな卸資産の増減額（△は増加） 49,209

仕入債務の増減額（△は減少） 1,553

その他 △6,817

小計 △3,732

利息及び配当金の受取額 2,046

法人税等の支払額 △2,949

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,635

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 △135

貸付けによる支出 △50,000

貸付金の回収による収入 300

その他 △505

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,340

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 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,975

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 799,340
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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２四半期連結累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年７月31日）

当企業集団は、前連結会計年度に引き続き、当第２四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を生じさせるような状況が存在しております。

四半期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行なうとともに、効率性、合理性を検証いたします。

ＩＴ事業におきましては、新しいビジネスモデルの実現に向け　①日本企業のグローバル化に対応して国際標準である

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　②新ビジネスモデルの構築にあたり、過去の当企業集団の財産でもあるお客様及び子会社UML教育研究所に

おけるパートナー、認定ユーザ様を中心にアプローチを展開いたします。

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、収益体質の改善に取り組んでまいります。

　しかし、以上の対応策については実施途上にあることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れます。　

　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。
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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２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31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、この変更に伴う第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31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２四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２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７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  23,370千円

 給与手当  34,618千円

 支払手数料  25,053千円

 減価償却費  414千円

 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７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  10,710千円

 給与手当  18,961千円

 支払手数料  12,142千円

 減価償却費  212千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31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7月31日現在）

現金及び預金勘定 799,340千円

現金及び現金同等物 799,340千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年７月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年２月１日　至　

平成21年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　26,910株

　

　２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

　

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。 

 

４．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２四半期連結会計期間（自　平成21年5月1日　至　平成21年7月31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  41,375  37,956  79,331  －  79,331

    計  41,375  37,956  79,331  －  79,331

　営業費用  47,305  52,455  99,761  12,880  112,641

営業利益又は営業損失（△）  △5,930  △14,498  △20,429 △12,880 △33,309
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当第２四半期連結累計期間（自　平成21年2月1日　至　平成21年7月31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  75,373  72,847  148,221  －  148,221

    計  75,373  72,847  148,221  －  148,221

　営業費用  90,302  97,845  188,147  25,062  213,209

営業利益又は営業損失（△）  △14,928 △24,997  △39,926 △25,062 △64,988

 

 

（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.（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、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、第１四半期連結

　　　　会計期間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。

　　　　　また、従来の事業区分によった場合の当第２四半期連結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48,210千円、営業利益△9,133千円、資格試験運営サービス事業においては売上高27,163千円　　　

　　　　営業利益△5,795千円であります。

　　　　　なお、「診療分析データ提供サービス事業」につきましては、「IT事業」に移し、再度事業モデルを検討し　　　　

　　　　ており、この措置に伴いインテラ・ブレーン社は一旦、事業活動を休止しております。

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成21年5月1日　至平成21年7月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成

21年2月1日至平成21年7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】

当当第２四半期連結会計期間（自平成21年5月1日　至平成21年7月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成21年2月1日至平成21年7月31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。 
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（有価証券関係）

　当第2四半期会計期間末（平成21年７月31日）

有価証券の四半期連結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）

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年5月1日　至　平成21年7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。 
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（ストック・オプション等関係）

　　　　当第２四半期連結会計期間（自　平成21年5月1日　至　平成21年7月31日）

　　　　１．ストック・オプションに係る当第２四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２四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。 
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年７月31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 62,807.34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２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △2,356.19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。 

１株当たり四半期純損失金額 △1,206.58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２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純損失 　　△63,405千円 　　△32,469千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る四半期純損失 △63,405千円 △32,469千円

期中平均株式数 26,910株 26,910株

（重要な後発事象）

　　　　当第２四半期連結会計期間（自　平成21年5月1日　至　平成21年7月31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9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２四半期連結会計期間（平成21年５月１日から

平成21年７月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年２月１日から平成21年７月31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７月31日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累

計期間のキャッシュ・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２四半期連結累計期間に

おいても営業損失を計上している状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

り、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に関する対応策及び重要な不確実性

が認められる理由について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

のような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。　

　

　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

（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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