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1.  22年1月期の連結業績（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年1月期 319 56.4 △94 ― △90 ― △925 ―
21年1月期 204 ― △145 ― △143 ― 691 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年1月期 △34,405.80 ― △71.7 △5.2 △29.5
21年1月期 25,691.90 ― 48.8 △7.9 △71.4

（参考） 持分法投資損益 22年1月期  ―百万円 21年1月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年1月期 1,698 839 48.7 30,756.75
21年1月期 1,813 1,767 96.7 65,161.89

（参考） 自己資本   22年1月期  827百万円 21年1月期  1,753百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資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期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年1月期 △33 △70 ― 749
21年1月期 757 △703 ― 854

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年1月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
22年1月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
23年1月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
当企業集団は売上ならびに費用に関して短期的な変動要素が多いため、四半期ごとに決算実績及び事業の概況を開示することにつとめ、業績予想につ
きましては開示を控えさせていただいております。 



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、20ページ「連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更」及び34ページ（5）セ
グメント情報※３をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期 26,910株 21年1月期 26,910株
② 期末自己株式数 22年1月期  ―株 21年1月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年1月期の個別業績（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年1月期 91 △44.2 △127 ― △63 ― △908 ―
21年1月期 164 △12.9 △64 ― △60 ― 727 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年1月期 △33,768.55 ―
21年1月期 27,040.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年1月期 1,747 897 51.4 33,354.93
21年1月期 1,833 1,806 98.5 67,122.83

（参考） 自己資本 22年1月期  897百万円 21年1月期  1,806百万円



当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）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、持ち直しの動きが見られるものの、自立性に乏しく、失業率が高水準にある

など依然として厳しい状況にあります。 

 情報サービス産業におきましては、厳しい経済環境を反映して、依然として設備投資が抑制され、新規プロジェクト

の減少および一人当たりの提供単価の低下傾向が続くなど企業の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べく新事業モデ

ル構築のための社員教育、営業力の強化、サービスメニューの整備等を実施してまいりました。  

 また、リアルエステート事業におきましては、大手IT企業が保有する投資不動産処理にかかる不動産仲介活動を展開

してまいりました。 

 以上の結果、当連結会計年度におきましては、早期黒字化を目指すものの、IT事業における事業モデルの構造転換時

期にあり、体制整備に期間を要したため、IT事業での売上高は伸び悩みましたが、リアルエステート事業において大型

の不動産仲介案件の成約など収益貢献したことにより、売上高319百万円（前年同期比56.4％増）となりました。利益 

面におきましては、営業損失94百万円、経常損失90百万円と損失幅を圧縮することができました。 

 また、平成21年12月15日付の平成22年1月期第３四半期決算短信で発表しましたとおり、スカイピー・コム株式会社 

から提起されておりました売買代金返還請求訴訟において、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、売買代金の全額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。 

当社といたしましては、不当であると考えており、本判決の是正を求めるため、大阪高等裁判所に控訴しております。

 なお、平成22年1月22日付「和解による訴訟の解決のお知らせについて」でお知らせしましたとおり、平成19年４月 

25日付で東京リース株式会社（現：東京センチュリーリース株式会社）より提起されていた訴訟につきましては、平成

22年１月22日付で和解による解決が成立しております。 

 これらの事象により、当期純利益につきましては、訴訟に関連する損失見込み額709百万円を訴訟損失引当金繰入 

額、119百万円を訴訟関連損失として、それぞれ特別損失に計上したため、当期純損失は925百万円となりました。 

  

（IT事業） 

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、モデリングビジネスへの人員シフトを始め、

組織体制・事業基盤の整備を含む、モデリング技術をベースとする事業モデルへと構造転換を図ってまいりました。 

また、IT市場に対してモデリング技術の普及のため、コンピュータ利用技術に関する国際標準化団体であるオブジェ

クト・マネジメント・グループ（以下OMGという）と協賛して 新動向や海外の活用事例および教育体系を紹介するフ

ォーラムの開催を行ってまいりました。 

連結子会社のUML教育研究所におきましては、平成21年11月にOMG認定BPMエキスパートプログラム（OCEB）をリリー

スし、さらに日本の組込業界の発展やグローバル化に対応するため、新たな資格試験（SYSML)の契約を締結するなど収

益基盤を築く活動を行ってまいりました。 

一方、従来から提供してまいりました、ネットワーク製品（ＦＣ製品群）の販売、サービスの提供に関しましては、

ソリューションツールと位置づける中で企業コンプライアンスの維持、ポータブル端末との接続など特定のエリアでの

活用等に特化しＷＥＢの強化を図ってまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度におきましては、IT事業における事業モデルの構造転換時期にあり、モデリングを中心

に据えた体制の整備に期間を要したため、売上高 千円、営業損失44,855千円となりました。 

  

（リアルエステート事業） 

  リアルエステート事業におきましては、大手IT企業が保有する投資不動産処理にかかる不動産仲介活動を中心に行っ

 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。 

  また、人脈のある金主からの要請に応え、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

 型仲介斡旋にも傾注してまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度におきましては、売上高167,297千円、営業損失5,508千円となりました。 

  

  

１．経営成績

152,046



(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計期間末における総資産は1,698,095千円（前連結会計年度と比べ115,225千円減）となりました。 

 流動資産は、818,397千円（前連結会計年度と比べ170,717千円減）となりました。これは主に現金及び預金が

749,936千円（前連結会計年度と比べ104,379千円減）、たな卸資産が 千円（前連結会計年度と比べ 千円

減）となったこと等によるものであります。 

 固定資産は、879,698千円（前連結会計年度と比べ55,492千円増）となりました。これは主に差入保証金が 

千円（前連結会計年度と比べ 千円増）となったこと等によるものであります。  

  

 流動負債は、858,752千円（前連結会計年度と比べ813,048千円増）となりました。これは主に訴訟損失引当金

709,620千円、未払金123,363千円（前連結会計年度と比べ113,893千円増）となったこと等によるものであります。 

 なお、未払金の123,363千円には、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

ース株式会社より提起されていた訴訟が和解解決したことによる和解金及び代理人報酬が含まれており、平成22年２

月19日付で支払済みであります。  

  

 純資産は 千円（前連結会計年度と比べ 千円減）となりました。 

   

   ②キャッシュ・フローの状況 

    当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、749,936千円となりました。 

   当連結会計年度のおける各キャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は以下のとおりであります。  

  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動による結果減少した資金は33,712千円となりました。 

    これは主に、税金等調整前当期純損失924,756千円を計上したほか、訴訟損失引当金の増加709,620千円、棚卸資

   産の減少69,429千円等の増加要因があったこと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70,667千円となりました。 

    これは主に、差入保証金の支払による支出50,497千円、長期前払費用の取得による支出20,159千円による支出が

   あったこと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） 

    当連結会計年度において財務活動はありませんでした。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、黒字基調を回復するために早期に事業モデルの転換をはかり、収益確保に努めてまいりますが、当期にお

きましては、当期純損失を計上しましたことから、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。  

  

(4）事業等のリスク 

 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、本決算短信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 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図っております。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。 

  

② OMGとの関係についておよびモデリング市場の普及 

  当企業集団は、事業モデルの構造転換を図っております。国際標準化団体OMGとの連携および日本におけ 

 るモデリング市場の普及の度合いは、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。 

  

26,598 69,429

675,064 50,497

839,331 928,286



③ 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。 

  



（5）継続企業の前提に関する重要事象等 

当企業集団は、前連結会計年度に引き続き、当連結会計年度においても営業損失を計上しており、また、当連結

会計年度において訴訟損失引当金繰入額709,620千円、訴訟関連損失119,281千円を計上した結果、当連結会計年度の

純損失が925,859千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。 

  

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

略および戦術の確立と予算管理を行うとともに、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、再配置を行うとともに、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） 

子会社の株式会社UML教育研究所との連携を強化しOMGの国際標準であるモデリング事業を活用した関連ビジネス

の推進のための基盤、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、子会社の株式会社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） 

長期低迷の不動産マーケットを踏まえ、収益基盤の転換と確立を図ってまいります。 

具体的には、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り、人脈のある不動産ファンド

等からの売主直接の物件情報をベースに、東京都心部及び関西エリアに的を絞って大型仲介斡旋を通じて収益確保を

目指してまいります。 

  

訴訟につきましては、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、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、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連結

財務諸表に反映しておりません。 

  

  

  



 当企業集団は、株式会社デジタルデザイン並びに子会社であります株式会社UML教育研究所、株式会社ディーキュー

ブ及び株式会社インテラ・ブレーンにより構成されております。 

 なお、インテラ・ブレーン社は、現在、事業活動を休止しております。 

  

 上記を踏まえ、事業系統図によって示すと以下のとおりであります。  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当企業集団は「新しい価値を創造し常に挑戦することで共に成長すること」「個人の能力を 大限に発揮するこ 

と」「 高の知恵と技術を活用すること」「すべての秩序を実力本位、人格主義におくこと」を理念としておりま 

す。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当企業集団は、モデリング技術を活用したコンサルティングやシステムインテグレーション関連の事業及び不動産

仲介事業を行っており、ノウハウや人脈を活用することを主体としておりますので、売上粗利（売上総損益）及び 

一人当たりの営業利益を重視しております。 

  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 ① BT事業（旧IT事業） 

  企業経営においてコンピューターと経営の融合が不可欠となりつつあるなか、当企業集団は、中期的戦略として、

 自社製品である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、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％を目指すよう、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構築していくことで、日本のソフトウェア業界の国際競争力

 向上に向けて貢献してまいります。 

・モデリング分野 

    世界のモデリング技術の利用は、設計段階において海外では既に７割以上の普及が進んでいる一方、日本ではま

だ２割前後と言われております。当企業集団は、ソフトウェア相互運用のための標準仕様を世界標準団体である 

   OMG（オブジェクト・マネジメント・グループ）との連携により、資格試験だけでなく、教育やコンサルティング 

   などの関連の事業を展開してまいります。 

・SI分野 

   上記のモデリング技術を活用するシステムインテグレーションを指向し、自社製品であるネットワーク基盤のソ

  フトウェアをツールとして利用いただけるよう部品化を進め、付加価値の向上、差別化を目指してまいります。 

  

② リアルエステート事業 

 株式会社ディーキューブが展開する不動産業界におきましては、長引く金融市場の混乱の中にあっても、希少性の

高い優良不動産物件や格安な中古住宅・中古マンションに対する需要は根強くあると考えております。 

 今後、長期化する住宅不況低迷を踏まえ、人脈を活用し、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確保を目指してまいります。 

  

  

(4）会社の対処すべき課題 

① 訴訟案件への対応 

  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、平成19年６月11日付でスカ

 イピー・コム株式会社より提起された同社との訴訟において、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・コム社に対して売買代金の全額及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。当社といたしま

 しては、不当であると考えており、本判決の是正を求めるため、大阪高等裁判所に控訴しております。 

  訴訟により当社が受けた社会的・経済的信用低下の回復に努めてまいります。 

  なお、平成19年４月25日付で東京リース株式会社より提起されていた訴訟につきましては、平成22年１月22日付で

 和解による解決が成立しております。 

  

② 収益体質の改善 

  収益体質の改善のため、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

 底させます。また、評価基準を明確化し、PDCAサイクルを確立させ、効率化及び合理性を検証いたします。 

  IT事業におきましては、従来のネットワーク基盤のソフトウェアを含め、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ジメント関連ビジネスを推進し、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、大型仲介斡旋による収益体質の改善に取り組んでまいります。 

  

３．経営方針



③ 内部管理体制の強化 

業務の有効性および効率性の検証、財務報告の信頼性の確保、事業活動に関わる法令の遵守、会社資産の保全・蓄

積に向け、内部管理機能の強化に取り組んでまいります。 

  

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 854,316 749,936

売掛金 27,601 11,988

たな卸資産 96,028 －

販売用不動産 － 25,004

仕掛品 － 159

原材料及び貯蔵品 － 1,435

その他 11,217 29,916

貸倒引当金 △49 △42

流動資産合計 989,115 818,397

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 △2,057 △2,505

建物及び構築物（純額） 2,009 1,561

工具、器具及び備品 14,949 10,160

減価償却累計額 △12,087 △8,672

工具、器具及び備品（純額） 2,861 1,488

有形固定資産合計 4,871 3,050

無形固定資産   

のれん 19,237 10,616

ソフトウエア 3,774 2,056

その他 6,515 5,733

無形固定資産合計 29,527 18,406

投資その他の資産   

投資有価証券 13,265 13,294

差入保証金 624,566 675,064

保険積立金 95,715 95,715

長期前払費用 49,309 67,817

長期貸付金 6,950 6,350

投資その他の資産合計 789,806 858,241

固定資産合計 824,206 879,698

資産合計 1,813,321 1,698,095



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 66 2,300

未払金 9,469 123,363

未払法人税等 5,699 6,151

前受金 22,252 11,362

訴訟損失引当金 － 709,620

その他 8,215 5,953

流動負債合計 45,703 858,752

固定負債   

繰延税金負債 － 11

固定負債合計 － 11

負債合計 45,703 858,764

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 △714,704 △1,640,564

株主資本合計 1,753,506 827,646

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 17

評価・換算差額等合計 － 17

少数株主持分 14,110 11,667

純資産合計 1,767,617 839,331

負債純資産合計 1,813,321 1,698,095



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 204,244 319,343

売上原価 88,411 130,997

売上総利益 115,832 188,346

販売費及び一般管理費 ※1  261,744 ※1  282,572

営業損失（△） △145,912 △94,226

営業外収益   

受取利息 1,704 2,251

還付加算金 2,484 －

助成金収入 － 1,774

その他 175 86

営業外収益合計 4,364 4,112

営業外費用   

為替差損 653 232

支払手数料 636 －

リース解約損 644 566

その他 368 17

営業外費用合計 2,303 816

経常損失（△） △143,851 △90,930

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,000,316 6

特別利益合計 1,000,316 6

特別損失   

訴訟損失引当金繰入額 － 709,620

訴訟関連損失 80,993 119,281

ソフトウェア評価損 80,295 －

固定資産除却損 － ※2  226

減損損失 － ※3  4,704

その他 72 －

特別損失合計 161,361 833,833

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

695,102 △924,756

法人税、住民税及び事業税 2,365 3,546

法人税等合計 2,365 3,546

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,368 △2,443

当期純利益又は当期純損失（△） 691,369 △925,859



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,119,605 1,119,605

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,119,605 1,119,605

資本剰余金   

前期末残高 1,348,605 1,348,605

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,348,605 1,348,605

利益剰余金   

前期末残高 △1,389,604 △714,704

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 691,369 △925,859

新規連結による利益剰余金減少額 △16,468 －

当期変動額合計 674,900 △925,859

当期末残高 △714,704 △1,640,564

株主資本合計   

前期末残高 1,078,606 1,753,506

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 691,369 △925,859

新規連結による利益剰余金減少額 △16,468 －

当期変動額合計 674,900 △925,859

当期末残高 1,753,506 827,646

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 17

当期変動額合計 － 17

当期末残高 － 17

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 17

当期変動額合計 － 17

当期末残高 － 17



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 － 14,110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,110 △2,443

当期変動額合計 14,110 △2,443

当期末残高 14,110 11,667

純資産合計   

前期末残高 1,078,606 1,767,617

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 691,369 △925,859

新規連結による利益剰余金減少額 △16,468 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,110 △2,426

当期変動額合計 689,011 △928,285

当期末残高 1,767,617 839,331



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

695,102 △924,756

減価償却費 7,536 4,705

ソフトウェア評価損 80,295 －

のれん償却額 2,155 3,916

長期前払費用償却額 － 2,947

固定資産除却損 － 226

減損損失 － 4,704

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,247,164 △6

受取利息及び受取配当金 △1,704 △2,251

訴訟損失引当金の増減額（△又は増加） － 709,620

売上債権の増減額（△は増加） 74,696 15,613

仕入債務の増減額（△は減少） △13,039 2,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,362 69,429

前払費用の増減額（△は増加） － △1,368

未収入金の増減額（△は増加） 1,187,984 1,434

その他 12,561 81,732

小計 704,063 △31,817

利息及び配当金の受取額 1,704 2,251

法人税等の還付額 52,000 277

法人税等の支払額 △330 △4,423

営業活動によるキャッシュ・フロー 757,437 △33,712

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 △2,457 △135

無形固定資産の取得による支出 △62,165 △475

長期前払費用の取得による支出 △18,416 △20,159

差入保証金の支払による支出 △614,010 △50,497

差入保証金の回収による収入 17,162 －

長期貸付金の回収による収入 10,325 50,600

長期貸付けによる支出 △7,650 △50,000

新規連結子会社の取得による支出 ※2  △26,854 －

その他 300 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △703,768 △70,667

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に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 53,669 △104,379

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 24,443 －

現金及び現金同等物の期首残高 776,202 854,316

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  854,316 ※1  749,936



  

継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

 当社は、継続して営業損失を計上しており、また、当期

より連結子会社となった子会社につきまして、株式会社Ｕ

ＭＬ教育研究所は営業黒字であるものの、株式会社ディー

キューブ及び株式会社インテラ・ブレーンはいずれも当連

結会計年度において営業損失を計上していることから、継

続企業の前提に関する重要な疑義が生じております。 

  

  

 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、不動産仲介事業におきましては、フィービジネス

を指向し、人脈や経験を持つプロフェッショナル人材を構

成要員として、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。なお、株式会社インテラ・ブレーンが提供する

診療分析データサービスにおきましては、一旦データ制作

に関わる事業投資を凍結し、同データサービスは、デジタ

ルデザイン社のＩＴ事業に移し、再度、診療データを活用

した事業モデルを検討してまいります。なお、この措置に

ともないインテラ・ブレーン社は一旦、事業活動を休止す

る予定であります。 

  

 これらの事業の遂行につきましては、事業計画を策定

し、それらに従って事業構造改革を実行するとともに、収

益体質の抜本的改善を行ってまいります。 

  

 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連結財務諸表には反映

しておりません。 

  

  

  

  

  

  

当企業集団は、前連結会計年度に引き続き、当連結会計

年度においても営業損失を計上しており、また、当連結会

計年度において訴訟損失引当金繰入額709,620千円、訴訟関

連損失119,281千円を計上した結果、当連結会計年度の当期

純損失が925,859千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、事業単位で戦略および戦術の確立と予算管理

を行うとともに、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、再配置を行うとともに、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） 

 子会社の株式会社UML教育研究所との連携を強化しOMGの

国際標準であるモデリング事業を活用した関連ビジネスの

推進のための基盤、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、子会社の株式会社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。   



   

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（リアルエステート事業） 

長期低迷の不動産マーケットを踏まえ、収益基盤の転換

と確立を図ってまいります。 

具体的には、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り、人脈のある不動産ファンド等

からの売主直接の物件情報をベースに、東京都心部及び関

西エリアに的を絞って大型仲介斡旋を通じて収益確保を目

指してまいります。 

  

訴訟につきましては、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、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、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連結

財務諸表に反映しておりません。  



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項  子会社は全て連結しております。 

 連結子会社は株式会社インテラ・ブレー

ン、株式会社ディーキューブ及び株式会社

UML教育研究所の３社であります。 

  

 株式会社インテラ・ブレーン、株式会社

ディーキューブにつきましては、当連結会

計年度より会計上の重要性が増したため、

また、株式会社UML教育研究所につきまし

ては、平成20年11月10日付の株式譲渡契約

により、同社の発行済株式の75％を取得し

たことにより、当連結会計年度におきまし

て、同社の平成20年11月１日から平成21年

１月31日までの３ヶ月間の業績を当企業集

団の連結範囲に含めております。 

 子会社は全て連結しております。 

 連結子会社は株式会社インテラ・ブレー

ン、株式会社ディーキューブ及び株式会社

UML教育研究所の３社であります 

  

  

  

  

  

  

２ 持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社及び関連会社がないため該

当事項はありません。 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結会計年度末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

     同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

     同左 

  (ロ)たな卸資産 

仕掛品…個別法による原価法 

販売用不動産…個別法による原価法 

(ロ)たな卸資産 

  仕掛品…個別法による原価法 

  （貸借対照表価格は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定） 

 販売用不動産…個別法による原価法 

  （貸借対照表価格は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定） 

  原材料及び貯蔵品…先入先出法 

  （貸借対照表価格は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定） 

  （会計方針の変更） 

  当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分）を適

用しております。 

  この変更による損益に与える影響はあ

りません。  



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

定率法 

(イ)有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  (ロ)無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間（５年

間）に基づく定額法を採用し、販売用ソ

フトウェアについては、見込販売数量に

基づく償却額と見込有効期間（３年間）

に基づく均等配分額とのいずれか大きい

額によっております。 

  

  

  

────── 

  

  

  

  

   

(ロ)無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

(ハ)リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価格

を零とする定額法を採用しておりま

す。 

  なお所有権移転外ファイナンスリース

取引のうち、リース取引開始日が平成

21年１月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

(3）重要な引当金の計上基

準 

(イ)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた 

め、一般債権については貸倒実績率等に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

  

────── 

  

   

  

(イ)貸倒引当金 

同左  

  

  

  

  

(ロ)訴訟損失引当金 

  係争中の訴訟に対する損失に備えるた

  め、将来発生する可能性のある損失を

  見積もり、当連結会計年度において必

  要と認められる金額を計上しておりま

  す。  

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

   

 ────── 

  

  

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。 



  

  

  

  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

  

  

────── 

  

  

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

(イ)消費税等の会計処理 

 当社及び株式会社ＵＭＬ教育研究所は

税抜方式、株式会社ディーキューブ及び

株式会社インテラ・ブレーンは税込方式

によっております。 

(イ)消費税等の会計処理 

同左  

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６ のれんの償却に関する事

項 

 のれんの償却については、５年間の定額

法により償却を行っております。 

         同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

         同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 

（自 平成20年２月１日 

   至 平成21年１月31日）  

当連結会計年度 

（自 平成21年２月１日 

   至 平成22年１月31日）  

  

  

  

  

────── 

  

  

  

  

   

  

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従 

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており 

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計 

基準」（企業会計基準１３号（平成５年６月17日（企業会 

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ 

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適 

用指針16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会 

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通 

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま 

す。この変更により損益に与える影響はありません。  



  

  

  

  

  

表示方法の変更

 前連結会計年度 

（自 平成20年２月１日 

    至 平成21年１月31日）  

  

 当連結会計年度 

（自 平成21年２月１日 

   至 平成22年１月31日）  

  

  

────── 

  

  

（連結貸借対照表）  

 「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20年８月７日 内閣府 

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として記載されていたものは、当連

結会計年度から「販売用不動産」、「仕掛品」、「原材料

及び貯蔵品」に区分して記載しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「販

売用不動産」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ

千円、 千円、 千円であります。  94,584 169 1,274



  

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

 当社は、日本アイ・ビー・エム株式会社及び株式会社ネ

ットマークス等との取引において、当社の未回収となって

いた債権1,189,594千円について、平成19年２月２日付で 

日本アイ・ビー・エム株式会社及び株式会社ネットマーク

スに対し訴訟を提起しておりましたが、和解が成立したこ

とに伴い、平成20年８月８日付で和解金1,000,000千円を 

受領しております。 

 また、当該訴訟において、当社は、株式会社ネットマー

クスより平成19年２月15日付で上記反訴の提起を受けてお

りますが、当該和解により、本件に関連して当社が株式会

社ネットマークス等、他社から請求を受けることはありま

せん。 

 これに伴い、当該案件に関する未収入金について計上し

ていた貸倒引当金のうち1,000,000千円については取り崩 

すとともに貸倒引当金戻入益として特別利益に計上してお

ります。 

 当社は、民事再生手続中である株式会社アイ・エックス

・アイとの取引に絡み、東京リース株式会社より提起され

ていた訴訟が和解解決したことにより、平成22年２月19日

付で和解金54,500千円を支払っております。 

  

  

         

  

                     



   

前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注） 上記内容については、（ストック・オプション等関係）に記載しております。 

  

注記事項

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

※１ 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 ※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 千円60,215

給料手当 千円87,144

減価償却費 千円1,960

  

役員報酬 千円44,790

給料手当 千円72,123

支払手数料 千円43,578

減価償却費 千円832

  

────── 

  

  

  

────── 

   

   

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  

  

※３ 減損損失 

 当連結会計年度において、当企業集団は診療分析データ

提供サービスに係るのれんについて減損損失を計上いたし

ました。 

 当連結会計年度において、同サービスを一旦休止し、将

来においても投資額の回収が見込めないため、当該のれん

の全額 千円について減損損失として特別損失に計上

したものであります。  

 なお、当企業集団のグルーピング方法は、原則として事

業の区分によっております。 

工具器具備品     千円226

4,704

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
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  －  －  －  －

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 
ストック・オプション

としての新株予約権 
－  －  －  －  －  －

連結子会社 － －  －  －  －  －  －

合計 －  －  －  －  －  －



３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 該当事項はありません。 

  



当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注） 上記内容については、（ストック・オプション等関係）に記載しております。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 該当事項はありません。 

  

  
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
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  －  －  －  －

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 
ストック・オプション

としての新株予約権 
－ －  －  －  －  －

連結子会社 － －   －   －   －   －   －

合計 －   －   －   －   －   －



  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年１月31日現在） （平成22年１月31日現在） 

現金及び預金勘定 千円854,316

現金及び現金同等物 千円854,316

現金及び預金勘定 千円749,936

現金及び現金同等物 千円749,936

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価格と

取得のため支出（総額）と関係は次のとおりであり

ます。 

  

株式会社ＵＭＬ教育研究所      

（平成20年10月31日現在） ────── 

  （千円） 

流動資産  62,343

固定資産  696

のれん  14,155

流動負債  △12,068

少数株主持分  △12,742

株式会社UML教育研究所の取得

価格 
 52,384

同社の現金及び現金同等物  △25,529

差引：UML教育研究所取得のた

めの支出 
 26,854

  



  

（リース取引関係）

前連結会計年度 

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） （借主側） 

所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、リース取

引開始日が平成21年１月31日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っており、その内容は次のとおりであります。 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品  5,588  5,309  279

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品 －  － －

② 未経過リース料期末残高相当額等 ② 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 千円313

１年超 千円－

合計 千円313

１年以内 千円－

１年超 千円－

合計 千円－

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 千円1,262

減価償却費相当額 千円1,117

支払利息相当額 千円47

支払リース料 千円315

減価償却費相当額 千円279

支払利息相当額 千円2

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

     同左 

利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

     同左 

（減損損失について） （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。         同左 



前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く） 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式48千円の減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上落した場合は全て減損

処理を行い、30％～50％程度下落した場合は、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く） 

  

  

前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１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。 

   

前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

 当企業集団は退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

 当企業集団は退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。 

   

（有価証券関係）

連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式  43  43  －

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  13,221

連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式   43   73   29

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式   13,221

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）



前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

２ 被付与者は、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。 

３ 被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要し

ます。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度（平成21年１月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

（ストック・オプション等関係）

  
平成16年度 

ストック・オプション 
平成17年度 

ストック・オプション 
平成18年度 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役  ５名 

当社監査役  ２名 

当社従業員  11名 

当社取締役  ３名 

当社監査役  ２名 

当社従業員  24名 

当社取締役  ４名 

当社監査役  ３名 

当社従業員  26名 

ストック・オプションの目的と

なる株式の種類及び付与数

（注）１ 

普通株式   350株 普通株式   350株 普通株式   300株 

付与日 平成17年３月11日 平成18年３月24日 平成18年４月28日 

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）３ 

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成18年８月１日 

至 平成21年７月31日 

自 平成19年８月１日 

至 平成22年７月31日 

自 平成21年８月１日 

至 平成24年７月31日 

  
平成16年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前(株)    

前連結会計年度末  ―  ―  261

付与  ―  ―  ―

失効  ―  ―  60

権利確定  ―  ―  ―

未確定残  ―  ―  201

権利確定後(株)    

前連結会計年度末  220  309  ―

権利確定  ―  ―  ―

権利行使  ―  ―  ―

失効  35  64  ―

未行使残  185  245  ―



② 単価情報 

  

当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

２ 被付与者は、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。 

３ 被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要し

ます。 

  

  
平成16年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格（円）  331,969  326,000  333,100

行使時平均株価（円）  －  －  －

公正な評価単価（付与日）

（円） 
 －  －  －

  
平成17年度 

ストック・オプション 
平成18年度 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役  ３名 

当社監査役  ２名 

当社従業員  24名 

当社取締役  ４名 

当社監査役  ３名 

当社従業員  26名 

ストック・オプションの目的となる

株式の種類及び付与数（注）１ 
普通株式   350株 普通株式   300株 

付与日 平成18年３月24日 平成18年４月28日 

権利確定条件 （注）２ （注）３ 

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成19年８月１日 

至 平成22年７月31日 

自 平成21年８月１日 

至 平成24年７月31日 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度（平成22年１月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

② 単価情報 

  

  
 平成16年 

ストック・オプション  
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前(株)    

前連結会計年度末  －  －  201

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  201

未確定残  －  －  －

権利確定後(株)    

前連結会計年度末  185  245  －

権利確定  －  －  201

権利行使  －  －  －

失効  185  －  －

未行使残  －  245  201

  
 平成16年 

ストック・オプション  
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格（円）  331,969  326,000  333,100

行使時平均株価（円）  －  －  －

公正な評価単価（付与日）

（円） 
 －  －  －



  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 

至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 

至 平成22年１月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

（繰延税金資産） 

投資有価証券評価損 千円57,973

減価償却超過額 千円35,826

長期前払費用償却超過額 千円16,977

繰越欠損金 千円293,944

その他 千円17,480

繰延税金資産小計 千円422,203

評価性引当額 千円△422,203

繰延税金資産合計 千円－

（繰延税金資産） 

投資有価証券評価損 千円58,622

減価償却超過額 千円242

長期前払費用償却超過額 千円12,857

訴訟損失引当金  千円290,447

繰越欠損金 千円413,087

その他 千円6,789

繰延税金資産小計 千円782,047

評価性引当額 千円△782,047

繰延税金資産合計 千円－

(繰延税金負債） 

有価証券評価差額金 千円11

繰延税金負債合計 千円11

繰延税金負債の純額 

  

千円11

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 ％ 40.6

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％ 0.1

評価性引当額の減少 ％ △41.2

住民税均等割 ％ 0.4

その他 ％ 0.4

税効果会計適用後の法人税の負担率 ％ 0.3

 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載

を省略しております。 



  

前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

 （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 

  

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、当連結会計年度は99,854千円でありま

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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,588,668千円）の主なものは、親会社の余資運用資

産及び管理部門に係る貸付金であります。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
情報サービ
ス事業 

資格試験運
営サービス
事業 

診療分析デ
ータ提供サ
ービス事業

不動産仲介
事業 

計 
消去又は全
社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1）外部顧客に対する

売上高 
 164,124  14,558  2,700  22,860  204,244  －  204,244

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  164,124  14,558  2,700  22,860  204,244  －  204,244

営業費用  131,681  10,366  55,846  61,199  259,094  91,062  350,156

営業利益又は営業損

失（△） 
 32,442  4,192  △53,146  △38,338  △54,849  △91,062  △145,912

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
    

資産  46,381  80,881  11,056  103,947  242,267  1,571,053  1,813,321

減価償却費  6,069  155  430  597  7,253  283  7,536

資本的支出  1,345  －  59,723  1,035  62,104  1,991  64,096

事業区分 主要サービスおよび製品 

情報サービス事業 
ライセンスソフトウェア販売及び保守 

ソフトウェア開発 

資格試験運営サービス事業 
コンピュータの利用技術に関する資格試験運営サービス 

モデリング関連ビジネス 

診療分析データ提供サービス事業 診療分析データの提供及びコンサルティング 

不動産仲介事業 不動産仲介及び販売代理 



当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

（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 

  

    ３（会計方針の変更） 

  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、当連結会計年度において、「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、当連結会計年度より事業の種類別セグメント区分を変更し、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,「不動産仲介事業」を 

  「リアルエステート事業」に区分する２区分と致しました。 

  また、従来の事業区分によった場合の当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 千円、営業利益 千円、資格試験運営サービス事業においては、売上高 千

円、営業利益 千円であります。 

  なお、「診療分析データサービス事業」につきましては、「IT事業」に移しており、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 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、当連結会計年度は 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。 

５ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（ 千円）の主なものは、親会社の余資運用資

産であります。 

  

  ＩＴ事業 
リアル 

エステート事業 
計 

消去 
又は全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する

売上高 
 152,046 167,297 319,343  － 319,343

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 － － －  － －

計  152,046 167,297 319,343  － 319,343

営業費用  196,902 172,806 369,708  43,861 413,569

営業損失（△）  △44,855 △5,508 △50,364  △43,861 △94,226

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
    

資産  134,538 76,770 211,309  1,486,786 1,698,095

減価償却費  6,988  310 7,298  354 7,652

資本的支出  542 － 542  67 610

事業区分 主要サービスおよび製品 

IT事業 

ライセンスソフトウェア販売及び保守 

モデリング関連ビジネス 

コンピュータの利用技術に関する資格試験運営サービス 

リアルエステート事業 不動産仲介及び販売代理 

90,109 △26,445 61,936

△11,607

100,429

1,486,786



  

 前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年２月

１日 至 平成22年１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。 

   

 前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日）において海外売上高がないため、また、

当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日）において、海外売上高連結売上高の10％未

満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）

及び「関連当事者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13号 平成18年10月17日）

を早期適用しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

 該当事項はありません。  

  

（注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当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。 

  

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭65,161 89

１株当たり当期純利益金額 円 銭25,691 90

１株当たり純資産額 円 銭30,756 75

１株当たり当期純損失金額  円 銭△34,405 80

 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し

ておりません。 

 潜在株式調整後１株当たりの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株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

損益計算書上の当期純利益金額 千円 691,369 千円 △925,859

普通株主に帰属しない金額 千円 － 千円 －

普通株式に係る当期純利益 千円 691,369 千円 △925,859

普通株式の期中平均株式数 株 26,910 株 26,910

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

 平成16年４月23日定時株主総会、

平成17年４月26日定時株主総会及び

平成18年４月26日定時株主総会決議

の旧商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権（それ

ぞれ185個、245個、201個） 

 平成17年４月26日定時株主総会及

び平成18年４月26日定時株主総会決

議の旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権（そ

れぞれ245個、201個） 



  

   

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

 当社は平成21年２月16日に、株式会社リミックスポイン

ト（東証マザーズ上場会社）に対して以下の貸付を行って

おります。 

 該当事項はありません。 

(1)貸付金額              50,000千円   

(2)理由    リミックスポイント社から第三者割当

増資を含めた業務連携の打診があり、 

当社はリミックポイント社の持つ画像 

関連技術分野に興味を持つものの、実

効性の検証には精査をする時間が必要

であると判断したため、上記を貸付い 

たしました。 

(3)貸付実行日          平成21年２月16日 

  

(4)返済期日           平成22年２月15日   

(5)利率                  年利6％ 

(6)担保    リミックスポイント社の事業の一部お 

        よび同社の子会社株式        

  



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年１月31日) 

当事業年度 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 837,966 698,235

売掛金 24,587 9,034

仕掛品 158 159

前払費用 721 1,891

未収還付法人税等 232 162

未収還付消費税等 4,256 3,382

仮払金 2,820 2,760

関係会社立替金 220,677 －

関係会社短期貸付金 － 171,545

関係会社未収入金 － 46,972

その他 1,025 600

貸倒引当金 △129,465 △114,107

流動資産合計 962,980 820,637

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,066 4,066

減価償却累計額 △2,057 △2,505

建物（純額） 2,009 1,561

工具、器具及び備品 14,033 9,241

減価償却累計額 △11,473 △7,915

工具、器具及び備品（純額） 2,559 1,326

有形固定資産合計 4,569 2,888

無形固定資産   

特許権 4,452 3,795

商標権 734 481

ソフトウエア 3,733 2,056

電話加入権 590 590

無形固定資産合計 9,510 6,924

投資その他の資産   

投資有価証券 13,265 13,294

関係会社株式 116,723 87,667

役員長期貸付金 6,950 6,350

差入保証金 623,966 674,464

保険積立金 95,715 95,715

関係会社長期貸付金 － 40,000

投資その他の資産合計 856,620 917,491

固定資産合計 870,699 927,304

資産合計 1,833,679 1,747,942



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年１月31日) 

当事業年度 
(平成22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 66 1,803

未払金 3,526 118,971

未払費用 2,638 2,999

未払法人税等 4,954 5,031

前受金 14,044 10,037

預り金 2,174 1,884

訴訟損失引当金 － 709,620

流動負債合計 27,404 850,349

固定負債   

繰延税金負債 － 11

固定負債合計 － 11

負債合計 27,404 850,360

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,119,605 1,119,605

資本剰余金   

資本準備金 1,348,605 1,348,605

資本剰余金合計 1,348,605 1,348,605

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △661,935 △1,570,647

利益剰余金合計 △661,935 △1,570,647

株主資本合計 1,806,275 897,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 17

評価・換算差額等合計 － 17

純資産合計 1,806,275 897,581

負債純資産合計 1,833,679 1,747,942



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 164,124 91,657

売上原価   

当期製品製造原価 ※2  63,526 ※2  38,185

合計 63,526 38,185

製品売上原価 63,526 38,185

売上総利益 100,598 53,472

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  164,989 ※1, ※2  180,878

営業損失（△） △64,391 △127,406

営業外収益   

受取利息 1,648 5,572

業務支援料収入 ※3  600 ※3  56,568

還付加算金 1,893 －

助成金収入 － 1,774

その他 － 46

雑収入 31 －

営業外収益合計 4,173 63,960

営業外費用   

雑損失 25 －

営業外費用合計 25 －

経常損失（△） △60,243 △63,445

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,000,237 15,357

特別利益合計 1,000,237 15,357

特別損失   

子会社株式評価損 － 29,055

投資有価証券評価損 48 －

訴訟損失引当金繰入額 － 709,620

訴訟関連損失 80,993 119,281

貸倒引当金繰入額 129,434 －

固定資産除却損 － ※4  226

特別損失合計 210,475 858,183

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 729,517 △906,271

法人税、住民税及び事業税 1,848 2,440

法人税等合計 1,848 2,440

当期純利益又は当期純損失（△） 727,669 △908,711



（注） 原価計算の方法はプロジェクト別の個別原価計算を採用しております。 

  

製造原価明細書

    
第13期 

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第14期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 材料費    7,753  12.3   1,882 4.9

Ⅱ 労務費    41,150  65.1   16,247 42.6

Ⅲ 外注費    －  －   9,698 25.4

Ⅳ 経費    14,322  22.6   10,358 27.1

当期総製造費用    63,225  100.0   38,185  100.0

期首仕掛品棚卸高    459   158

合計    63,684   38,344

期末仕掛品棚卸高    158   159

当期製品製造原価    63,526   38,185



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,119,605 1,119,605

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,119,605 1,119,605

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,348,605 1,348,605

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,348,605 1,348,605

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,389,604 △661,935

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 727,669 △908,711

当期変動額合計 727,669 △908,711

当期末残高 △661,935 △1,570,647

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,389,604 △661,935

当期変動額   

当期純利益 727,669 △908,711

当期変動額合計 727,669 △908,711

当期末残高 △661,935 △1,570,647

株主資本合計   

前期末残高 1,078,606 1,806,275

当期変動額   

当期純利益 727,669 △908,711

当期変動額合計 727,669 △908,711

当期末残高 1,806,275 897,563



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 17

当期変動額合計 － 17

当期末残高 － 17

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 17

当期変動額合計 － 17

当期末残高 － 17

純資産合計   

前期末残高 1,078,606 1,806,275

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 727,669 △908,711

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 17

当期変動額合計 727,669 △908,694

当期末残高 1,806,275 897,581



  

継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

 当社は継続して、営業損失を計上していることから継続

企業の前提に関する重要な疑義が生じております。 

  

 当社は当該状況を解消すべく、収益体質改善のため、子

会社も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事業を中心に、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することにより収益体質の改善に

取り組んでまいります。 

  

 これらの事業の遂行につきましては、事業計画を策定

し、それに従って事業構造改革を実行するとともに、収益

体質の抜本的改善を行ってまいります。 

  

 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財務諸表には反映しておりませ

ん。 

 当社は、前事業年度に引き続き、当事業年度においても

営業損失を計上しており、また、当事業年度において訴訟

損失引当金繰入額709,620千円、訴訟関連損失119,281千円

を計上した結果、当事業年度の当期純損失が908,711千円

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

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

置を行うとともに、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。 

  

また、子会社の株式会社UML教育研究所との連携を強化し

OMGの国際標準であるモデリング事業を活用した関連ビジネ

スの推進のための基盤、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、子会社の株式会社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。   



   

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

   訴訟につきましては、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、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、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財務諸表

に反映しておりません。 

   



  

重要な会計方針

項目 
第13期 

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第14期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）仕掛品 

個別法による原価法 

(1）仕掛品 

個別法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定） 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。  

この変更による損益に与える影響はあ

りません。  

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （追加情報） 

 法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。なお、これによる

損益にあたえる影響は軽微であります。

  

  (2）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間（５年

間）に基づく定額法を採用し、販売用ソ

フトウェアについては、見込販売数量に

基づく償却額と見込有効期間（３年間）

に基づく均等配分額とのいずれか大きい

額によっております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

(3)リース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価格

を零とする定額法を採用しております。

なお所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が平成21

年１月31日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。  



  

項目 
第13期 

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第14期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

４ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率等に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

  

  

────── 

  

   

(1）貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  

（2）訴訟損失引当金 

係争中の訴訟に対する損失に備えるた  

め、将来発生する可能性のある損失を見

積もり、当事業年度において必要と認め

られる金額を計上しております。 

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

  

  

────── 

  

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



  

会計処理方法の変更

前事業年度 

（自 平成20年２月１日 

   至 平成21年１月31日）  

当事業年度 

（自 平成21年２月１日 

   至 平成22年１月31日）  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従 

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており 

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基 

準」（企業会計基準１３号（平成５年６月17日（企業会計 

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 

指針16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計 

制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常 

の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま 

す。 

 この変更により損益に与える影響はありません。  



   

   

追加情報

第13期 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第14期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

 当社は、日本アイ・ビー・エム株式会社及び株式会社ネ

ットマークス等との取引において、当社の未回収となって

いた債権1,189,594千円について、平成19年２月２日付で

日本アイ・ビー・エム株式会社及び株式会社ネットマーク

スに対し訴訟を提起しておりましたが、和解が成立したこ

とに伴い、平成20年８月８日付で和解金1,000,000千円を

受領しております。 

 また、当該訴訟において、当社は、株式会社ネットマー

クスより平成19年２月15日付で上記反訴の提起を受けてお

りますが、当該和解により、本件に関連して当社が株式会

社ネットマークス等、他社から請求を受けることはありま

せん。 

 これに伴い、当該案件に関する未収入金について計上し

ていた貸倒引当金のうち1,000,000千円については取り崩

すとともに貸倒引当金戻入益として特別利益に計上してお

ります。 

 当社は、民事再生手続中である株式会社アイ・エック 

ス・アイとの取引に絡み、東京リース株式会社より提起さ

れていた訴訟が和解解決したことにより、平成22年２月19

日付で和解金54,500千円を支払っております。 

注記事項

（損益計算書関係）

第13期 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第14期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は ％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

45.0

55.0

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は ％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

39.7

60.3

役員報酬 千円28,500

給料手当 千円60,204

支払手数料 千円23,510

減価償却費 千円1,887

役員報酬 千円30,400

給料手当 千円54,917

支払手数料 千円10,188

支払報酬  

減価償却費 

千円

千円

29,026

692

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

はありません。 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

はありません。 

※３ 関係会社に係る注記 ※３ 関係会社に係る注記 

業務支援料収入 千円600 業務支援料収入 千円56,568

  

────── 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具器具備品 千円226



前事業年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

   

  

第13期（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

第14期（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

（リース取引関係）

第13期 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第14期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） （借主側） 

所有権移転外ファイナン・スリース取引のうち、リース

取引開始日が平成21年１月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっており、その内容は次のとおりであります。 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品  5,588  5,309  279

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品  －  － －

② 未経過リース料期末残高相当額等 ② 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 千円313

１年超 千円－

合計 千円313

１年以内 千円－

１年超 千円－

合計 千円－

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 千円1,262

減価償却費相当額 千円1,117

支払利息相当額 千円47

支払リース料 千円315

減価償却費相当額 千円279

支払利息相当額 千円2

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

同左 

（減損損失について） （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 同左 

（有価証券関係）



   

（税効果会計関係）

第13期 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第14期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

（繰延税金資産） 

投資有価証券評価損 千円57,973

貸倒引当金繰入限度超過額 千円52,563

繰越欠損金 千円202,604

その他 千円17,689

繰延税金資産小計 千円330,832

評価性引当額 千円△330,832

繰延税金資産合計 千円－

（繰延税金資産） 

投資有価証券評価損 千円80,433

貸倒引当金繰入限度超過額 千円46,704

訴訟損失引当金 千円290,447

繰越欠損金 千円277,021

その他 千円8,949

繰延税金資産小計 千円703,557

評価性引当額 千円△703,557

繰延税金資産合計 千円－

（繰延税金負債） 

有価証券評価差額金 千円11

繰延税金負債合計 千円11

繰延税金負債の純額 

  

千円11

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 ％40.6

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％0.1

評価性引当額の減少 ％△41.0

住民税均等割 ％0.3

その他 ％0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％0.2

 税引前当期純損失を計上をしているため、記載を省

略しております。 



（注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当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。 

  

  

（１株当たり情報）

第13期 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第14期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭67,122 83

１株当たり当期純利益金額 円 銭27,040 84

１株当たり純資産額 円 銭33,354 93

１株当たり当期純損失金額 円 銭△33,768 55

 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し

ておりません。 

 潜在株式調整後１株当たりの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株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。  

項目 
第13期 

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第14期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１株当たり当期純利益又は当期純損失金額

（△） 
    

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失

（△） 
千円 727,669 千円 △908,711

普通株主に帰属しない金額  －   －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△） 
千円 727,669 千円 △908,711

普通株式の期中平均株式数 株 26,910 株 26,910

 希薄化効果を有しないため潜在株式調整 

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め 

なかった潜在株式の概要 

 平成16年４月23日定時株主総会、

平成17年４月26日定時株主総会及び

平成18年４月26日定時株主総会決議

の旧商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権（それ

ぞれ 個、 個及び 個） 185 245 201

 平成17年４月26日定時株主総会及

び平成18年４月26日定時株主総会決

議の旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権（そ

れぞれ 個、 個） 245 201

（重要な後発事象）

第13期 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第14期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

 当社は平成21年２月16日に、株式会社リミックスポイン

ト（東証マザーズ上場会社）に対して以下の貸付を行って

おります。 

 該当事項はありません。 

(1)貸付金額              50,000千円   

(2)理由    リミックスポイント社から第三者割当

増資を含めた業務連携の打診があり、 

当社はリミックポイント社の持つ画像 

関連技術分野に興味を持つものの、実 

効性の検証には精査をする時間が必要 

であると判断したため、上記を貸付い 

たしました。 

(3)貸付実行日          平成21年２月16日 

  

(4)返済期日           平成22年２月15日   

(5)利率                  年利6％ 

(6)担保    リミックスポイント社の事業の一部お 

        よび同社の子会社株式     

  



(1）役員の異動 

  

①新任取締役候補者（平成22年４月28日付）  

 吉野 晃生（現、株式会社UML教育研究所代表取締役）  

   

②退任予定取締役（平成22年４月28日付）  

 村井 勝 

  

③新任監査役候補者（平成22年４月28日付）  

 村井 勝（現、当社取締役会長） 

  

④退任予定監査役（平成22年４月28日付） 

 東野 修次  

  

(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・アイとの取引に絡み、東京リース株式会社より平成19年３

月29日付、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したが、東京リース株式

会社との訴訟におきましては、平成22年1月22日付で和解解決しております。 

 また、スカイピー・コム株式会社との訴訟におきましては、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・コム株式会社に対して、売買代金の全額及び遅延損害金を支払うことの一審判決を受けました。 

 当社といたしましては、不当であると考えており、本判決の是正を求めるため、大阪高等裁判所に控訴しておりま

す。  

  

  

  

  

６．その他
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