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                                                                             （百万円未満切捨） 

１．平成19年９月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年10月１日 ～ 平成19年６月30日） 
(1) 連結経営成績                             （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益      

百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年９月期第３四半期 2,381    － △286  － △271  － △48   －
18年９月期第３四半期 －   － －  － －  － －   －

(参考)18年９月期 963   － △133  － △145  － △215   －

 

 
１株当たり四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

19年９月期第３四半期 △287  81 －    －
18年９月期第３四半期  －   － －    －

(参考)18年９月期 △1,465  46 －    －
（注）平成18年９月期は決算期変更により、平成18年４月１日～平成18年９月30日の６ヶ月間となります。 

   また、これにより平成18年９月期第３四半期決算を行っておりませんので、対前年四半期増減率は記載しておりません。 

 

(2) 連結財政状態 

 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

19年９月期第３四半期 2,185 1,272 54.2 6,872    20
18年９月期第３四半期 － － － －    －

(参考)18年９月期 2,349 1,393 59.3 8,443  03

 
(3) 連結キャッシュ・フロ－の状況                      

 営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロ－

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロ－

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロ－ 

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

19年９月期第３四半期 △319 488 △226 △416
18年９月期第３四半期 － － － －

(参考)18年９月期 △175 △６ 205 474
 

２. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期 期末 年間 

18年９月期 
円  銭 円  銭 円  銭

－ － － － － －
19年９月期 － － 

0 00
19年９月期(予想)  － －

 
３．平成19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日 ～ 平成19年９月30日） 
                                    （％表示は、対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり当期純

利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

通  期 3,470  － △260  － △255  － ５  －  29  80

http://www.yamato-one.jp/�
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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） ： 有 

    連結： (新規) 12社（うち投資事業組合４ファンド） (除外) ６社 

 (2) 四半期連結財務諸表の作成基準           ： 中間連結財務諸表作成基準 

 (3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 (4) 会計監査人の関与                 ： 有 

   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基

準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 

５．個別業績の概要（平成18年10月１日 ～ 平成19年６月30日） 

(1) 個別経営成績                         （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益      

百万円    ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年９月期第３四半期 94    － △166  － △173  － 97  －

18年９月期第３四半期 －    － －  － －  － －  －

(参考)18年９月期  956    －  △132  － △144    － △214  －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

19年９月期第３四半期 573   46

18年９月期第３四半期 －   －

(参考)18年９月期 △1,458    44

（注）平成18年９月期は決算期変更により、平成18年４月１日～平成18年９月30日の６ヶ月間となります。 

   また、これにより平成18年９月期第３四半期決算を行っておりませんので、対前年四半期増減率は記載しておりません。 

 
(2) 個別財政状態                            

 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

19年９月期第３四半期 1,588 1,334 84.0  7,743  77

18年９月期第３四半期 － － － －    －

(参考)18年９月期 2,350 1,397 59.5 8,470    74

 
６．平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日 ～ 平成19年９月30日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり当期純

利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

通  期 125  － △230  － △245  － 65  －  385  18

 

 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

当資料の記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通してあり、

リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通しと異なる

結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社及び

当社グループ会社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。ただし、

業績に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループは、平成18年10月１日より、よりダイナミックで純粋な事業開発を目的に会社分割に

より純粋持株会社体制に移行しており、主に情報セキュリティ事業や受託開発事業の応用技術型事業

グループ、および沖縄関連事業の知識融合型事業グループが中心となり、積極的なM&Aを展開しており

ます。 

  当第３四半期連結会計期間（平成18年10月～平成19年６月）におきましては、応用技術型事業グ

ループにおいては、セキュリティUSBメモリ等情報セキュリティ商材を中心に展開し、３月決算期にお

いて大手企業をはじめとする一括導入が進み、高い利益率を確保することができました。また、新た

に子会社化した受託開発事業を行う株式会社コンピュータマインドが堅調に推移し、収益増加に貢献

いたしました。 

知識融合型事業グループにおきましては、不採算事業からの撤退を行う一方、積極的かつ堅実なＭ

＆Ａを行うことにより沖縄関連事業として必要な経営リソースを順次獲得することができました。こ

れら事業の選択と集中に継続して取り組んだ結果、一部の新規イベント事業の早期立ち上がりによる

業績への貢献や既存の音楽制作事業の大幅な収益改善が見られ、着実に事業基盤の整備を進めること

ができました。 

また、未来開発型事業グループにつきましては、テクノベンチャー株式会社のファンドの不振等に

より大幅な売上未達となり、多額の損失が発生いたしました。同社につきましては、今後収益化のめ

どが立たないことに加え、さらに損失が拡大することが判明したため、当社連結業績への影響をを

小限に留めるため、平成19年５月株式譲渡により非子会社とし、連結対象外としております。 

 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は2,381百万円となりました。経常利益につ

きましては、応用技術型事業グループの高い利益率やYAMATO単体における17百万円のコスト削減等プ

ラス要因はあるものの、テクノベンチャー株式会社における多額の損失発生、応用技術型事業グルー

プにおける季節変動要因による収益の減少および知識融合型事業グループにおける一部の音楽関連事

業の臨時的な損失及び新規事業立ち上げ費用等コスト増加分を吸収できず、経常損失271百万円となり

ました。また、投資有価証券売却益等368百万円を特別利益に、固定資産の減損68百万円及び棚卸資産

除却損25百万円等201百万円を特別損失に計上したことから、四半期純損失48百万円となりました。な

お、前連結会計年度は決算期変更のため６ヶ月間決算となっており、第３四半期連結会計期間は存在

しないため、前年同期比の数値は記載しておりません。 

 

なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

[応用技術型事業グループ] 

情報セキュリティ市場は、個人情報保護法施行、企業におけるJ-SOX法対応準備のスタート、Winny

被害の拡大等を背景に確実に成長しつつあり、現状の大手企業を中心とした動きから、今後は中小企

業においても対策を講じる動きが広がるものと予想され、さらに市場が活性化するものと見込まれて

おります。また、情報セキュリティUSBメモリ市場においても、平成19年４月以降数社が新たに参入し、

今後マーケットは順調に拡大するものと想定されます。 

このような状況下、イーディーコントライブ株式会社では、主力の強制暗号化USBメモリ「SD-

Container」の販売活動に傾注いたしました。USBメモリは企業の決算期に合わせて３月および９月に

納入が集中する傾向があることから、当四半期（平成19年４月～６月）においてはそのような季節変

動要因はあるものの、依然として引き合いは強く、広告宣伝を活発化させながら、９月期に照準を合

わせた営業活動を積極的に展開いたしました。 

その結果、大手監査法人や大手製薬会社、大手電機メーカー等新規顧客の開拓も順調に進みました。

また、大容量化に伴う販売金額の増加や1,000本以上の一括導入企業の増加に伴い高い利益率を確保す

ることができました。 

また、制御系受託開発事業を行う株式会社コンピュータマインドにおいては、業界全般的に技術者

不足が続く中、受注状況は依然として好調で開発者稼働率も100%を維持しております。このような状
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況において、教育の徹底と新入社員を含めた開発体制強化に取り組み、さらなる受注増加につなげる

ことができました。 

 

以上の結果、売上高は1,824百万円、営業損失は１百万円となりました。 

 

[知識融合型事業グループ] 

知識融合型事業グループにおきましては、中間期においては既存の音楽イベント事業等の臨時的な損

失により営業損失67百万円でありましたが、当四半期（平成19年４月～６月）においては、これら不採

算事業の整理を行いつつ、新たに出版事業を開始する等積極的かつ堅実なＭ＆Ａを推進し、沖縄関連事

業の本格始動に向けての体制整備をほぼ完了することができました。これら事業の選択と集中、及び徹

底した原価管理とコスト管理に取り組んだ結果、一部の新規イベント事業の早期立ち上がりによる業績

への貢献や既存の音楽制作事業の大幅な収益改善により、マナ・イニシアチヴ株式会社単体では黒字化

を達成することができました。当四半期（平成19年４月～６月）においては、出版事業統合及び沖縄関

連事業の出店費用等一時的コストの増加はあったものの、営業損失12百万円と中間期と比較して知識融

合型事業グループとしても大幅なペースで改善しており、下期の黒字化に向けて全力で取り組んでおり

ます。 

 

以上の結果、売上高は565百万円となり、営業損失は80百万円となりました。 

 

[未来開発型事業グループ] 

 テクノベンチャー株式会社につきましては、今後の収益化の見通しが立たないことに加え、さらに損

失が拡大することが判明したため、当社連結業績に与える影響に鑑み、平成19年５月非連結子会社化い

たしました。   

今後、技術系ベンチャー企業等への投資や株式公開支援等による収益獲得、及びファンド組成等につ

きましてはYAMATO本体が継承し事業を活性化していく方針であります。 

 

以上の結果、売上高は１百万円となり、営業損失は37百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、2,185百万円、負債合計は913百万円となりました。純資

産につきましては、1,272百万円となりました。 

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、投資有価証

券の売却による収入410百万円、長期貸付金の回収による収入221百万円等の増加要因がありましたが、

借入金の返済による支出283百万円、短期貸付金の貸付による支出227百万円、社債の償還による支出

100百万円、固定資産の取得による支出52百万円等により、前期末に比べ57百万円減少し、当第３四半

期連結会計期間末には416百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ･フローは、主に税金等調整前四半期純損失104百万円、投資有価証券売

却益368百万円、投資有価証券評価損54百万円、減価償却費34百万円、固定資産減損損失68百万円等に

より、319百万円の支出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の売却による収入410百万円、長期貸付金

の回収による収入221百万円、定期預金の払い戻しによる収入84百万円、短期貸付金の貸付による支出

227百万円等により、488百万円の収入となりました。 

財務活動によるキャッシュ･フローは、短期借入金の減少額30百万円、長期借入金の返済による支出

103百万円、社債の償還による支出100百万円等により226百万円の支出となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予測につきましては、応用技術型事業グループのセキュリティUSBメモリをはじめとする

情報セキュリティ商材について、アライアンス活用による新規顧客開拓の推進および新商材投入によ

る販売強化により、企業における９月決算期での一括導入を図るとともに、受託開発事業においても、
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メーカー側の好調に対応できる開発体制の拡充により収益の上積みを目指す方針であり、応用技術型

事業グループにおいては、通期で経常黒字化を達成できるものと見込んでおります。 

  また、知識融合型事業グループにおいては、事業の選択と集中、及び徹底した原価管理とコスト管

理より、当四半期（平成19年４月～６月）においてマナ・イニシアチヴ株式会社単体で黒字化できる

段階にまで改善してきております。出版事業及び沖縄関連事業等成長性のある新規事業の基盤整備に

も引き続き注力し、知識融合型事業グループとして、下期黒字化に向けて取り組んでまいります。 

  以上により、事業につきましては、応用技術型・知識融合型の各事業グループとも下期において経

常黒字化が達成できるものと見込んでおります。しかしながら、本部管理費用等全体コストについて

は、依然として事業収益でカバーできないため、これまで当社グループが企業活動の一環として行っ

てきた戦略的投資による利益を顕在化させることにより、当期純利益の黒字化を予定しております。 

 

  これらを踏まえ、現時点において連結・個別ともに平成19年５月24日に公表した通期業績予想から

変更はありません。 

 

４．その他 

 （1）期中における重要な子会社の異動 

 イーディーコントライブ㈱およびマナ・イニシアチヴ㈱については、会社分割により新たに設立し

たため、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。また、㈱コンピュータマイン

ド、(有)しまヤ酒店、㈱ＫＯＺＡ、テクノベンチャー㈱、ポノポノ㈱については、新たに株式を取得

したことにより当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

なお、投資事業組合４ファンド及び東京国際サーキット㈱については、テクノベンチャー㈱の株式

取得に伴い、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

東京国際サーキット㈱は当社役員保有株式の売却に伴い連結子会社に該当しなくなったため、損益

及び資金取引のみ連結対象としております。 

テクノベンチャー㈱及び投資事業組合４ファンドについては、テクノベンチャー㈱の株式売却に伴い

連結子会社に該当しなくなったため、損益及び資金取引のみ連結対象としております。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※2 473,191 562,371  

２．受取手形及び売掛金  676,357 474,684  

３．たな卸資産  67,827 48,619  

４. 未収入金  136,482 －  

５．その他  44,775 46,675  

貸倒引当金  △16,028 △10,401  

流動資産合計  1,382,606 63.3 1,121,948 47.8 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1   

(1）土地 ※2 216,072 256,859   

(2）その他 ※2 143,995 360,067 76,322 333,182  

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  31,224 42,299   

（2）のれん  98,937 －   

(3）その他  34,437 164,600 24,214 66,513  

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  133,036 670,549   

(2）その他  225,216 227,408   

貸倒引当金  △81,871 276,382 △71,645 826,311  

固定資産合計  801,050 36.6 1,226,008 52.2 

Ⅲ 繰延資産    

１．株式交付費  1,437 1,935  

繰延資産合計  1,437 0.1 1,935 0.0 

資産合計  2,185,094 100.0 2,349,829 100.0 
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当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金  367,809 298,728  

２．１年内償還予定の社債  100,000 100,000  

３．１年内返済予定の長期
借入金 

※2 50,389 71,358  

４. 賞与引当金  30,162 －  

５．その他  286,188 87,352  

流動負債合計  834,549 38.2 557,439 23.7 

Ⅱ 固定負債    

１．社債  － 100,000  

２．長期借入金 ※2 41,869 58,892  

３．預り保証金  － 20,000  

４．繰延税金負債  － 195,098  

５．その他  36,639 25,312  

固定負債合計  78,508 3.6 399,303 17.0 

負債合計  913,057 41.8 956,742 40.7 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１. 資本金  1,388,174 63.5 1,388,174 59.1 

２. 資本剰余金  319,131 14.6  194,561 8.3 

３. 利益剰余金  △523,683 △23.9 △475,424 △20.2 

４. 自己株式  △114 △0.0 △114 △0.0 

株主資本合計  1,183,507 54.2 1,107,196 47.2 

 Ⅱ 評価・換算差額等    

１. その他有価証券 
評価差額金 

 △659 △0.0 284,258 12.1 

２. 為替換算調整勘定  1,761 0.0 1,694 0.0 

評価・換算差額等合計  1,101
0.0

285,953 12.1 

 Ⅲ 少数株主持分  87,426 4.0 － － 

純資産合計  1,272,036 58.2 1,393,149 59.3 

負債、少数株主持分及び
純資産合計 

 2,185,094 100.0 2,349,892 100.0 
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(2) 四半期連結損益計算書 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）  

Ⅰ  売上高  2,381,530 100.0 963,661 100.0  

Ⅱ  売上原価  1,715,266 72.0 653,701 67.8  

売上総利益  666,264 28.0 309,959 32.2  

Ⅲ  販売費及び一般管理費 ※1 952,599 40.0 443,773 46.1  

営業損失  286,334 △12.0 133,813 △13.9  

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  1,500 40    

２．受取配当金  217 3,631    

３．保険解約益  1,976 123    

４. 負ののれん償却額  24,044 －    

５．その他  10,620 38,360 1.6 1,974 5,770 0.6 

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  5,021 2,733    

２．社債発行費償却  － 10,784    

３. 支払保証料  1,203 2,329    

４. 開業費  11,819 －    

５．その他  5,401 23,445 1.0 1,234 17,081 1.8 
 

経常損失  271,419 △11.4 145,124 △15.1 

Ⅵ 特別利益     

１．前期損益修正益  － 3,266    

２．投資有価証券売却益  351,474 －   

３．固定資産売却益 ※2 52 －    

４. 持分変動損益  109 －    

５. 関係会社株式売却益  16,746 368,382 15.5 － 3,266 0.3 

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※3 4,095 319   

２. 固定資産除却損 ※4 4,247 －   

３. 固定資産減損損失 ※5 68,139 －   

４．ソフトウエア除却損  15,286 32,353   

５. 長期前払費用除却損  － 14,883   

６. たな卸資産評価損   － 4,787   

７. たな卸資産除却損  25,198 2,316   

８．投資有価証券評価損  54,331 5,000   

９．プロジェクト撤退費用  － 8,415   

10. 訴訟関連費用  9,000 3,493   

11. 会社分割費用  11,391 －   

12. 前期損益修正損  854 －   

13. 子会社整理損失  8,682 201,227 8.5 － 71,568 7.4 

税金等調整前四半期
（当期）純損失 

 104,264 △4.4 213,427 △22.2 

法人税、住民税及び事
業税 

 36,543 1,695   

法人税等調整額  △18,529 18,013 0.7 － 1,695 0.1 

少数株主損失  74,054 3.1 － － 

四半期（当期）純損失  48,223 △2.0 215,122 △22.3 
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（3）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年６月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年９月30日残高

(千円) 
1,388,174 194,561 △475,424 △114 1,107,196

当第３四半期連結会計期

間中の変動額 
  

 株式交換  124,569 △57,890 66,679

 連結除外に伴う減少   △35 △35

 子会社株式売却による

減少 
  57,890 57,890

 四半期純損失   △48,223 △48,223

株主資本以外の項目の当

第３四半期連結会計期間

中の変動額（純額） 

  

当第３四半期連結会計期

間中の変動額合計 
 124,569 △48,258 － 76,311

平成19年６月30日残高

(千円) 
1,388,174 319,131 △523,683 △114 1,183,507

 

 

評価・換算差額等 
少数株主 

持分 
純資産合計 その他有価

証券評価差

額金 

為替換算調

整勘定 

評価・換算差

額等合計 

平成18年９月30日残高

(千円) 
284,258 1,694 285,953 － 1,393,149

当第３四半期連結会計期

間中の変動額 
  

 株式交換   66,679

 連結除外に伴う剰余金

減少額 
  △35

子会社株式売却による

減少 
  57,890

 四半期純損失   △48,223

株主資本以外の項目の当

第３四半期連結会計期間

中の変動額（純額） 

△284,918 67 △284,851 87,426 △197,424

当第３四半期連結会計期

間中の変動額合計 
△284,918 67 △284,851 87,426 △121,113

平成19年６月30日残高

(千円) 
△659 1,761 1,101 87,426 1,272,036
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

為替換

算調整

勘定 

評価・換

算差額等

合計 

平成18年３月31日残高

(千円) 
1,193,612 740,296 △1,000,599 △114 933,195 365,201 1,648 366,849 1,300,045

連結会計年度中の変動額     

 資本準備金取崩(注)  △740,296 740,296 －   －

 新株の発行 194,561 194,561 389,123   389,123

 当期純損失   △215,122 △215,122   △215,122

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額） 

  △80,942 45 △80,896 △80,896

連結会計年度中の変動額 

合計 
194,561 △545,735 525,174 － 174,001 △80,942 45 △80,896 93,104

平成18年９月30日残高

(千円) 
1,388,174 194,561 △475,424 △114 1,107,196 284,258 1,694 285,953 1,393,149

(注)平成18年６月27日の定時株主総会決議による損失処理項目であります。 
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第３四半期連結会計期間
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日）

 
前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  
 

税金等調整前四半期（当期）純
損失 

 △104,264 △213,427 

減価償却費  34,384 18,336 

のれん償却額  11,922 － 

負ののれん償却額  △24,044 － 

貸倒引当金の増加額  12,791 11,395 

退職給付引当金の増加額  9,638 － 

賞与引当金の増加額  30,162 － 

子会社整理損失引当金の増加額  8,682 － 

受取利息及び受取配当金  △1,718 △3,671 

支払利息  5,021 2,733 

投資有価証券売却益  △351,474 － 

関係会社株式売却益  △16,746 － 

投資有価証券評価損  54,331 5,000 

有形固定資産除却損  4,247 － 

有形固定資産売却損  4,095 － 

ソフトウエア除却損  15,286 32,353 

固定資産減損損失  68,139 － 

長期前払費用除却損  － 14,883 

売上債権の増加額  △49,150 △41,416 

仕入債務の増減額  △1,900 22,810 

たな卸資産の増加額  △8,612 △17,555 

預り保証金の減少額  △20,000 － 

差入保証金の減少額  18,000 － 

その他  19,788 △672 

小計  △281,418 △169,230 

利息及び配当金の受取額  1,663 3,700 

利息の支払額  △5,110 △2,802 

法人税等の支払額  △34,299 △6,674 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △319,165 △175,006 
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当第３四半期連結会計期間
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日）

 
前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

   

定期預金の預入による支出  △20,379 △15,279 

定期預金の払戻しによる収入  84,720 110,036 

投資有価証券の売却による収入  410,346 － 

子会社株式の売却による収入 ※３ 10,271 － 

連結子会社の取得による支出 ※２ △40,261 － 

営業の譲受けによる支出  △15,000 － 

有形固定資産の取得による支出  △32,844 △11,909 

有形固定資産の売却による収入  37,028 340 

有形固定資産売却の手付金によ
る収入 

 80,000 － 

無形固定資産の取得による支出  △19,288 △31,217 

保証金の差入による支出  △10,725 △8,681 

保証金の戻入による収入  652 2,169 

短期貸付金の貸付による支出  △227,170 － 

短期貸付金の回収による収入  14,164 － 

長期前払費用の取得による支出  △300 △52,339 

長期貸付金の回収による収入  221,553 － 

その他  △4,739 － 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 488,027 △6,881 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

   

短期借入金の純増減額  △30,000 － 

長期借入金の返済による支出  △103,287 △131,860 

社債の償還による支出  △100,000 △50,000 

株式の発行による収入  － 387,132 
少数株主に対する株式の発行に
よる収入 

 2,000 － 

子会社設立に伴う少数株主払込
額 

 6,000 － 

分配金（投資事業組合）の支払
額 

 △1,095 － 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △226,382 205,272 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額 

 4 1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△
減少額） 

 △57,516 23,386 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  474,309 450,923 

Ⅶ 連結除外による現金及び現金同等
物の減少額 

 △70 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期期末
（期末）残高 

※１ 416,722 474,309 
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 (5) 注記事項等 

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 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30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。 

連結子会社の数   14 社 

連結子会社の名称 

  ED-CONTRIVE Korea Co.,Ltd. 

  イ－エコワ－クス㈱ 

  イーディーコントライブ㈱ 

  マナ・イニシアチヴ㈱ 

  ㈱コンピュータマインド 

   (有)しまヤ酒店 

  ㈱ＫＯＺＡ 

  テクノベンチャー㈱ 

  東京国際サーキット㈱ 

  投資事業組合 ４ファンド 

ポノポノ㈱ 

イーディーコントライブ㈱およびマ

ナ・イニシアチヴ㈱については、会社

分割により新たに設立したため、当第

３四半期連結会計期間より連結の範囲

に含めております。また、㈱コン

ピュータマインド、(有)しまヤ酒店、

㈱ＫＯＺＡ、テクノベンチャー㈱、ポ

ノポノ㈱については、新たに株式を取

得したことにより当第３四半期連結会

計期間より連結の範囲に含めておりま

す。 

なお、投資事業組合４ファンド及び

東京国際サーキット㈱については、テ

クノベンチャー㈱の株式取得に伴い、

当第３四半期連結会計期間より連結の

範囲に含めております。 

東京国際サーキット㈱は当社役員保

有株式の売却に伴い連結子会社に該当

しなくなったため、損益及び資金取引

のみ連結対象としております。 

テクノベンチャー㈱及び投資事業組

合４ファンドについては、テクノベン

チャー㈱の株式売却に伴い、連結子会

社に該当しなくなったため、損益及び

資金取引のみ連結対象としておりま

す。 

子会社は全て連結しております。 

 連結子会社の数 ２社 

 連結子会社の名称 

ED-CONTRIVE Korea Co.,Ltd. 

イ－エコワ－クス㈱ 

 

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社の名称  

日本システック㈱ 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、第３期半期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金

等（持分に見合う額）に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲から除

外しております。 

関連会社はありません。 

３. 連結決算日の変更に関する事項 ── 当社は、平成18年６月27日開催の定時

株主総会決議により、決算日を３月31日

から９月30日に変更いたしました。 

これに伴い、当連結会計年度は平成18

年４月１日から平成18年９月30日までの

６ヶ月間となっております。 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

４．連結子会社の四半期決算日（決

算日）等に関する事項 

連結子会社の四半期決算日が四半期

連結決算日と異なる会社 

ED-CONTRIVE Korea Co., Ltd. 

第３四半期決算日 

 平成18年9月30日 

イーエコワークス㈱ 

第３四半期決算日 

  平成18年12月31日 

(有)しまヤ酒店 

第３四半期決算日 

  平成19年3月31日 

四半期連結財務諸表の作成に当たっ

て、これらの会社については、第３四

半期連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用しておりま

す。 

連結子会社であるED-CONTRIVE Korea 

Co., Ltd.は、決算日が12月31日でありま

す。また、イーエコワークス株式会社は

決算日が３月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たって、これらの会社に

ついては、連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。 

５．会計処理基準に関する事項 ① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

時価のあるもの 

第３四半期連結決算日の市場価

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)を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採 

用しております。 

関係会社株式 

  移動平均法による原価法を採用

しております。 

時価のあるもの 

決算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)を採用してお

ります。 

 

時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 ② たな卸資産 

 商品・製品・原材料 

総平均法による原価法を採用し

ております。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用して

おります。 

同左 

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産 

主として定率法を採用しておりま

す。 

ただし、平成10年4月1日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 

12～40年 

工具、器具及び備品 

4～10年 

    構築物 

       10～15年      

① 有形固定資産 

主として定率法を採用しておりま

す。 

ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物 

15～40年 

工具、器具及び備品 

4～8年 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間( 長

5年)に基づく定額法によっており

ます。 

市場販売目的のソフトウェア 

残存有効期間( 長3年)における

販売見込数量を基準に償却してお

ります。 

同左 

 

 

 

 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 

 均等償却を採用しております。 同左 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

(3)重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

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。 

 貸倒引当金 

同左 

 

  賞与引当金 

一部の連結子会社は、従業員賞与

の支給に備えるため、支給見込額のう

ち、当第３四半期連結会計期間対応分

の金額を計上しております。 

── 

 

  退職給付引当金 

一部の連結子会社は、従業員の退

職給付に備えるため、当第３四半期連

結会計期間末の退職給付債務（簡便法

による期末自己都合要支給額）を計上

しております。 

 子会社整理損失引当金 

関係会社に対する投資により発生の

見込まれる損失に備えるため、その資

産内容等を検討して計上しておりま

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 

在外子会社等の資産及び負債は、

第３半期決算日の直物為替相場により

円換算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております 

在外子会社等の資産及び負債は、決算

日の直物為替相場により円換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定に含めて計上しておりま

す。 

(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。 

同左 

(6)その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

①繰延資産の処理方法 

株式交付費 

株式交付のときから３年間にわた

り定額法により償却しております 

①繰延資産の処理方法 

株式交付費 

      同左 

 

 

 社債発行費 

── 

 

 

社債発行費 

旧商法施行規則に規定する 長期間

（3年）で均等償却しております。 

 ②消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式

を採用しております。 

②消費税等の会計処理 

同左 

６．四半期連結キャッシュ・フロー

計算書（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 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

―── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月

９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日)を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は1,393,149千円

であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。 

 

―── (繰延資産の処理方法) 

 当連結会計年度から、「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日実務

対応報告第19号）を適用しており、企業規模の拡大のた

めにする資金調達などの財務活動に係る株式交付費につ

きましては、株式交付のときから３年間にわたり定額法

により償却しております。これにより、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は1,935千円増加しております。 

（企業結合に係る会計基準等） 

当第３四半期連結会計期間から「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会 平成18年12月22日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用しております。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当第３四

半期連結会計期間における四半期連結財務諸表は、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成しております。 

―── 

 

表示方法の変更 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

         ―――――― （連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取手数

料」（当連結会計年度は６千円）は営業外収益の総額の

100 分の 10 以下となったため、営業外収益の「その他」に

含めて表示することにしました。  

 

(四半期貸借対照表)  

前連結会計年度において流動資産の「その他」に含め

て計上していました「未収入金」は、資産の総額の100分

の５を超えることとなったため、区分表示することとし

ております。なお、前連結会計年度における「その他」

に含めていた「未収入金」は、6,682千円であります。 

─――――─ 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「のれん償却額」及び「有形固定資産売却損」は

「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性

が増したため当第３四半期連結会計期間において区分表示

することに変更しました。なお、前連結会計年度における

営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて

いた「のれん償却額」は 132 千円、「有形固定資産売却

損」は 273 千円であります。 

─――――─ 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

127,082千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

55,283千円 

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

定期預金 45,068千円 

建物 

建物付属設備 

構築物        

40,461千円 

2,953千円 

1,639千円 

合計 90,122千円 

 

定期預金 45,061千円

土地 40,787千円

合計 85,849千円
 

  上記の担保付債務   上記の担保付債務 

１年内返済予定の長期借入金 

長期借入金 

21,265千円 

25,045千円 

合計 46,310千円 

１年内返済予定の長期借入金 50,154千円

長期借入金 38,775千円

合計 88,929千円

なお、上記の建物・建物付属設備・構築物は連結子会

社㈱コンピュータマインドの少数株主である㈱コミヤマ

工業の借入金の担保に供されております。 

３.  偶発債務 

第３四半期連結貸借対照表に注記している通り、連結

子会社株式会社コンピュータマインドは少数株主である

株式会社コミヤマ工業の銀行借入に対して本社建物等(簿

価45百万円)を担保提供（極度額900百万円)しておりまし

たが、平成19年５月18日に、株式会社コミヤマ工業は甲

府地方裁判所に民事再生法の適用を申請し、財産の保全

命令を受けました。現段階において当該事象が事業及び

損益に与える影響は不明であります。 
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（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
 （自 平成18年10月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりです。 

給料及び手当     289,877千円 

役員報酬     154,936千円 

支払手数料      112,977千円 

旅費交通費    57,329千円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりです。 

貸倒引当金繰入    19,268千円 

給料及び手当     166,229千円 

支払手数料        63,197千円 

※２. 固定資産売却益の内訳 

      車両・運搬具       52千円 

※２．        ── 

 

※３．固定資産売却損の内訳 ※３. 固定資産売却損の内訳 

土地        4,041千円 車両運搬具     319千円 

車両運搬具        54千円  

※４. 固定資産除却損の内訳     

      建物        2,301千円 

建物付属設備     1,800千円 

 

      工具器具備品      66千円  

      車両・運搬具      78千円 

※５. 減損損失 

    当第３四半期会計期間において、当社グループは以

下の資産について減損損失を計上いたしました。 

 （１）減損損失を認識した主な資産 

場 所 用 途 種 類 

大阪市 

淀川区 
事業用資産 建物付属設備 

大阪市 

淀川区 
事業用資産 工具器具備品 

大阪市 

淀川区 
事業用資産 長期前払費用 

東京都 

千代田区 
事業用資産 建物 

東京都 

千代田区 
事業用資産 車両運搬具 

東京都 

千代田区 
事業用資産 電話加入権 

東京都 

千代田区 
事業用資産 長期前払費用 

北海道 遊休資産 土地 

 （２）減損損失の認識に至った経緯 

営業活動から生じた損益の継続的なマイナス、または、

使用価値の著しい下落が認められたため、当該資産グルー

プに係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上しました。 

（３）減損損失の金額 

   建物       1,780千円 

   建物付属設備   4,656千円    

   車両運搬具    2,541千円 

   工具器具備品   11,227千円 

   土地        502千円 

   電話加入権    1,281千円 

   長期前払費用   46,149千円 

    合計      68,139千円 

（４）資産のグルーピングの方法 

当社は、減損会計の適用にあたり、主としてプロジェク

トごとまたは事業会社ごとにグルーピングをしておりま

す。ただし、遊休資産については物件単位でグルーピング

をしております。 

（５）回収可能価額の算出方法 

なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将

来キャッシュフローは6.9％で割り引いて算出しておりま

す。 

 

 



㈱ＹＡＭＡＴＯ（7853）平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況 

－  － 

 

 

19

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年６月30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 

 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当第３四半期連結会計

期間増加株式数(株) 

当第３四半期連結会計

期間減少株式数(株) 

当第３四半期連結会計

期間末株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 165,009.16 7,371 － 172,380.16 

合計 165,009.16 7,371 － 172,380.16 

自己株式     

普通株式 3.16 1,956 1,956 3.16 

合計 3.16 1,956 1,956 3.16 

（注）普通株式の増加7,371株は、テクノベンチャー株式会社との株式交換による新株の発行であります。 

  自己株式の増加及び減少1,956株は、以前よりテクノベンチャー株式会社が保有しておりました株式会社

YAMATOの株式であります。 

 

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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 

 
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 142,643.16 22,366 － 165,009.16 

合計 142,643.16 22,366 － 165,009.16 

自己株式     

普通株式 3.16 － － 3.16 

合計 3.16 － － 3.16 

（注）普通株式の発行済株式数総数の増加22,366株は、第三者割当による新株の発行であります。 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１.現金及び現金同等物の第３四半期残高と第３四半期

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19年６月30日現在）

現金及び預金勘定      473,191千円 

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金     △56,468千円 

現金及び現金同等物   416,722千円 

（平成18年９月30日現在） 

現金及び預金勘定        562,371千円 

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金       △88,061千円 

現金及び現金同等物      474,309千円 

※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容 

株式会社コンピュータマインド 

流動資産       213,125千円 

固定資産        85,179千円 

のれん                 69,077千円 

流動負債      △117,072千円 

固定負債       △53,926千円 

少数株主持分     △76,383千円 

株式の取得価額    120,000千円 

現金及び現金同等物   61,839千円 

差引:取得による支出 △58,160千円 

 

有限会社しまヤ酒店 

流動資産        69,783千円 

固定資産         5,743千円 

流動負債       △31,904千円 

固定負債            － 

負ののれん      △18,622千円 

株式の取得価額     25,000千円 

現金及び現金同等物   13,120千円 

差引:取得による支出 △11,879千円 

 

ポノポノ株式会社 

流動資産        23,633千円 

固定資産            － 

のれん                 40,852千円 

流動負債       △64,483千円 

固定負債            － 

株式の取得価額        1千円 

現金及び現金同等物   17,627千円 

差引:取得による収入 △17,625千円 

 

株式交換により、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容    

テクノベンチャー株式会社 

流動資産       140,991 千円 

固定資産       455,085 千円 

流動負債        △8,336 千円 
固定負債            － 

負ののれん      △8,783 千円 

少数株主持分    △354,387 千円 

株式の取得対価    224,569 千円 

株式交換による株式 △124,569 千円 

交付額 

現金及び現金同等物  112,153 千円 

差引：取得による収入   12,153千円 

 

※３.株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳 

 テクノベンチャー株式会社 

流動資産       361,375千円  

固定資産        77,915千円 

  繰延資産         640千円 

  流動負債       △16,891千円 

  固定負債            － 

  少数株主持分    △214,028千円 

  その他有価証券 

  評価差額金      △1,187千円 

  株式売却益       16,746千円 

  株式の売却価額    224,569千円 

未収入金の増加額   △124,569千円 

現金及び現金同等物  △89,728千円 

差引：売却による収入  10,271千円 
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（リース取引関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．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 

１．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 

(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第３四半期末残

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)

減 損 損

失 累 計

額 相 当

額 

(千円) 

第３四

半期末

残高相

当額 

(千円) 

機械及び装置 20,580 6,461 14,118 －

工具、器具及

び備品 
16,726 7,054 6,712 2,960

ソフトウェア 2,291 2,024 267 －

合計 39,598 15,540 21,097 2,960

 

取得価

額相当

額 

(千円)

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

減 損 損

失 累 計

額 相 当

額 

(千円) 

期末残

高相当

額 

(千円) 

機械及び装置 20,580 6,461 14,118 － 

工具、器具及

び備品 
13,026 6,314 6,712 － 

ソフトウェア 2,291 2,024 267 － 

合計 35,898 14,800 21,097 － 

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 

１年内 5,521千円 

１年超 13,160千円 

合計 18,682千円 

リース資産減損勘定

の残高 

14,447千円 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 5,034千円 

１年超 14,618千円 

合計 19,653千円 

リース資産減損勘定

の残高 

18,174千円 

(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及び減損損失 

(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、支払利息相当額及び減損損失 
   支払リース料 5,031千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

6,650千円

減価償却費相当額 4,298千円

支払利息相当額 880千円

減損損失  －

 

支払リース料 3,445千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

2,923千円

減価償却費相当額 2,929千円

支払利息相当額 604千円

減損損失  －

(4）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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

(5）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との

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。 

(5）利息相当額の算定方法 

同  左 
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（有価証券関係） 

当第３四半期連結会計期間末（平成19年６月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
四半期連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 34,060 32,333 △1,726 

(2）投資信託受益証券 10,300 10,914 614 

合計 44,360 43,247 △1,112 

(注)減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行ってお

ります。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 103,518 

投資事業有限責任組合等に対する出資 3,000 

社債 1,000 

(2) 関係会社株式  
 

非上場株式 

 
 

10,000 

合計 117,518 

 

前連結会計年度末（平成18年９月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 95,291 575,553 480,262 

(2) 投資信託受益証券 10,300 9,395 △905 

合計 105,591 584,948 479,357 

(注)減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行ってお

ります。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 81,600 

投資事業有限責任組合等に対する出資 3,000 

社債 1,000 

合計 85,600 

 

 

（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19年６月30日現在）、前連結会計年度（平成18年９月30日現在）デリバティ

ブ取引を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18年10月１日 至 平成19年６月30日） 

１. ストック・オプションに係る当第３四半期連結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。 

   

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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 

  

平成 12 年６月 26 日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14 年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日

定時株主総会決議 

ストック･オプション

付与対象者の区分

及び数 
 当社取締役１名 当社取締役８名 

当社取締役 11 名 

当社外部アドバイザー

２名 

当社取締役及び 

従業員 11 名 

当社外部アドバイザー

及び事業協力者 

５名 

当社取締役９名 

ストック・オプ

ション数 

普通株式  

20,426 株 

普通株式  

10,686 株 
普通株式 800 株 普通株式 1,300 株 普通株式 500 株 

付与日 平成 12 年８月 31 日 平成 12 年 11 月６日 平成 14 年６月７日 平成 15 年６月 27 日 平成 16 年６月 25 日

権利確定条件  （注）２  （注）２ （注）３・４ （注）３・５  （注）３ 

対象勤務期間 
該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありま 

せん。 

該当事項はありませ

ん。 

権利行使期間 
平成 12 年９月 1 日～

平成 22 年６月 25 日  

平成 12 年 11 月７日～

平成 22 年６月 25 日  

平成 16 年７月１日～平

成 24年５月 31 日  

平成 15 年８月１日～平

成 25年５月 31 日 

平成 16 年８月１日～

平成 26年５月 31 日 

 （注）１. 株式数に換算して記載しております。 

       ２. 当社と対象者の間で締結した「新株引受権付与契約書」に定める条件による。 

     ３. 取締役は、権利行使時においても当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。 

     ４. 外部アドバイザーは、当社と対象者の間で締結した「新株予約権付与契約」に定める条件による。 

     ５. 外部アドバイザー及び事業協力者は、当社と対象者の間で締結する「新株予約権割当契約」に定める 

      条件による。 
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 (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 

  

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14 年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

権利確定前（株）      

前連結会計年度末 － － － － －

付与 － － － － －

失効 － － － － －

権利確定 － － － － －

未確定残 － － － － －

権利確定後（株）        

前連結会計年度末 3,918 9,698 560 840 160

権利確定 － － － － －

権利行使 － － － － －

失効 － － － － －

未行使残 3,918 9,698 560 840 160

    

 

② 単価情報 

  

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14 年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

権利行使価（円） （注）30,252 （注）30,076 （注）14,467 （注）43,450 39,950

行使時平均株価  

（円） 
－ － － － －

公正な評価単価

（付与日）（円） 
－ － － － －

 （注）権利行使価格は平成 15 年９月 30 日の株式分割（１株につき２株の割合)後の修正価格を掲載 

 

 



㈱ＹＡＭＡＴＯ（7853）平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況 

－  － 

 

 

25

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年６月30日） 

 
応用技術型 

事業 
（千円） 

知識融合型
事業 

（千円） 

未来開発型
事業 

（千円）
その他 

計 
（千円） 

消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円）

売上高    

(1）外部顧客に
対する売上
高 

1,816,678 563,057 1,564 230 2,381,530 － 2,381,530

(2）セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

8,188 2,790 － 94,587 105,566 △105,566 －

計 1,824,867 565,848 1,564 94,817 2,487,097 △105,566 2,381,530

営業費用 1,826,157 646,336 39,238 261,699 2,773,431 △105,566 2,667,865

営業利益（又は営
業損失） 

△1,290 △80,487 △37,674 △166,882 △286,334 － △286,334

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。 

２．各区分に関する主な事業内容 

応用技術型事業 コンピュータメディア不正コピー防止技術の導入・販売、ソフ

トハウス向けアウトソーシングサービスの開発・提供 

制御系ソフトの開発、金融系システムの開発 

知識融合型事業 映像・音楽・その他コンテンツの企画・制作・販売、泡盛をは

じめとする酒類販売、俳優養成学校の運営 

未来開発型事業 優良技術及び資産の発掘・投資 

その他 グループ会社の事業活動の支援・管理 

 

３．記載対象セグメントの変更  

 事業の種類別セグメントにつきましては、従来「コンピュータメディア事業」及び「コンテンツ制作事

業」に区分しておりましたが、ホールディングカンパニーへの移行に伴い当期より「応用技術型事業」、

「知識融合型事業」、「未来開発型事業」及び「その他」に変更いたしました。これは、当社の事業展開

に基づく事業区分の見直しであり、セグメント情報の有効性を高めることを目的としております。 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 
コンピュータ
メディア事業
（千円） 

コンテンツ制
作事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 855,541 108,119 963,661 － 963,661

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

10,159 2,719 12,879 △12,879 －

計 865,701 110,839 976,540 △12,879 963,661

営業費用 787,029 179,077 966,107 131,366 1,097,474

営業利益（又は営業損失） 78,671 △68,238 10,432 △144,246 △133,813

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。 

２．各区分に関する主な事業内容 

コンピュータメディア事業 コンピュータメディア不正コピー防止技術の導入・販売、ソフ

トハウス向けアウトソーシングサービスの開発・提供 

コンテンツ制作事業 コンテンツの企画・制作・販売 

３．営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用 

  
当連結会計年度 

（千円） 
主な内容 

 

 
消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額 

144,246 
提出会社の総務・経理部門等の
管理部門に係る費用でありま
す。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年６月30日）および前連結会計年度（自 平

成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年６月30日）および前連結会計年度（自 平

成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（企業結合等関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

  共通支配下の取引等 

 １. 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称 

 並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

         テクノベンチャー株式会社  事業の内容：国内外におけるベンチャーキャピタル事業 

   (2）企業結合の法的形式  株式交換 

   (3）結合後企業の名称   変更ありません 

   (4）取引の目的を含む取引の概要 

    ①株式交換の目的 

       テクノベンチャー株式会社が持つベンチャーキャピタルの実績および MIT 等とのネットワークを 大限に 

活かすことで収益力のある中小企業を発掘し、積極的かつ堅実な投資の実現による収益力強化に努め事業間 

のシナジー を 大化させることで、YAMATO グループ全体の価値の増大を図り、総合力を強化することを目 

的としております。 

     ②株式交換の期日 平成 18 年 12 月 29 日 

     ③株式交換の形式 

          株式交換の前日 終のテクノベンチャー株式会社の株主名簿に記載又は記録された当社を除く株主に対 

して、その所有するテクノベンチャー株式会社の普通株式 1株につき当社の株式 0.003 株の割合をもって 

割当交付。当社はテクノベンチャー株式会社との株式交換に際して普通株式 1,371 株を発行し、株主資本 

変動額の全額を資本準備金の増加といたしました。 

また、株式交換の前日 終のテクノベンチャー株式会社の新株予約権原簿に記載された者に対して、その 

所有する株式交換新株予約権１個につき当社の新株予約権 0.03 個を割当交付しました。 

      ④その他 

株式交換の前日 終のテクノベンチャー株式会社の資産には、同社代表取締役(当時)鮎川純太に対する 

長期貸付金 218,885 千円が含まれております。  

２. 実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成 15 年 10 月 31 日）及び「企業結合会計基準及び事業分離 

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成 18 年 12 月 22 日 企業会計基準適用指針第 10 号） 

に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

      なお、上記取引は共通支配下の取引に該当するものの、その前に実施された第三者割当増資の引受による株 

式取得とみなし取得日が同一のため、負ののれんは連結上の当社持分増加額と取得原価との差額として算定し 

ております。 

３. 子会社株式の追加取得に関する事項 

（1）取得原価及びその内訳 

 取得の対価 

 ㈱ＹＡＭＡＴＯの株式       124,569 千円 

（2）株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 

  ①株式の種類及び交換比率 

 普通株式 ㈱ＹＡＭＡＴＯ １ ： テクノベンチャー㈱ 0.003 

 ②交換比率の算定方法 

 第三者機関が算定した結果を参考として、当事者間において決定しました。 

③交付株式数及びその評価額     7,371 株  124,569 千円 

(3)発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

 ①負ののれんの金額    8,783 千円 

 ②発生原因 

  上記 ２. 実施した会計処理の概要 に記載のとおりであります。 

 ③償却の方法及び償却方法 

  第３四半期連結会計期間において主要資産に減損損失を計上したことに伴い、一括で償却しております。 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 

至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 
１株当たり純資産額 6,872円20銭

１株当たり四半期純損失金
額 

287円81銭

 
１株当たり純資産額 8,443円03銭

１株当たり当期純損失金額 1,465円46銭
  

なお、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、１株当たり四半期純損失が計上されているた

め、記載しておません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、当期純損失が計上されているため、記載して

おりません。 

 （注） １株当たり四半期（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。 

 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

四半期（当期）純損失（千円） 48,223 215,122 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る四半期（当期）純損失（千

円） 
48,223 215,122 

期中平均株式数（株） 167,553.33 146,795.43 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期（当期）純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

新株引受権  13,616株 

新株予約権  14,566個 

新株引受権  13,616株 

新株予約権    860個 
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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18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

─―――─ １．会社分割による持株会社移行および商号変更の実施 

当社は、平成18年10月1日付で、会社分割により、当

社の全ての営業を新設会社「イーディーコントライブ株

式会社」と「リムジン エンターテイメント株式会社」

へ承継し、純粋持株会社へ移行するとともに、商号を

「株式会社YAMATO」と変更いたしました。 

（会社分割(新設分割)の目的) 

持株会社制移行により、市場環境の変化に機動的に対

応できる組織体制を構築することでコア事業の競争力を

高め、「グループ企業価値」の 大化を目指します。新

たな持株会社制においては、機能特性に応じて分社され

た各事業会社が自ら属する市場において、市場環境、お

客様のニーズの変化に対してスピーディーに対応するこ

とができるよう、明確な権限と責任の下、自主独立経営

を徹底してまいります。 

（新設会社が承継する権利義務） 

（新）イーディーコントライブ株式会社リムジンエン

ターテイメント株式会社が承継する営業および投資業以

外の営業に関する資産および負債ならびにこれに付帯す

る一切の権利義務（一定のものを除く） 

リムジンエンターテイメント株式会社 

ライブハウスの運営・音楽レーベル事業の営業に関する

資産および負債ならびにこれに付帯する一切の権利義務

（一定のものを除く） 

（承継させる資産、負債の項目および金額） 

(新)イーディーコントライブ株式会社 

（単位：千円） 

資  産 負  債 

項 目 帳 簿 価 額 項 目 帳 簿 価 額

流動資産 607,099 流動負債 318,707

固定資産 164,473 固定負債 45,312

合計 771,573 合計 364,020

リムジンエンターテイメント株式会社 

（単位：千円） 

資  産 負  債 

項 目 帳 簿 価 額 項 目 帳 簿 価 額

流動資産 78,396 流動負債 31,560

固定資産 14,175 固定負債 －

合計 92,571 合計 31,560

なお、「リムジン エンターテイメント株式会社」につ

きましては平成18年10月2日付で「マナ・イニシアチヴ株

式会社」へ商号変更しております。 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 

 

２．株式取得による子会社化 

平成18年10月10日開催の取締役会において、株式会社

コンピュータマインドの40％の株式取得および経営参画

による子会社化について決議し、同日、株式会社コミヤ

マ工業と株式譲渡契約および経営に関する協定書を締結

しました。 

（1）株式取得の目的  

同社が有する高い技術力を生かして、YAMATOグループ

全体における事業展開のスピードアップを図るととも

に、アプリケーション開発力の強化、さらには多様化す

る市場ニーズへのより柔軟な対応を期待しています。 

（2）資本参加する会社の概要 

商  号：株式会社コンピュータマインド 

代 表 者：小宮山 要 

事業内容：コンピュータソフト開発、機器販売ほか 

従業員数：86名 

資 本 金：20百万円（平成18年8月期） 

売 上 高：752百万円（平成18年8月期） 

経常利益：42百万千円（平成18年8月期） 

総 資 産：285百万千円（平成18年8期） 

（3）株式の取得先 

株式会社コミヤマ工業 

（4）株式取得日 

平成18年10月10日 

（5）取得株式の数、取得価額および取得後の持分比率 

株 式 数：112株 

取得価額：120百万円 

持分比率：40％ 

（6）資金調達の方法 

自己資金 

（7）重要な契約 

取締役会決議事項を含む重要な財務および営業又は事

業の方針の決定につき当社の承認を得る旨の協定書を株

式会社コミヤマ工業と締結しているため、株式会社コン

ピュータマインドは当社の連結子会社となります。 

 

３．株式取得および株式交換による子会社化 

平成18年10月25日開催の取締役会において、テクノベ

ンチャー株式会社の行う第三者割当増資を引受け子会社

化することを決議しており、平成18年11月20日に全額払

い込んでおります。これに続き、平成18年11月24日開催

の取締役会において、同社が当社の完全子会社となる株

式交換契約を締結することを決議し、同日契約を締結い

たしました。 

（1）株式取得及び株式交換の目的 

今後、当社はグループ企業等への投資を未来開発型事

業グループとして事業の柱の一つとしていくにあたり、

テクノベンチャー株式会社が持つベンチャーキャピタル

の実績およびMIT等とのネットワークを 大限に活かす

ことで収益力のある中小企業を発掘します。それによ

り、積極的かつ堅実な投資の実現による収益力強化に努

め事業間のシナジーを 大化させることで、YAMATOグ

ループ全体の価値の増大を図り、総合力を強化してまい

ります。 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

  (2)株式取得の概要 

①取得株式の数、取得価額および取得後の持分比率 

株 式 数：2,000,000株 

取得価額：100百万円 

持分比率：81.4％ 

②資金調達の方法 

自己資金 

（3）株式交換契約の概要 

 ①株式交換の内容 

交換方法については、会社法第796条第３項の規定に

基づく「簡易株式交換」をもって実施いたします。 

 ②株式交換の日 

平成18年12月29日 

 ③株式交換に際して発行する株式および割当 

当社はテクノベンチャー株式会社との株式交換に際し

て普通株式1,371株を発行し、株式交換の前日 終のテ

クノベンチャー株式会社の株主名簿に記載又は記録され

た当社を除く株主に対して、その所有するテクノベン

チャー株式会社の普通株式1株につき当社の株式0.003株

の割合をもって割当交付します。 
 ④増加すべき資本金および資本準備金額 

資本金：株式交換に際し、資本金は増加しません。   

資本準備金：株主払込資本変動額の全額 

(4) テクノベンチャー株式会社の概要 

商  号：テクノベンチャー株式会社  

代 表 者：野水 清志 

事業内容：国内外におけるベンチャーキャピタル事

業  

従業員数：12名  

資 本 金：100百万円（平成18年9月期） 

営業収益：△18百万円（平成18年9月期） 

経常利益：△7百万円（平成18年9月期） 

総 資 産：402百万円（平成18年9月期） 

 

４.子会社による孫会社の取得および設立 

当社子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社は、平

成18年10月31日の取締役会において、有限会社しまヤ酒

店の全株取得による子会社化ならびに株式会社KOZAの設

立により、沖縄発の文化を包括的に発信する事業を開始

することを決議いたしました。なお、有限会社しまヤ酒

店につきましては、平成18年11月６日に島袋吉明氏・島

袋吉弘氏と株式譲渡契約を締結しており、株式会社KOZA

につきましては平成18年11月１日に設立されておりま

す。 

（1）有限会社しまヤ酒店の取得 

①株式取得の目的 

今後、YAMATOグループが「沖縄」をテーマに事業展開

する上で、同社が持つ流通経路や販売ノウハウを十分に

活かし、全国主要都市への商流を構築し、より積極的な

販売活動を行います。 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 ②相手会社の概要 

商  号：有限会社しまヤ酒店  

代 表 者：島袋 吉明 

事業内容：泡盛をはじめとする酒類販売 

従業員数：9名 

資 本 金：5百万円（平成18年6月期） 

売 上 高：449百万円（平成18年6月期） 

経常利益：11百万円（平成18年6月期） 

総 資 産：62百万円（平成18年6月期） 

③株式取得日 

平成18年11月６日 

④株式の取得先 

島袋 吉弘 

島袋 吉明 

⑤取得株式数、取得価額および取得後の持分比率 

株 式 数：500株 

取得価額：25百万円 

持分比率：100.0％ 

（2）株式会社KOZAの設立 

①設立の目的 

沖縄の芸術文化の振興と芸術を通して人材育成を行う

ことを目的とし、同社が運営する俳優養成機関「NAA(日

本アルティスタアカデミー)」を主軸に、映像、音楽そ

の他のコンテンツ企画・制作など幅広く文化事業を行っ

てまいります。 

②会社の概要 

商  号：株式会社KOZA 

代 表 者：玉城 満 

事業内容：俳優養成学校の運営、映像・音楽・その他

コンテンツの企画・制作 

従業員数：16名 

資 本 金：19百万円 

③設立年月日 

平成18年11月１日 

④取得株式数、取得価額および取得後の持分比率 

株 式 数：1,300株 

取得価額：13百万円  

持分比率：68.4％ 
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６. 四半期個別財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※1 224,300 552,924   

２．受取手形  － 51,695   

３．売掛金  21,231 419,850   

４．たな卸資産  1,768 47,061   

５. 未収入金  134,790 －   

６．その他 ※3 1,731 48,156   

貸倒引当金  － △10,379   

流動資産合計  383,820 24.1 1,109,308 47.2 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※2   

(1）土地 ※1 216,072 256,859   

(2）その他  58,890 76,085   

有形固定資産合計  274,962 332,945   

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  － 42,299   

(2）その他  － 23,283   

無形固定資産合計  － 65,582   

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  122,986 664,687   

(2）関係会社株式  768,564 19,953   

(3）その他  37,384 227,252   

貸倒引当金  △188 △71,645   

投資その他の資産合計  928,746 840,246   

固定資産合計  1,203,709 75.8 1,238,775 52.7 

Ⅲ 繰延資産  1,437 0.1 1,935 0.1 

資産合計  1,588,968 100.0 2,350,019 100.0 
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当第３四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  － 298,347   

２．１年内償還予定の社債  100,000 100,000   

３．１年内返済予定の長期借入
金 

※1 33,204 70,158   

４．未払金  21,448 68,812   

５. 仮受金  86,220 －   

５．その他 ※3 9,933 17,475   

流動負債合計  250,806 15.8 554,793 23.6 

Ⅱ 固定負債    

１．社債  － 100,000   

２．長期借入金 ※1 3,314 57,092   

３．繰延税金負債  － 195,098   

４．その他  － 45,312   

固定負債合計  3,314 0.2 397,503 16.9 

負債合計  254,120 16.0 952,296 40.5 

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１. 資本金  1,388,174 87.3 1,388,174 59.1 

２. 資本剰余金    

（1）資本準備金  319,131 194,561   

資本剰余金合計  319,131 20.1 194,561 8.3 

３. 利益剰余金    

（1）その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  △371,683 △469,156   

利益剰余金合計  △371,683 △23.4 △469,156 △20.0 

４. 自己株式  △114 △0.0 △114 △0.0 

株主資本合計  1,335,507 84.0 1,113,464 47.4 

 Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券評価差額金  △659 △0.0 284,258 12.1 

評価・換算差額等合計  △659 △0.0 284,258 12.1 

純資産合計  1,334,847 84.0 1,397,723 59.5 

負債、純資産合計  1,588,968 100.0  2,350,019 100.0 
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(2) 四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  94,817 100.0 956,233 100.0 

Ⅱ 売上原価  － 0.0 653,079 68.3 

売上総利益  94,817 100.0 303,153 31.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  261,700 276.0 435,971 45.6 

営業損失  166,883 △176.0 132,818 △13.9 

Ⅳ 営業外収益 ※1 1,162 1.2 5,763 0.6 

Ⅴ 営業外費用 ※2 7,607 8.0 17,040 1.8 

経常損失  173,327 △182.8 144,095 △15.1 

Ⅵ 特別利益 ※3 351,526 370.7 3,266 0.3 

Ⅶ 特別損失 ※4・6 78,895 83.2 71,568 7.5 

税引前四半期（当期）純利
益又は純損失（△） 

 99,303 104.7 △212,397 △22.2 

法人税、住民税及び事業税  1,830 1,695   

法人税等調整額  － 1,830 1.9 － 1,695 0.2 

四半期（当期）純利益又は
純損失（△） 

 97,473 102.8 △214,092 △22.4 
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年６月30日） 

 

株主資本 
評価・換算差

額等 

純資産合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
その他有価証

券評価差額金 資本準備金 
繰越利益 

剰余金 

平成18年９月30日残高

（千円） 
1,388,174 194,561 △469,156 △114 1,113,464 284,258 1,397,723

当第３四半期会計期間中

の変動額 
   

株式交換  124,569 124,569  124,569

 四半期純利益  97,473 97,473  97,473

株主資本以外の項目の当

第３四半期会計期間中の

変動額（純額） 

  △284,918 △284,918

当第３四半期会計期間中

の変動額合計（千円） 
－ 124,569 97,473 － 222,043 △284,918 △62,875

平成19年６月30日残高

（千円） 
1,388,174 319,131 △371,683 △114 1,335,507 △659 1,334,847

 

 

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

 

株主資本 
評価・換算差

額等 

純資産合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
その他有価証

券評価差額金 資本準備金 
繰越利益 

剰余金 

平成18年３月31日残高

（千円） 
1,193,612 740,296 △995,361 △114 938,433 365,201 1,303,634

事業年度中の変動額           

資本準備金取崩   △740,296 740,296  －   －

新株の発行 194,561 194,561   389,123   389,123

当期純損失    △214,092  △214,092   △214,092

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額) 
       △80,942 △80,942

事業年度中の変動額の合

計(千円) 
194,561 △545,735 526,204  － 175,031 △80,942 94,088

平成 18 年９月 30 日残高

(千円) 
1,388,174 194,561 △469,156 △114 1,113,464 284,258 1,397,723
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 (1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(1）有価証券 

子会社株式 

同    左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期決算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)を採用

しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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)を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

 (2）たな卸資産 

───── 

(2）たな卸資産 

商品、製品、原材料 

総平均法による原価法を採用して

おります。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用して

おります。 

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 

12～40年 

工具、器具及び備品 

4～8年 

構築物 

    15年 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 

15～40年 

工具、器具及び備品 

4～8年 

 (2）無形固定資産 

───── 

(2）無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間( 長

5年)に基づく定額法によっており

ます。 

市場販売目的のソフトウェア 

    残存有効期間( 長3年)にお 

   ける販売見込数量を基準に償 

却しております。 

 (3）長期前払費用 

均等償却を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同  左 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、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。 

貸倒引当金 

  売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

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。 
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項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

４．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。 

５．その他四半期財務諸表（財務諸表）

作成のための基本となる重要な事項 

(1）繰延資産の処理方法 

株式交付費 

  株式交付のときから３年間にわ

たり定額法により償却しておりま

す。 

社債発行費 

───── 

 

 

(2）消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

（1）繰延資産の処理方法 

株式交付費 

      同左 

 

 

社債発行費 

  旧商法施行規則に規定する 

長期間(3年)で均等償却し 

ております。 

 (2）消費税等の会計処理 

同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

――── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９日)及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日)を適用

しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は1,397,723千円であ

ります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸

借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。 

 

繰延資産の処理方法 

 当事業年度から、「繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日実務対応報

告第19号）を適用しており、企業規模の拡大のためにする資 

 

 

 

 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

当第３四半期会計期間から「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準委員会 平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当第３四半期

会計期間における四半期財務諸表は、改正後の中間財務諸

表規則により作成しております。 

金調達などの財務活動に係る株式交付費につきましては、株

式交付のときから３年間にわたり定額法により償却しており

ます。これにより、経常利益及び税引前当期純利益は1,935千

円増加しております。 

 

                     ――――― 

 

表示方法の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（四半期貸借対照表） 

前事業年度において流動資産の「その他」に含めて表示

していました「未収入金」は、資産の100分の５を超える

こととなったため、区分表示することとしております。な

お、前事業年度における「その他」に含めていた「未収入

金」は、6,682千円であります。 

前事業年度において流動負債の「その他」に含めて表示

していました「仮受金」は、負債及び純資産の100分の５

を超えることとなったため、区分表示することとしており

ます。なお、前事業年度における「その他」に含めていた

「仮受金」は、760千円であります。 

            ――――― 
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(4)注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間 
 （自 平成18年10月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 

定期預金          45,068千円 

   合計         45,068千円 

上記の担保付債務 

定期預金           45,061千円  

土地             45,787千円 

   合計          85,849千円 

上記の担保付債務 

1年内返済予定の長期借入金  13,200千円 

   合計         13,200千円 

1年内返済予定の長期借入金   50,154千円  

長期借入金              38,775千円    

  

※２. 有形固定資産の減価償却累計額 

               7,662千円 

 ※３．消費税等の取扱い 

合計          88,929千円 

※２. 有形固定資産の減価償却累計額 

               55,283千円 

 ※３.             ―――― 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額

的重要性が乏しいため流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 
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（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
 （自 平成18年10月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの 

受取利息         552千円 

受取配当金        217千円 

受取利息          39千円 

受取配当金       3,631千円  

※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの 

支払利息        2,500千円 

支払保証料        1,203千円 

支払利息        2,365千円 

社債利息                325千円 

社債利息          332千円  

※３．特別利益の主なもの ※３．特別利益の主なもの 

投資有価証券売却益  351,474千円 前期損益修正益         3,266千円 

※４．特別損失の主なもの ※４．特別損失の主なもの 

固定資産減損損失    53,596千円 

会社分割費用      9,899千円 

訴訟関連費用         9,000千円 

固定資産売却損     4,041千円 

投資有価証券評価損   2,358千円 

ソフトウエア除却損   32,353千円 

長期前払費用除却損   14,883千円 

投資有価証券評価損    5,000千円 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ撤退費用     8,415千円 

たな卸資産評価損       4,787千円 

訴訟関連費用       3,493千円 

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 

有形固定資産      2,040千円 

  

※６. 減損損失 

    当第３四半期会計期間において、以下の資産につ 

いて減損損失を計上しております。 

場 所 用 途 種 類 金 額 

 大阪市 

淀川区 

九頭龍企画ロイ

ヤリティ 

長期前払費用 45,833 千円

 大阪市 

 淀川区 

事業用設備等 建物付属設備 959 千円

 東京都 

千代田区 

事業用設備等 建物付属設備 3,697 千円

 大阪市  

淀川区 

事業用備品等 工具器具備品 2,494 千円

 東京都 

千代田区 

事業用パソコン

等 

工具器具備品 611 千円

 当社は、遊休資産については、個別物件ごとにグルー

ピングしており、それ以外の資産については、持株会社

機能のための資産として１つのグルーピングをしており

ます。 

その結果、グルーピングの単位である上記の資産グ

ループについて、営業活動から生じた損益の継続的なマ

イナス、または、使用価額の著しい下落が認められたた

め、当該資産グループに係る資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額53,596千円を減損損失とし

て特別損失に計上しました。その内訳は建物付属設備

4,656千円、工具器具備品3,105千円、長期前払費用

45,833千円であります。 

なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、

将来キャッシュフローは6.9％で割り引いて算出しており

ます。 

有形固定資産       2,991千円 

無形固定資産      15,345千円 

 ※６.        ――――― 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

 

当第３四半期会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年６月30日） 

 １ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

(株)

当第３四半期会計期

間増加株式数(株) 

当第３四半期会計期

間減少株式数(株) 

当第３四半期会計期

間末株式数(株) 

自己株式     

普通株式 3.16 － － 3.16 

合計 3.16 － － 3.16 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 １ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

(株)

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 

当事業年度末 

株式数(株) 

自己株式     

普通株式 3.16 － － 3.16 

合計 3.16 － － 3.16 
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（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

――──― １．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 

 (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)

減損損

失累計

額相当

額 

(千円)

期末残

高相当

額 

(千円) 

機械及び装置 20,580 6,461 14,118 － 

工具、器具及

び備品 
13,026 6,314 6,712 － 

ソフトウェア 2,291 2,024 267 － 

合計 35,898 14,800 21,097 － 

 (2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 5,034千円 

１年超 14,618千円 

合計 19,653千円 

リース資産減損勘定

の残高 

18,174千円 

 

 (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、支払利息相当額及び減損損失 
  

支払リース料 3,445千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

2,923千円

減価償却費相当額 2,929千円

支払利息相当額 604千円

減損損失  －

 (4）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。 

 (5）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との差

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。 
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（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間・前事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは

ありません。 

 

（企業結合等関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年６月30日） 

５.四半期連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)に記載のとおりであります。 

 

（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 
１株当たり純資産額 7,743円77銭

１株当たり四半期純利益金
額 

573円46銭

 
１株当たり純資産額 8,470円74銭

１株当たり当期純損失金額 1,458円44銭
  

なお、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、１株当たり四半期純損失が計上されているため、記

載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているため、記載

しておりません。 

 （注）１株当たり四半期（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。 

 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

四半期（当期）純利益（千円） 97,473 △214,092 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る四半期（当期）純利益（千
円） 

97,473 △214,092 

期中平均株式数（株） 169,974.00 146,795.43 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期（当期）純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

新株引受権 13,616株 

新株予約権   860個 

 

新株引受権 13,616株 

新株予約権  860個 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

─――――─ １．会社分割による持株会社移行および商号変更の実施 

当社は、平成18年10月1日付で、会社分割により、当社の

全ての営業を新設会社「イーディーコントライブ株式会社」

と「リムジン エンターテイメント株式会社」へ承継し、純

粋持株会社へ移行するとともに、商号を「株式会社YAMATO」

と変更いたしました。 

（会社分割(新設分割)の目的) 

持株会社制移行により、市場環境の変化に機動的に対応で

きる組織体制を構築することでコア事業の競争力を高め、

「グループ企業価値」の 大化を目指します。新たな持株会

社制においては、機能特性に応じて分社された各事業会社が

自ら属する市場において、市場環境、お客様のニーズの変化

に対してスピーディーに対応することができるよう、明確な

権限と責任の下、自主独立経営を徹底してまいります。 

 （新設会社が承継する権利義務） 

（新）イーディーコントライブ株式会社 

リムジンエンターテイメント株式会社が承継する営業および

投資業以外の営業に関する資産および負債ならびにこれに付

帯する一切の権利義務（一定のものを除く） 

 リムジンエンターテイメント株式会社 

ライブハウスの運営・音楽レーベル事業の営業に関する資産

および負債ならびにこれに付帯する一切の権利義務（一定の

ものを除く） 

（承継させる資産、負債の項目及び金額） 

(新)イーディーコントライブ株式会社(単位:千円) 

資  産 負  債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 607,099 流動負債 318,707 

固定資産 164,473 固定負債 45,312 

合計  771,573 合計 364,020 

リムジンエンターテイメント株式会社(単位:千円） 

資  産 負  債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 78,396 流動負債 31,560 

固定資産 14,175 固定負債 － 

合計 92,571 合計  31,560 

なお、「リムジン エンターテイメント株式会社」につき

ましては平成18年10月2日付で「マナ・イニシアチヴ株式会

社」へ商号変更しております。 
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当第３四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 ２．株式取得による子会社化 

平成18年10月10日開催の取締役会において、株式会社コン

ピュータマインドの40％の株式取得および経営参画による子

会社化について決議し、同日、株式会社コミヤマ工業と株式

譲渡契約および経営に関する協定書を締結しました。 

（1）株式取得の目的  

同社が有する高い技術力を生かして、YAMATOグループ全体

における事業展開のスピードアップを図るとともに、アプリ

ケーション開発力の強化、さらには多様化する市場ニーズへ

のより柔軟な対応を期待しています。 

 （2）資本参加する会社の概要 

商  号：株式会社コンピュータマインド 

代 表 者：小宮山 要 

事業内容：コンピュータソフト開発、機器販売ほか 

従業員数：86名 

資 本 金：20百万円（平成18年8月期） 

売 上 高：752百万円（平成18年8月期） 

経常利益：42百万千円（平成18年8月期） 

総 資 産：285百万千円（平成18年8月期） 

（3）株式の取得先 

株式会社コミヤマ工業 

 （4）株式取得日 

平成18年10月10日 

 （5）取得株式の数、取得価額および取得後の持分比率 

株 式 数：112株 

取得価額：120百万円 

持分比率：40％ 

 （6）資金調達の方法 

自己資金 

 （7）重要な契約 

取締役会決議事項を含む重要な財務および営業又は事業の

方針の決定につき当社の承認を得る旨の協定書を株式会社コ

ミヤマ工業と締結しているため、株式会社コンピュータマイ

ンドは当社の連結子会社となります。 

３．株式取得および株式交換による子会社化 

平成18年10月25日開催の取締役会において、テクノベン

チャー株式会社の行う第三者割当増資を引受け子会社化する

ことを決議しており、平成18年11月20日に全額払い込んでお

ります。これに続き、平成18年11月24日開催の取締役会にお

いて、同社が当社の完全子会社となる株式交換契約を締結す

ることを決議し、同日契約を締結いたしました。 

（1）株式取得及び株式交換の目的 

今後、当社はグループ企業等への投資を未来開発型事業グ

ループとして事業の柱の一つとしていくにあたり、テクノベ

ンチャー株式会社が持つベンチャーキャピタルの実績および

MIT等とのネットワークを 大限に活かすことで収益力のあ

る中小企業を発掘します。それにより、積極的かつ堅実な投

資の実現による収益力強化に努め事業間のシナジーを 大化

させることで、YAMATOグループ全体の価値の増大を図り、総

合力を強化してまいります。 
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当第３四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

  (2)株式取得の概要 

 ①取得株式の数、取得価額および取得後の持分比率 

株 式 数：2,000,000株 

取得価額：100百万円 

持分比率：81.4％ 

 ②資金調達の方法 

自己資金 

（3）株式交換契約の概要 

 ①株式交換の内容 

交換方法については、会社法第796条第３項の規定に基づ

く「簡易株式交換」をもって実施いたします。 

 ②株式交換の日 

平成18年12月29日 

 ③株式交換に際して発行する株式および割当 

当社はテクノベンチャー株式会社との株式交換に際して普

通株式1,371株を発行し、株式交換の前日 終のテクノベン

チャー株式会社の株主名簿に記載又は記録された当社を除く

株主に対して、その所有するテクノベンチャー株式会社の普

通株式1株につき当社の株式0.003株の割合をもって割当交付

します。 
④増加すべき資本金および資本準備金額 

資本金：株式交換に際し、資本金は増加しません。   

資本準備金：株主払込資本変動額の全額。 

(4) テクノベンチャー株式会社の概要 

 商  号：テクノベンチャー株式会社 

 代 表 者：野水 清志 

  事業内容：国内外におけるベンチャーキャピタル事業 

  従業員数：12名 

 資 本 金：100百万円（平成18年9月期） 

  営業収益：△18百万円（平成18年9月期） 

  経常利益：△7百万円（平成18年9月期） 

  総 資 産：402百万円（平成18年9月期） 

４.子会社による孫会社の取得および設立 

当社子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社は、平成18

年10月31日の取締役会において、有限会社しまヤ酒店の全株

取得による子会社化ならびに株式会社KOZAの設立により、沖

縄発の文化を包括的に発信する事業を開始することを決議い

たしました。なお、有限会社しまヤ酒店につきましては、平

成18年11月６日に島袋吉明氏・島袋吉弘氏と株式譲渡契約を

締結しており、株式会社KOZAにつきましては平成18年11月１

日に設立されております。 

（1）有限会社しまヤ酒店の取得 

①株式取得の目的 

今後、YAMATOグループが「沖縄」をテーマに事業展開する

上で、同社が持つ流通経路や販売ノウハウを十分に活かし、

全国主要都市への商流を構築し、より積極的な販売活動を行

います。 
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当第３四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 ②相手会社の概要 

商  号：有限会社しまヤ酒店 

代 表 者：島袋 吉明 

事業内容：泡盛をはじめとする酒類販売 

従業員数：9名 

資 本 金：5百万円（平成18年6月期） 

売 上 高：449百万円（平成18年6月期） 

経常利益：11百万円（平成18年6月期） 

総 資 産：62百万円（平成18年6月期） 

③株式取得日 

平成18年11月６日 

④株式の取得先 

島袋 吉弘 

島袋 吉明 

⑤取得株式数、取得価額および取得後の持分比率 

株 式 数：500株 

取得価額：25百万円 

持分比率：100.0％ 

（2）株式会社KOZAの設立 

①設立の目的 

沖縄の芸術文化の振興と芸術を通して人材育成を行うこと

を目的とし、同社が運営する俳優養成機関「NAA(日本アル

ティスタアカデミー)」を主軸に、映像、音楽その他のコン

テンツ企画・制作など幅広く文化事業を行ってまいります。 

②会社の概要 

商  号：株式会社KOZA 

代 表 者：玉城 満 

事業内容：俳優養成学校の運営、映像・音楽・その他コン

テンツの企画・制作 

従業員数：16名 

資 本 金：19百万円 

③設立年月日 

平成18年11月１日 

④取得株式数、取得価額および取得後の持分比率 

株 式 数：1,300株 

取得価額：13百万円 

持分比率：68.4％ 
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