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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15期

第３四半期連結
累計期間

第16期
第３四半期連結
累計期間

第15期
第３四半期連結
会計期間

第16期
第３四半期連結
会計期間

第15期

会計期間

自平成22年
２月１日
至平成22年
10月31日

自平成23年
２月１日
至平成23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23年
８月１日
至平成23年
10月31日

自平成22年
２月１日
至平成23年
１月31日

売上高（千円） 128,236 120,726 45,424 53,164 172,795

経常損失（△）（千円） △120,393△40,108 △22,848 △4,320 △128,574

四半純損失(△）又は当期純利益

（千円）
△137,051△50,962 △22,403 △5,303 609,411

純資産額（千円） － － 697,1101,388,5311,442,013

総資産額（千円） － － 1,443,2471,423,4291,472,586

１株当たり純資産額（円） － － 25,664.6251,509.8453,404.50

１株当たり四半純損失金額（△）

又は１株当たり当期純利益金額

（円）

△5,092.97△1,893.80△832.52 △197.0822,646.27

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（％） － － 47.9 97.4 97.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△396,417△93,496 － － △358,031

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△626 △5,781 － － 654,220

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）
－ － 352,892 946,8471,046,125

従業員数（人） － － 16 23 17

　（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、また第15期の、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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を省略しております。
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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23年10月31日現在

従業員数（人） 23  

　（注）１．従業員は就業人員（グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であります。

 

(2）提出会社の状況

 平成23年10月31日現在

従業員数（人） 22  

　（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】

(1)生産実績

　当第３四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比較（％）

ＢＴ事業 11,737 228.0

合計 11,737 228.0

　（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セグメントごとに示すと次のとおりであります。

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  64,154 142.5 25,456 89.1

リアルエステート事業 6,528 21.3 － －

合計 70,683 93.5 25,456 58.4

　（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セグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

ＢＴ事業 46,635 156.4

リアルエステート事業 6,528 41.8

合計 53,164 117.0

　（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。

　　　　２　上記の金額には消費税は含まれておりません。　

相手先

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年８月１日
至　平成23年10月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

イーエムシー株式会社 － － 6,878 12.9

株式会社リミックスポイント － － 15,831 29.8

土地購入者（個人） 14,353 31.6 － －

日立電子サービス株式会社　 4,750 10.5 － －

　（注）１　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。

　　　　２　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。　
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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、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書及び

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】

 当第３四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、東日本大震災で寸断されたサプライチェーンの早期復旧により、

企業の生産活動が持ち直すなど、足元の景気は緩やかな回復基調にあるものの、電力供給の制約や円高によって製造業を

中心に厳しい状況が続いており、円高や、株式市場低迷の長期化も予想されるなど、日本経済の先行きは不透明な状況と

なっております。

このような状況の下、当社グループは、自社ネットワーク製品及びモデリング技術を活用したビジネスの推進に加え、

株式会社リミックスポイントとの業務提携により、デジタル画像、映像に関連する処理技術等を当社のソリューションの

一部とすべく販売活動を行ってまいりました。

リアルエステート事業におきましては、仲介及び不動産買取再販で固定費を補い、同分野に画像、映像に関連するソフ

トウェアサービスの提案を実施してまいりました。

以上の結果、当第３四半期連結期会計期間におきましては、業績の改善傾向が見られたものの、費用を補えるだけの収

益を確保することができず、売上高53,164千円（前年同期比17.0％増）、営業損失4,310千円（前年同期は営業損失

22,253千円）、経常損失4,320千円（前年同期は経常損失22,848千円）、四半期純損失5,303千円（前年同期は四半期純損

失22,403千円）となりました。　

セグメントの業績は次のとおりであります。　

　

（ＢＴ事業）

BT事業におきましては、自社ネットワーク製品及びモデリング技術等を活用したシステム開発サービスの受注活動を

継続して行うと共に、画像、映像に関連するソリューションを活用した販売活動を行ってまいりました。

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46,635千円（前年同期比56.4％増）、営業利益9,147

千円（前年同期は営業損失4,189千円）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不動産仲介業務で固定費を補い、同分野に画像、映像に関連するソフト

ウェアサービスの提案を実施してまいりました。

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6,528千円（前年同期比58.2％減）、営業利益1,402

千円（前年同期は営業損失6,599千円）となりました。

　

　(２）資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期連結会計期間末における総資産1,423,429千円（前連結会計年度末比49,157千円減少）となりました。

流動資産1,240,776千円（前連結会計年度末比40,057千円減）となりました。これは主に、現金及び預金が946,847千

円（前連結会計年度末比99,278千円減）、商品が44,306千円（前連結会計年度末比44,306千円増）になったことによ

るものであります。

　固定資産は、182,652千円（前連結会計年度末比9,101千円減）となりました。　

　流動負債は、29,007千円（前連結会計年度末比4,340千円増）となりました。

　これは主に、未払法人税等が3,831千円（前連結会計年度末比2,559千円減）、未払金が7,433千円（前連結会計年度

末比3,340千円増）になったことによるものであります。

　固定負債は、5,890千円（前連結会計年度比15千円減）となりました。　
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　純資産は、1,388,531千円（前連結会計年度比末53,482千円減）となりました。　

　

(３）キャッシュ・フローの状況

　当第３四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、第２四半期連結会計期間末と

比べて、資金の減少額が26,541千円となったため、当第３四半期連結会計期間末には946,847千円となりました。

　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26,632千円（前年同期は22,367千円の減少）となりました。

　主な要因は、税金等調整前四半期損失が4,320千円となったことに加え、たな卸資産9,218千円の増加、売上債権

9,089千円の増加があったためです。　

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果増加した資金は91千円（前年同期は312千円の減少）となりました。

　主な要因は、差入保証金180千円の減少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。

  

(４）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。 

　

（５）研究開発活動

　　該当事項はありません。　

　

(６）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３四半期連結会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、受注額の絶対量が不足している中、全社一丸となって受注額を増やすべく、１）ハードワー

ク、２）スピードアップ、３）変化への対応ができる組織になれるよう取り組んでまいります。

　なお、継続して営業損失を計上しているものの、財務状況が安定していることにより、現時点で継続企業の前提に関

する重要な不確実性はないと判断しております。
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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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年10月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23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23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23年10月31日）

新株予約権の数 　　154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 　　154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23年8月1日～平

成23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、株主名簿の記載が確認できないため、記載する事がで

きないことから、直前の基準日（平成23年7月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

①【発行済株式】

　 平成23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。

 

②【自己株式等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23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23年
２月

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高（円） 24,80024,95016,02015,60017,90016,40019,80016,39014,740

最低（円） 16,00012,00013,60014,01014,63014,80013,50014,00013,000

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース）におけるものであります。

　

　　

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22年８月１日から平成22年10月31日まで）及び前第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23年８月１日から平成23年10月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成23年２月１日から

平成23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22年８月１日から平

成22年10月31日まで）及び前第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

期連結財務諸表並びに、当第３四半期連結会計期間（平成23年８月１日から平成23年10月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成23年２月１日から平成23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。 
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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23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23年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 946,847 1,046,125

売掛金 28,294 12,919

商品及び製品 44,306 －

販売用不動産 211,891 211,891

仕掛品 1,999 137

貯蔵品 1,189 1,374

その他 6,313 8,406

貸倒引当金 △64 △22

流動資産合計 1,240,776 1,280,833

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 472 1,920

減価償却累計額 △157 △1,532

建物及び構築物（純額） 315 388

その他 916 9,062

減価償却累計額 △853 △8,972

その他（純額） 62 89

有形固定資産合計 378 477

無形固定資産

のれん 7,491 7,785

その他 1,894 690

無形固定資産合計 9,385 8,476

投資その他の資産

投資有価証券 12,247 13,360

差入保証金 3,625 3,732

長期貸付金 6,900 6,900

その他 157,015 165,705

貸倒引当金 △6,900 △6,900

投資その他の資産合計 172,888 182,799

固定資産合計 182,652 191,753

資産合計 1,423,429 1,472,586
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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23年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 70 243

未払法人税等 3,831 6,390

その他 25,105 18,033

流動負債合計 29,007 24,667

固定負債

長期預り保証金 5,867 5,867

繰延税金負債 22 38

固定負債合計 5,890 5,905

負債合計 34,897 30,573

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 △1,082,115 △1,031,153

株主資本合計 1,386,095 1,437,057

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 34 57

評価・換算差額等合計 34 57

少数株主持分 2,402 4,898

純資産合計 1,388,531 1,442,013

負債純資産合計 1,423,429 1,472,586

EDINET提出書類

株式会社デジタルデザイン(E05094)

四半期報告書

13/27



（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22年２月１日
　至　平成22年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年２月１日
　至　平成23年10月31日)

売上高 128,236 120,726

売上原価 64,152 40,328

売上総利益 64,083 80,398

販売費及び一般管理費 ※1
 183,039

※1
 120,496

営業損失（△） △118,956 △40,098

営業外収益

受取利息 260 152

その他 32 140

営業外収益合計 292 293

営業外費用

リース解約損 1,111 －

為替差損 467 302

その他 150 －

営業外費用合計 1,729 302

経常損失（△） △120,393 △40,108

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 －

投資有価証券評価損 － 1,074

貸倒引当金繰入額 6,900 －

訴訟関連損失 3,000 7,000

訴訟損失引当金繰入額 8,662 －

特別損失合計 19,247 8,074

税金等調整前四半期純損失（△） △139,570 △48,183

法人税、住民税及び事業税 2,673 2,700

法人税等合計 2,673 2,700

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △50,883

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,191 78

四半期純損失（△） △137,051 △50,962
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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22年８月１日
　至　平成22年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年８月１日
　至　平成23年10月31日)

売上高 45,424 53,164

売上原価 19,162 13,888

売上総利益 26,261 39,275

販売費及び一般管理費 ※1
 48,515

※1
 43,585

営業損失（△） △22,253 △4,310

営業外収益

受取利息 94 100

営業外収益合計 94 100

営業外費用

リース解約損 390 －

為替差損 147 110

その他 150 －

営業外費用合計 688 110

経常損失（△） △22,848 △4,320

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 －

特別損失合計 14 －

税金等調整前四半期純損失（△） △22,840 △4,320

法人税、住民税及び事業税 893 910

法人税等合計 893 910

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △5,230

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,330 72

四半期純損失（△） △22,403 △5,303
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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22年２月１日
　至　平成22年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年２月１日
　至　平成23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（△） △139,570 △48,183

減価償却費 3,131 284

のれん償却額 2,123 2,219

訴訟損失引当金の増減額 8,662 －

受取利息及び受取配当金 △260 △152

売上債権の増減額（△は増加） △1,924 △15,374

たな卸資産の増減額（△は増加） △183,080 △45,982

仕入債務の増減額（△は減少） △1,803 △172

その他 △80,961 17,223

小計 △393,682 △90,138

利息及び配当金の受取額 260 152

法人税等の支払額 △2,995 △3,511

営業活動によるキャッシュ・フロー △396,417 △93,496

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 △1,915 －

貸付金の回収による収入 50 －

子会社株式の取得による支出 － △4,500

その他 1,239 △1,281

投資活動によるキャッシュ・フロー △626 △5,781

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △397,044 △99,277

現金及び現金同等物の期首残高 749,936 1,046,125

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 352,892

※1
 946,847
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【継続企業の前提に関する注記】

　　該当事項はありません。

　

　　

【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23年２月１日
至　平成23年10月31日）

会計処理基準に関する事項の変更 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会

計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用して

おります。

　これによる、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調

整前四半期純損失への影響はありません。　　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年２月１日
至　平成23年10月31日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第３四半

期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

　

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年８月１日
　　至　平成23年10月31日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第３四半

期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年２月１日
至　平成23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。

　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　該当事項はありません。
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【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22年２月１日
至　平成22年10月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年２月１日
至　平成23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  33,286千円

 給与手当  48,112千円

 減価償却費  918千円

　

　

※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  22,650千円

 給与手当  34,710千円

 減価償却費  99千円

 

　

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年８月１日
至　平成23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  10,606千円

 給与手当  11,389千円

 減価償却費  329千円

 

　

※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  7,800千円

 給与手当  15,425千円

 減価償却費  33千円

 

　

　

（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22年２月１日
至　平成22年10月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年２月１日
至　平成23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

借対照表に記載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

 

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に記載されている科目の金額との関係 

 （平成23年10月31日現在）

現金及び預金勘定 946,847千円

現金及び現金同等物 946,847千円

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成23年10月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成23年２月１日　至　

平成23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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（セグメント情報等）

【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

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
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　　　３． 事業名称の変更

　　　　　前第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22年8月1日　至平成22年10月31日）及び前第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22年8月1日　至平成22年10月31日）及び前第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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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

 　当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が  経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　

 　当社グループは、「BT事業」、「リアルエステート事業」を報告セグメントとしております。 

「BT事業」は、BPMモデリング技術及び自社ネットワーク製品を活用したシステムインテグレーションサービスを

提供しております。

　「リアルエステート事業」は、不動産仲介を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第３四半期連結累計期間（自　平成23年２月１日　至　平成23年10月31日）

                                                                               （単位：千円)

　

　
報告セグメント　

　

　

調整額

（注）１　

　

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２ＢＴ事業
リアル

エステート事業
計

　売上高                      

　(1)外部顧客への売上高  95,860  24,865  120,726  －  120,726

　(2)セグメント間の内部売上高

　　　又は振替高　
 －  5,340  5,340  △5,340  －

    計  95,860  30,206  126,066 △5,340  120,726

セグメント利益又は損失（△）  △5,026  9,470  4,443  △44,542 △40,098

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△44,542千円には、セグメント間消去11,697千円、各報告セグメント　

　　　　　に配分していない全社費用△56,240千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属

　　　　　しない販売費及び一般管理費であります。　

　　　２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

　

当第３四半期連結会計期間（自　平成23年８月１日　至　平成23年10月31日）         

                                                                              （単位：千円）

　

　
報告セグメント　

　

　

調整額

（注）１　

　

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２ＢＴ事業
リアル

エステート事業
計

　売上高                      

　(1)外部顧客への売上高  46,635  6,528  53,164  －  53,164

　(2)セグメント間の内部売上高

　　　又は振替高　
 －  1,891  1,891  △1,891  －

    計  46,635  8,419  55,055  △1,891  53,164

セグメント利益又は損失（△）  9,147  1,402  10,550 △14,860  △4,310

（注）１．セグメント損失の調整額△14,860千円には、セグメント間消去3,887千円、各報告セグメント　

　　　　　に配分していない全社費用△18,747千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属

　　　　　しない販売費及び一般管理費であります。　

　　　２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　 

   　 該当事項はありません。　

　

（追加情報）

  第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）及

び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用

しております。
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（金融商品関係）

　　当第３四半期連結会計期間末（平成23年10月31日） 

　　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありま　

　せん。

　

（有価証券関係）

　当第３四半期会計期間末（平成23年10月31日）

　　 該当事項はありません。

　

（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23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。 

　

（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23年8月1日　至　平成23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。 

 

（資産債務除去関係）

　　　当第３四半期連結会計期間末（平成23年10月31日） 

  　　該当事項はありません。

　

（賃貸等不動産関係）

　　　当第３四半期連結会計期間末（平成23年10月31日） 

　　  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23年10月31日）

前連結会計年度末
（平成23年1月31日）

１株当たり純資産額 51,509.84円 １株当たり純資産額 53,404.50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22年２月１日
至　平成22年10月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年２月１日
至　平成23年10月31日）

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。 

１株当たり四半期純損失金額 △1,893.80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22年２月１日
至　平成22年10月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年２月１日
至　平成23年10月31日）

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（△） 　　△137,051千円 　　△50,962千円

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（△） △137,051千円 △50,962千円

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22年８月１日
至　平成22年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年８月１日
至　平成23年10月31日）

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。 

１株当たり四半期純損失金額 △197.08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22年８月１日
至　平成22年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年８月１日
至　平成23年10月31日）

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（△） 　　△22,403千円 　　△5,303千円

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（△） △22,403千円 △5,303千円

期中平均株式数 26,910株 26,910株
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（重要な後発事象）

　　　　当第３四半期連結会計期間（自　平成23年８月1日　至　平成23年10月31日）

当社は、平成23年11月29日開催の取締役会において、株式会社リミックスポイントが手掛けるソフトウェア開発関

連事業の中の画像解析ソリューション及び動画ソリューションのそれぞれの一部の事業を譲り受けることについて、

同社と基本合意契約を締結する決議をいたしました。

　

１． 事業譲受の目的

当社は、自社ネットワーク製品及び国際標準であるモデリング技術を活用したシステム開発サービスに関わるビジ　ネ

スを展開しており、平成23年6月のリミックスポイント社との業務提携によりデジタル画像、映像に関連する処理技術と

デザインを学び、画像、映像に関連するソリューションの販売を一部おこなってまいりました。また、費用の削減ととも

に、収益確保のための既存ビジネス拡大と新たなソリューションを見出すべく活動してまいりました。このたびの基本合

意契約の締結は、今後、企業において、更なる画像、映像活用の高度化が進むとの観点から事業を譲受け、ソリューション

事業の一環として展開していくことが当社の将来収益に貢献すると判断し、事業の譲受けについて基本合意契約を締結

しその協議を開始することといたしました。

　

２．譲り受ける相手会社の名称等

　（１）名称：株式会社リミックスポイント

　（２）本店所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目38番9号

　（３）代表者：代表取締役社長　髙田 真吾

　（４）資本金の額：　9億34百万円

　（５）設立年月日：　平成16年3月12日

　（６）主な事業内容：　デジタル画像・映像に関するアプリケーションソフトウェアの開発

及び周辺サービスの提供

　

３．事業譲受の内容

リミックスポイント社が手掛けるソフトウェア開発関連事業の中の画像解析ソリューション及び動画ソリューショ

ンのそれぞれの一部の事業を譲り受けることを予定しております。なお、譲り受ける事業の詳細につきましては、未確定

であります。

　　

４．日程

（1）取締役会決議 平成23年11月29日

（2）事業譲渡に関する基本合意契約締結 平成23年11月29日

（3）取締役会決議 平成23年12月28日（予定）

（4）事業譲渡契約締結 平成23年12月28日（予定）

（5）事業譲渡期日 平成24年2月1日（予定）

　　※本事業譲受は簡易による手続きを予定しております。

　

　　　

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、株式会社明光商会より平成23年６月21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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年12月13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 池上　しのぶ　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23年２月１日から平成24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23年８月１日

から平成23年10月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年２月１日から平成23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23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。

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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