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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３四半期連結
累計期間

第14期
第３四半期連結
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
10月31日

自平成21年
８月１日
至平成21年
10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） 287,731 139,510 204,244

経常利益又は経常損失（△）（千円） △45,113 17,499 △143,851

四半期（当期）純利益又は純損失(△）（千円） △872,072 △808,667 691,369

純資産額（千円） －　 895,883 1,767,617

総資産額（千円） －　 1,750,3471,813,321

１株当たり純資産額（円） －　 32,756.4165,161.89

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は純損失金額（△）

（円）
△32,407.00△30,050.8125,691.90

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（％） －　 50.4 96.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
32,134 －　 757,437

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△5,879 －　 △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） － 880,571 854,316

従業員数（人） － 21 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３四半期連結累計期間及び第14期第３四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３四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３四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10月31日現在

従業員数（人） 21  

　（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10月31日現在

従業員数（人） 16  

　（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３四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 6,470

合計 6,470

　（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３四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  42,910 14,533

リアルエステート事業 93,976 925

合計 136,886 15,458

　（注）１　金額は、販売価格によります。

　

(3)販売実績

　当第３四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 46,459

リアルエステート事業 93,050

合計 139,510

　（注）１　当第３四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３四半期連結会計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日）

金額（千円） 割合（％）

ＭＩＤ都市開発㈱ 49,112 35.2

土地購入者（個人） 22,852 16.4
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２【事業等のリスク】

    (１)当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。　

　　　また、第２四半期連結会計期間の四半期報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

    (２）当企業集団では、前連結会計年度に引き続き、当第３四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、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

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

致しました。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。

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）業績の状況　

当第３四半期連結会計期間のわが国経済は、昨年来の急激な景況悪化傾向の下げ止まりがみられるなど、一部では持

ち直しに転じつつあるものの、企業収益の動向は厳しい局面を脱してはおらず、引き続き強い停滞感の中で推移いたしま

した。

情報サービス産業におきましては、企業収益の悪化から設備投資が抑制される傾向にあり、新規案件へのＩＴ投資が

抑制されるなど企業のＩＴ投資意欲に後退が見られ、引き続き厳しい事業環境が続いております。

このような環境の下、当企業集団は、グローバル化に対応するモデリング技術の普及と活用を推進するため、従来

の資格試験事業のみに留まらず教育事業及びモデリング技術をベースとしたコンサルティング事業モデルへの構造転

換をはかっております。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間におきましては、売上高139百万円（前年同期比228.5％増）となりまし　

た。

　利益面におきましては、営業利益17百万円、経常利益17百万円となりました。

　なお、平成21年11月27日付「訴訟の判決に関するお知らせ」および平成21年12月1日付「訴訟（控訴）の提起に関す　

るお知らせ」で公表しておりましたとおり、当社とスカイピー・コム株式会社との間の売買代金返還請求事件につい　

て、平成21年11月27日付で大阪地方裁判所より当社がスカイピー・コム社に対して592百万円およびその遅延損害金を

支払うことの一審判決を受けました。

　当社としましては不当と考えており、本判決の是正を求めるため、代理人弁護士事務所を変更し、大阪高等裁判所に

控訴いたしました。万一、本判決が最終的に大阪地方裁判所の判決どおりに確定した場合に備え、これらにより発生す

る返還請求額およびその遅延損害金ならびに弁護士費用等の損失見込み額等を訴訟損失引当金繰入額として特別損失

に

計上したため、四半期純損失は808百万円となりました。

　今後、控訴審において当該損失を取り戻すべく、当社の主張が認められるよう全力を尽くしてまいります。本訴訟が

最終的に解決された場合、解決の結果によって訴訟損失引当金繰入額として特別損失に計上した金額の一定部分を特別

利益に計上する可能性がございます。

　　

（ＩＴ事業）　

　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の活動

として、お客様企業の業務プロセスの見える化を促進するため、教育およびコンサルティングメニューの充実、およ

び社内体制整備を含む社員教育等を実施してまいりました。また、連結子会社の株式会社UML教育研究所において、ビ

ジネス・プロセス・モデリング協議会を設立し、BPMに特化し日本での認知度の向上を目指すなど、戦略にあわせた体

制の整備をおこなってまいりました。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間におきましては、売上高46,459千円、営業損失10,872千円となりました。

　

（リアルエステート事業）　
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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おこなってまいりました結果、大型の不動産仲介案件が成約するに至りました。

以上の結果、当連結会計期間におきましては、売上高93,050千円、営業利益38,576千円となりました。　

　

（＊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、自動化して改善をつづけてゆく取り組み。

　　

(２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、880,571千円となりまし

た。　

　当第３四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36,769千円となりました。

　主な要因は、税金等調整前四半期純損失が806,270千円となりましたが、訴訟損失引当金の繰入819,065千円等が

あったためであります。　

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の増加した資金は44,461千円となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四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３四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。　　

当企業集団は、前連結会計年度に引き続き、当第３四半期連結累計期間においても営業損失を計上しており、また、当第

３四半期連結会計期間において訴訟損失引当金繰入額819,065千円を計上した結果、当第３四半期当連結累計期間の四半

期純損失が872,072千円となっております。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。

具体的には、受注の絶対額が不足している中、受注を確保するための商材を明確にし、それぞれの分野における営業プ

ロセス及び営業ツールをマーケットの変化に合わせて更新し、実行、活用してまいります。また、既存収益を確保している

分野における人員の役割を明確に設定し、再配置をおこなうとともに、収益を確保しきれていない分野におきましては、

マネージメント層が積極的にお客様に伺い、お客様の環境と要求を聞き取り、ビジネスプランに活かすとともに、成約ま

でのアクションを構成要員とともに検討、実行してまいります。さらに、直接部門全員が収益に貢献しうる活動にあたる

ようマネージメントが、明確な業務を指示してまいります。

間接部門につきましては、業務手順の標準化によるムダ、ムラ、ムリの排除と低コスト化に取り組んでまいります。事業

分野毎につきましては以下を展開しております。

　

（ＩＴ事業）　

子会社の（株）UML教育研究所と連携を強化しOMGの国際標準であるモデリング技術を活用した関連ビジネスの推進

のため基盤、体制の整備を急ぎます。まず、①モデリング関連事業会社とのコミュニティを形成し教育事業の拡大　②国

内の個人、企業のパートナーとともにコンサル事業、SI事業の立ち上げ、特に営業提案能力に重点をおき競争会社との

優位性の確保及びコンサル手法として、OMGメンバーであるコンサルパートナーとの提携による新しいBPMコンサルの

実現を目指します。

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、子会社のUML教育研究所におけるパー

トナー、認定ユーザ様及び過去2回のフォーラム参加者を中心にアプローチを展開いたします。　

（リアルエステート事業）

長期化する住宅不況を踏まえ、収益基盤の転換を図ってまいります。具体的には、人脈のある金主の方々からの要請

に答え、既存の不動産市場に流通していない高利回りの収益不動産に的を絞った大型仲介斡旋を通じて収益体質の改

善に取り組んでまいります。

　

訴訟損失引当金を計上いたしました事につきましては、当社としましては一審判決を不当と考えており、本判決の是正
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を求めるため、代理人弁護士事務所を変更し、大阪高等裁判所に控訴いたしました。今後、控訴審において当社の主張が認

められるよう全力を尽くしてまいります。　

しかし、以上の対応策については実施途上にあり、また訴訟については現在係争中であることから、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、将来に関する事項については、当社が四半期報告書提出日現在において判断したものであります。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四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３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。 

 

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社デジタルデザイン(E05094)

四半期報告書

 8/33



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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年10月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年12月15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12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３四半期会計期間末現在
（平成21年10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 －

　

EDINET提出書類

株式会社デジタルデザイン(E05094)

四半期報告書

 9/33



株主総会の特別決議（平成18年４月26日）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年10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8月1日～平

成21年10月31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無く、当第３四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】

　当第３四半期会計期間末日の「議決権の状況」については、株主名簿の記載確認できないため、記載する事ができ

ない事から、直前の基準日（平成21年7月31日）に基づく株主名簿のよる記載をしております。

　

①【発行済株式】

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年10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。
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②【自己株式等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年10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 ８月 ９月 10月

最高（円） 13,00026,50035,50030,60030,50027,00021,50021,50018,610

最低（円） 10,00010,50021,60020,20020,80017,79018,90018,10016,000

　（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３四半期連結会計期間（平成21年８月１日から平

成21年10月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年２月１日から平成21年10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３四半期連結会計期間末
(平成21年10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 880,571 854,316

売掛金 15,440 27,601

商品 25,004 94,584

仕掛品 1,088 169

貯蔵品 72 1,274

その他 9,678 11,217

貸倒引当金 △49 △49

流動資産合計 931,805 989,115

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 △2,393 △2,057

建物及び構築物（純額） 1,673 2,009

その他 15,085 14,949

減価償却累計額 △13,052 △12,087

その他（純額） 2,033 2,861

有形固定資産合計 3,706 4,871

無形固定資産

のれん 11,324 19,237

その他 8,082 10,289

無形固定資産合計 19,407 29,527

投資その他の資産

投資有価証券 13,305 13,265

差入保証金 625,064 624,566

長期貸付金 6,500 6,950

その他 150,558 145,024

投資その他の資産合計 795,428 789,806

固定資産合計 818,542 824,206

資産合計 1,750,347 1,813,321

負債の部

流動負債

買掛金 1,449 66

未払法人税等 4,132 5,699

訴訟損失引当金 819,065 －

その他 29,817 39,938

流動負債合計 854,464 45,703

負債合計 854,464 45,703
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10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 △1,586,777 △714,704

株主資本合計 881,434 1,753,506

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 40 －

評価・換算差額等合計 40 －

少数株主持分 14,408 14,110

純資産合計 895,883 1,767,617

負債純資産合計 1,750,347 1,813,321

EDINET提出書類

株式会社デジタルデザイン(E05094)

四半期報告書

17/33



（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年10月31日)

売上高 287,731

売上原価 118,170

売上総利益 169,561

販売費及び一般管理費 ※1
 217,031

営業損失（△） △47,470

営業外収益

受取利息 2,251

為替差益 21

その他 83

営業外収益合計 2,356

経常損失（△） △45,113

特別損失

減損損失 4,704

訴訟損失引当金繰入額 ※2
 819,065

特別損失合計 823,769

税金等調整前四半期純損失（△） △868,883

法人税、住民税及び事業税 2,891

法人税等合計 2,891

少数株主利益 297

四半期純損失（△） △872,072
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年８月１日
　至　平成21年10月31日)

売上高 139,510

売上原価 46,663

売上総利益 92,847

販売費及び一般管理費 ※1
 75,329

営業利益 17,518

営業外収益

受取利息 205

その他 34

営業外収益合計 239

営業外費用

為替差損 258

営業外費用合計 258

経常利益 17,499

特別損失

減損損失 4,704

訴訟損失引当金繰入額 ※2
 819,065

特別損失合計 823,769

税金等調整前四半期純損失（△） △806,270

法人税、住民税及び事業税 993

法人税等合計 993

少数株主利益 1,403

四半期純損失（△） △808,667
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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３四半期連結累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年10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（△） △868,883

減価償却費 3,515

減損損失 4,704

のれん償却額 3,208

訴訟損失引当金の増減額 819,065

受取利息及び受取配当金 △2,251

売上債権の増減額（△は増加） 12,161

たな卸資産の増減額（△は増加） 69,863

仕入債務の増減額（△は減少） 1,382

その他 △7,312

小計 35,454

利息及び配当金の受取額 2,251

法人税等の還付額 277

法人税等の支払額 △5,848

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,134

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 50,450

その他 △6,194

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,254

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 ※1
 880,571
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【継続企業の前提に関する注記】

　

  当第３四半期連結累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年10月31日）

当企業集団は、前連結会計年度に引き続き、当第３四半期連結累計期間においても営業損失を計上しており、また、当第

３四半期連結会計期間において訴訟損失引当金繰入額819,065千円を計上した結果、当第３四半期当連結累計期間の四半

期純損失が872,072千円となっております。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。

具体的には、受注の絶対額が不足している中、受注を確保するための商材を明確にし、それぞれの分野における営業プ

ロセス及び営業ツールをマーケットの変化に合わせて更新し、実行、活用してまいります。また、既存収益を確保している

分野における人員の役割を明確に設定し、再配置をおこなうとともに、収益を確保しきれていない分野におきましては、

マネージメント層が積極的にお客様に伺い、お客様の環境と要求を聞き取り、ビジネスプランに活かすとともに、成約ま

でのアクションを構成要員とともに検討、実行してまいります。さらに、直接部門全員が収益に貢献しうる活動にあたる

ようマネージメントが、明確な業務を指示してまいります。

間接部門につきましては、業務手順の標準化によるムダ、ムラ、ムリの排除と低コスト化に取り組んでまいります。事業

分野毎につきましては以下を展開しております。

　

（ＩＴ事業）

子会社の（株）UML教育研究所と連携を強化しOMGの国際標準であるモデリング技術を活用した関連ビジネスの推進

のため基盤、体制の整備を急ぎます。まず、①モデリング関連事業会社とのコミュニティを形成し教育事業の拡大　②国

内の個人、企業のパートナーとともにコンサル事業、SI事業の立ち上げ、特に営業提案能力に重点をおき競争会社との

優位性の確保及びコンサル手法として、OMGメンバーであるコンサルパートナーとの提携による新しいBPMコンサルの

実現を目指します。

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、子会社のUML教育研究所におけるパー

トナー、認定ユーザ様及び過去2回のフォーラム参加者を中心にアプローチを展開いたします。

　

（リアルエステート事業）

長期化する住宅不況を踏まえ、収益基盤の転換を図ってまいります。具体的には、人脈のある金主の方々からの要請に

答え、既存の不動産市場に流通していない高利回りの収益不動産に的を絞った大型仲介斡旋を通じて収益体質の改善に

取り組んでまいります。

　

　訴訟損失引当金に計上いたしました事につきましては、当社としましては一審判決を不当と考えており、本判決の是正

を求めるため、代理人弁護士事務所を変更し、大阪高等裁判所に控訴いたしました。今後、控訴審において当社の主張が認

められるよう全力を尽くしてまいります。

　しかし、以上の対応策については実施途上にあり、また訴訟については現在係争中であることから、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３四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10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日公表分　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３四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３四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10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３四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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【追加情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年8月1日　至　平成21年10月31日）

　

　　（引当金の計上基準）

　　　訴訟損失引当金

　　　　当第３四半期連結会計期間より係争中の訴訟に係る損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失負担見込

　　　額を計上しております。
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10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  34,080千円

 給与手当  54,844千円

 減価償却費  625千円

 

※２　訴訟損失引当金繰入額は、当社が係争中である売買

　　　代金請求訴訟等に対する損失見込みであります。　

　

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成21年10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  20,089千円

 減価償却費  211千円

 

※２　訴訟損失引当金繰入額は、当社が係争中であり売買

　　　代金請求訴訟等に対する損失見込みであります。　

　

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10月31日）

　

※１　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10月31日現在）

現金及び預金勘定 880,571千円

現金及び現金同等物 880,571千円

 

　

　

EDINET提出書類

株式会社デジタルデザイン(E05094)

四半期報告書

24/33



（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年10月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年２月１日　至　

平成21年10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。 

 

５.株主資本の金額の著しい変動

　当第３四半期会計期間において、訴訟損失引当金繰入額819,065 千円を計上したこと等により、当第３四半期

会計期間末における利益剰余金が△1,586,777千円となっております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年8月1日　至　平成21年10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  46,459  93,050  139,510      －  139,510

    計  46,459  93,050  139,510      －  139,510

　営業費用  57,331  54,474  111,806  10,186  121,992

営業利益又は営業損失（△）  △10,872  38,576  27,704 △10,186  17,518
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当第３四半期連結累計期間（自　平成21年2月1日　至　平成21年10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  121,833 165,898  287,731      －  287,731

    計  121,833 165,898  287,731      －  287,731

　営業費用  147,634 152,319  299,953  35,248  335,202

営業利益又は営業損失（△）  △25,800  13,578  △12,221 △35,248 △47,470

 

 

（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３四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71,750千円、営業利益△16,893千円、資格試験運営サービス事業においては売上高50,082千円　　　

　　　　営業利益△2,131千円であります。

　　　　　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３四半期連結会計期間（自平成21年8月1日　至平成21年10月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成

21年2月1日至平成21年10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】

　当第３四半期連結会計期間（自平成21年8月1日　至平成21年10月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年2月1日至平成21年10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３四半期会計期間末（平成21年10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３四半期連結会計期間（自　平成21年8月1日　至　平成21年10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３四半期連結会計期間（自　平成21年8月1日　至　平成21年10月31日）

　　　　１．ストック・オプションに係る当第３四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３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　　　　　　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３四半期連結会計期間末
（平成21年10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 32,756.41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３四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △32,407.00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株当たり四半期純利益金額 △30,050.81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３四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純損失 　　△872,072千円 　　△808,667千円

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 △872,072千円 △808,667千円

期中平均株式数 26,910株 26,910株

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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２【その他】

　（訴訟） 

（１）　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日付で訴訟の提起を受けています。

（２）　当社は、スカイピー・コム株式会社との売買代金返還請求訴訟において、大阪地方裁判所にて係争中であり

　　　ましたが、平成21年11月27日付で同裁判所にて、下記の第一審判決言渡を受けました。

　　　①当該訴訟の内容及び請求金額

　　　　ⅰ　訴訟の内容

　　　　　　スカイピー・コム社からの当社に対する、当社と同社の売買契約の解除に基づく現状回復請求

　　　　ⅱ　請求金額

　　　　　　5億9,206万5,000円及び利息金

　

　　　②判決の概要

　　　　ⅰ　被告は、原告に対し、金5億9,209万5,000円及びこれに対する平成18年10月31日から支払済みまでの

　　　　　　６％の割合による金員を支払え。

　　　　ⅱ　訴訟費用は、被告の負担とする。

　　　　ⅲ　この判決は、仮に執行することができる。　　　

　

　　　　当社としましては一審判決を不当考えており、本判決の是正を求めるた、代理人弁護士事務所を変更し、大

　　　阪高等裁判所に控訴いたしました。
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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12月14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3四半期連結会計期間（平成21年8月1日から平

成21年10月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成21年2月1日から平成21年10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10月31日現在の

財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経営成績並びに第3四半期連結累

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3四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、また、当第3四半期連結累計期間において重要な四半期純損失を計上してい

る状況にあることから、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、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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