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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15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15期
第３四半期連結
会計期間

第14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22年
２月１日
至平成22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22年
８月１日
至平成22年
10月31日

自平成21年
２月１日
至平成22年
１月31日

売上高（千円） 287,731 128,236 139,510 45,424 319,343

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△45,113△120,393 17,499 △22,848 △90,930

四半期（当期）純利益又は純損失

(△）（千円）
△872,072△137,051△808,667△22,403△925,859

純資産額（千円） － － 895,883 697,110 839,331

総資産額（千円） － － 1,750,3471,443,2471,698,095

１株当たり純資産額（円） － － 32,756.4125,664.6230,756.75

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△5,092.97△30,050.81△832.52△34,405.80

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 47.9 48.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
32,134△396,417 － － △33,712

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△5,879 △626 － － △70,667

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）
－ － 880,571 352,892 749,936

従業員数（人） － － 21 16 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．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、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半

期（当期）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22年10月31日現在

従業員数（人） 16  

　（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22年10月31日現在

従業員数（人） 14  

　（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セグメントの名称をIT事業からBT事業と変更しております。

　

(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） 前年同期比較（％）

ＢＴ事業 5,148 79.6

合計 5,148 79.6

　（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。　

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　

(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） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

ＢＴ事業  45,023 104.9 28,585 196.7

リアルエステート事業 30,603 32.6 15,000 1,621.6

合計 75,626 55.2 43,585 281.9

　（注）１　金額は、販売価格によります。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　

(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） 前年同期比（％）

ＢＴ事業 29,821 64.2

リアルエステート事業 15,603 16.8

合計 45,424 32.6

　（注）１　前第３四半期連結会計期間及び当第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

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年８月１日
至　平成22年10月31日）

金額（千円） 割合（％） 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 14,353 31.6

日立電子サービス株式会社　 － － 4,750 10.5

　　　　　２　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　３　前第３四半期連結会計期間の日立電子サービス㈱につきましては、当該割合が100分の10未満のため記載　　　

　　　　　　　を省略いたしました。
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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、前事業年度の有価証券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）当社グループでは、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、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じ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】

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

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】

　

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日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。　

　

(１）業績の状況

  当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一定の景気持ち直し傾向を見せつつあるものの、急速な円高の

進行や海外経済の減速が懸念される状況にあり、先行きに対する企業の慎重姿勢が強まっております。

　このような状況の下、当社グループは、ＢＴ（ビジネステクノロジー）事業におきましては、ソフトウェアの標準化

団体であるOMG（オブジェクト・マネジメント・グループ）の定義した国際標準であるモデリング技術及び自社ネッ

トワーク製品を軸にしたシステムインテグレーションサービス、OMG認定資格試験の販売を行ってまいりました。　

　また、平成22年8月6日付で自社ネットワーク製品に活用されているパケット通信技術に関する特許を取得いたしま

した。

　リアルエステート事業におきましては、継続して大型不動産の仲介に的を絞ってまいりました。

　しかしながら、リアルエステート事業において、大型仲介案件が成約に至らなかったこと及びＢＴ（ビジネステクノ

ロジー）事業におけるインテグレーションサービスで売上計上までのリードタイムがあったこと等により、当第３四

半期連結会計期間におきましては、売上高45,424千円（前年同期比67.4％減）、営業損失22,253千円（前年同期は営

業利益17,518千円）、経常損失22,848千円（前年同期は経常利益17,499千円）、四半期純損失22,403千円（前年同期

は四半期純損失808,667千円）となりました。

　

（ＢＴ事業）

ＢＴ事業におきましては、経営とＩＴとの融合の潮流を踏まえ、企業のグローバル化やクラウド技術の対応を中心に

してBPM/SOAの推進を展開してまいりました。

　このような活動の中で、モデリング技術を切り口としたシステム開発案件を受注するなど、今後の事業展開に繋がる

兆しも見えてまいりました。

　また、管理面におきましては、販売セグメント単位での営業活動を具体化し、重要業績評価指標（KPI）を設定し、失

注等の原因分析と検証するなど、売上予測の精度向上のための仕組みを導入すると共に徹底したコストコントロール

を実施してまいりました。

　資格試験販売におきましては、市場の要求に対応したキャンペーンのPDCAの徹底や、新たな資格試験の英語版および

既存資格試験において受験対策本を付加して提供するなど受験者獲得に努めてまいりましたが、大手法人向け営業体

制の確立の遅れなどから、当第３四半期連結会計期間におきましては、資格試験販売における受験者数の減少が売上

高に影響するなど、売上高29,821千円（前年同期比35.8％減）、営業損失4,189千円（前年同期は営業損失10,872千

円）となりました。

　

（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は、継続して東京都心部の開発型大型不動産仲介に的を絞り集中してまい

りました。しかしながら、混迷の状況が続く不動産市場において、売主側と買主側の調整に手間取りましたため、成約

に至りませんでした。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間におきましては、売上高は15,603千円（前年同期比83.2％減）、営業損失

6,599千円（前年同期は営業利益38,576千円）となりました。

　

　

(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、第２四半期連結会計期間末
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より、資金の減少額が22,679千円となったため、当第３四半期連結会計期間末には352,892千円となりました。　

　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）

営業活動の結果減少した資金は22,367千円（前年同期は36,769千円の増加）となりました。

　主な要因は、税金等調整前四半期純損失が22,840千円となったことに加え、未払金の減少額10,107千円による資金の

減少があった一方で、棚卸資産の減少額（不動産用不動産の売却による減少）9,988千円による資金の増加によるも

のであります。

　

（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312千円（前年同期は44,461千円の増加）となりました。

主な要因は、長期前払費用の増加額（資格試験権利代金の支払い）4,196千円等があった一方で、差入保証金の減少額

（大阪オフィス縮小に伴う保証金返還受領）5,129千円があったためであります。　

 

（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）研究開発活動

　　該当事項はありません。　

　

(５）継続企業の前提に関する事項についての対応策等について　

　当社グループは、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きまし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。　

当社グループは当該状況を解消すべく、一層のコスト削減策を実施し、営業案件の情報や進捗度合を関係者が共有し、

様々な視点からチャンスとリスクを分析し、より早くより良い提案活動ができるよう取組んでまいります。間接部門

につきましては、収益力向上につながる仕組みの検討を含め、全社一丸となって収益確保に尽力してまいります。

　なお、当社とスカイピー・コム株式会社との間で係争中の訴訟につきましては、平成21年11月27日付大阪地方裁判所

判決に対して控訴しておりましたが、平成22年7月14日付で大阪高等裁判所において、当社の勝訴判決が言い渡されま

した。

　その後、平成22年7月21日付でスカイピー・コム社から最高裁判所に上告があり、現在は最高裁判所で審理中であり

ます。

　最高裁判所においても、大阪高等裁判所の判決内容が維持されるものと確信しており、引き続き、当社は過去に訴訟

損失引当金繰入額として特別損失計上した718百万円に相当する額の訴訟損失引当金を戻入れできるよう注力してま

いります。

　

　以上の対応策にはおいては、実施途上にあり、現時点で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。 
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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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年10月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22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

ＪＡＳＤＡＱ

（グロース）　

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）１．提出日現在の発行数には、平成22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18年４月26日）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年10月31日）

新株予約権の数 　　156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 　　156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 －

　

　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

（５）【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22年8月1日～平

成22年10月31日 
－ 26,910 － 1,119,605 － 1,348,605

　　

（６）【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。

　

　

　

　

（７）【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22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22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22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22年
２月

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高（円） 15,50031,90029,30023,80021,90020,00015,90025,50018,500

最低（円） 12,71014,00020,60016,00015,00015,00013,60013,50013,000

　（注）　最高・最低株価は、平成22年10月11日までは大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであり、平成22年10月12日

以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース）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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年８月１日から平成22年10月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年２月１日から

平成22年10月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第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）及び前第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はペガサス大和監査法人による四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間

（平成22年８月１日から平成22年10月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年２月１日から平成22年

10月31日まで）に係る四半期連結財務諸表についてはペガサス監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、ペガサス大和監査法人は、平成22年11月30日付をもって名称をペガサス監査法人に変更しております。　
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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22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22年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 352,892 749,936

売掛金 13,912 11,988

販売用不動産 208,257 25,004

仕掛品 14 159

貯蔵品 1,407 1,435

その他 7,254 29,916

貸倒引当金 △27 △42

流動資産合計 583,709 818,397

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,702 4,066

減価償却累計額 △1,346 △2,505

建物及び構築物（純額） 2,355 1,561

その他 9,799 10,160

減価償却累計額 △8,850 △8,672

その他（純額） 948 1,488

有形固定資産合計 3,303 3,050

無形固定資産

のれん 8,493 10,616

その他 6,996 7,789

無形固定資産合計 15,490 18,406

投資その他の資産

投資有価証券 13,332 13,294

差入保証金 667,143 675,064

長期貸付金 6,900 6,350

その他 160,268 163,532

貸倒引当金 △6,900 －

投資その他の資産合計 840,743 858,241

固定資産合計 859,537 879,698

資産合計 1,443,247 1,698,095
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 497 2,300

未払法人税等 3,965 6,151

訴訟損失引当金 718,282 709,620

その他 19,043 140,678

流動負債合計 741,789 858,752

固定負債

長期預り保証金 4,320 －

繰延税金負債 26 11

固定負債合計 4,346 11

負債合計 746,136 858,764

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 △1,777,616 △1,640,564

株主資本合計 690,594 827,646

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 40 17

評価・換算差額等合計 40 17

少数株主持分 6,475 11,667

純資産合計 697,110 839,331

負債純資産合計 1,443,247 1,698,095
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（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）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成22年２月１日
　至　平成22年10月31日)

売上高 287,731 128,236

売上原価 118,170 64,152

売上総利益 169,561 64,083

販売費及び一般管理費 ※1
 217,031

※1
 183,039

営業損失（△） △47,470 △118,956

営業外収益

受取利息 2,251 260

為替差益 21 －

その他 83 32

営業外収益合計 2,356 292

営業外費用

リース解約損 － 1,111

為替差損 － 467

その他 － 150

営業外費用合計 － 1,729

経常損失（△） △45,113 △120,393

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 70

特別利益合計 － 70

特別損失

固定資産除却損 － 685

減損損失 4,704 －

貸倒引当金繰入額 － 6,900

訴訟関連損失 － 3,000

訴訟損失引当金繰入額 ※2
 819,065 8,662

特別損失合計 823,769 19,247

税金等調整前四半期純損失（△） △868,883 △139,570

法人税、住民税及び事業税 2,891 2,673

法人税等合計 2,891 2,673

少数株主利益又は少数株主損失（△） 297 △5,191

四半期純損失（△） △872,072 △137,051
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年８月１日
　至　平成22年10月31日)

売上高 139,510 45,424

売上原価 46,663 19,162

売上総利益 92,847 26,261

販売費及び一般管理費 ※1
 75,329

※1
 48,515

営業利益又は営業損失（△） 17,518 △22,253

営業外収益

受取利息 205 94

その他 34 －

営業外収益合計 239 94

営業外費用

リース解約損 － 390

為替差損 258 147

その他 － 150

営業外費用合計 258 688

経常利益又は経常損失（△） 17,499 △22,848

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 22

特別利益合計 － 22

特別損失

固定資産除却損 － 14

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 14

税金等調整前四半期純損失（△） △806,270 △22,840

法人税、住民税及び事業税 993 893

法人税等合計 993 893

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,403 △1,330

四半期純損失（△） △808,667 △22,403
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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）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成22年２月１日
　至　平成22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 △139,570

減価償却費 3,515 3,131

減損損失 4,704 －

のれん償却額 3,208 2,123

訴訟損失引当金の増減額 819,065 8,662

受取利息及び受取配当金 △2,251 △260

売上債権の増減額（△は増加） 12,161 △1,924

たな卸資産の増減額（△は増加） 69,863 △183,080

仕入債務の増減額（△は減少） 1,382 △1,803

その他 △7,312 △80,961

小計 35,454 △393,682

利息及び配当金の受取額 2,251 260

法人税等の還付額 277 －

法人税等の支払額 △5,848 △2,995

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,134 △396,417

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 △1,915

貸付けによる支出 △50,000 －

貸付金の回収による収入 50,450 50

その他 △6,194 1,239

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,879 △626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,254 △397,044

現金及び現金同等物の期首残高 854,316 749,936

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 880,571

※1
 352,892
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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22年２月１日　至　平成22年10月31日）

　当社グループは、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きまし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。　

当社グループは当該状況を解消すべく、一層のコスト削減策を実施し、営業案件の情報や進捗度合を関係者が共有し、

様々な視点からチャンスとリスクを分析し、より早くより良い提案活動ができるよう取組んでまいります。間接部門

につきましては、収益力向上につながる仕組みの検討を含め、全社一丸となって収益確保に尽力してまいります。

 なお、当社とスカイピー・コム株式会社との間で係争中の訴訟につきましては、平成21年11月27日付大阪地方裁判所

判決に対して控訴しておりましたが、平成22年7月14日付で大阪高等裁判所において、当社の勝訴判決が言い渡されま

した。

　その後、平成22年7月21日付でスカイピー・コム社から最高裁判所に上告があり、現在は最高裁判所で審理中であり

ます。

　最高裁判所においても、大阪高等裁判所の判決内容が維持されるものと確信しております。　

　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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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22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。

　

　

【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22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。　

　

※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  33,286千円

 給与手当  48,112千円

 減価償却費  918千円

 

──────

　

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年８月１日
至　平成22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。　

　

※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  10,606千円

 給与手当  11,389千円

 減価償却費  329千円

 

──────

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22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

 

※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22年10月31日現在）

現金及び預金勘定 352,892千円

現金及び現金同等物 352,892千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年10月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年２月１日　至　

平成22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。 
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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

（現ＢＴ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 　

  

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年8月1日　至　平成22年10月31日）         

                                                                                    （単位：千円)

 ＢＴ事業
リアル

エステート事業
計 消去又は全社 連結

　売上高                      

　(1)外部顧客に対する売上高  29,821  15,603  45,424  －  45,424

　(2)セグメント間の内部売上高

　　　又は振替高　
 －  1,374  1,374  △1,374  －

    計  29,821  16,977  46,799  △1,374  45,424

　営業費用  34,010  23,577  57,587  10,090  67,678

営業損失（△）  △4,189  △6,599  △10,788 △11,465 △22,253

　

前第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

（現ＢＴ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 　
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当第３四半期連結累計期間（自　平成22年2月1日　至　平成22年10月31日）         

                                                                                    （単位：千円)

　

 ＢＴ事業
リアル

エステート事業
計 消去又は全社 連結

　売上高                      

　(1)外部顧客に対する売上高  84,901  43,335  128,236  －  128,236

　(2)セグメント間の内部売上高

　　　又は振替高　
 －  2,474  2,474  △2,474  －

    計  84,901  45,809  130,710 △2,474  128,236

　営業費用  128,462  84,738  213,200  33,991  247,192

営業損失（△）  △43,561 △38,928  △82,490 △36,465 △118,956

 

　

（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

ＢＴ事業（旧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

　　前第３四半期連結累計期間　

　　　　　　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。

　　　４． 事業名称の変更

　　　　　当第３四半期連結累計期間

　　　　　第１四半期よりIT事業の名称をＢＴ（ビジネステクノロジー）事業と変更しております。　

　

【所在地別セグメント情報】

前第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３四半期連結会計期間（自平成

22年8月1日至平成22年10月31日）並びに前第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）

及び当第３四半期連結累計期間（自平成22年2月1日　至平成22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】

　

前第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３四半期連結会計期間（自平成

22年8月1日至平成22年10月31日）並びに前第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）

及び当第３四半期連結累計期間（自平成22年2月1日　至平成22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22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末（平成22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22年8月1日　至　平成22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。 

 

EDINET提出書類

株式会社デジタルデザイン(E05094)

四半期報告書

25/30



（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22年10月31日）

前連結会計年度末
（平成22年1月31日）

１株当たり純資産額 25,664.62円 １株当たり純資産額 30,756.75円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22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株当たり四半期純損失金額 △5,092.97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株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第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３四半期連結累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年10月31日）

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（△） 　　△872,072千円 　　△137,051千円

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 △137,051千円

期中平均株式数 26,910株 26,910株

　

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年８月１日
至　平成22年10月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △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。 

１株当たり四半期純損失金額 △832.52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株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年８月１日
至　平成22年10月31日）

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（△） 　　△808,667千円 　　△22,403千円

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（△） △808,667千円 △22,403千円

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） 

　当社は、民事再生手続中である株式会社アイ・エックス・アイとの取引に関連し、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、平成22年7月14日付で大阪高等裁判所において、当社に対し勝訴

判決が言い渡されました。

　その後、平成22年7月21日付でスカイピー・コム社から最高裁判所に上告及び上告受理申立が行われましたが、最高

裁判所においても、大阪高等裁判所の判決内容が維持されるものと確信しており、引き続き、当社は過去に訴訟損失引

当金繰入額として特別損失計上した718百万円に相当する額の訴訟損失引当金を戻入れできるよう注力してまいりま

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年12月９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

 
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22年２月１日から平成23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22年８月１日

から平成22年10月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年２月１日から平成22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22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、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、当該状況に対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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