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1.  平成24年9月期第3四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年9月期第3四半期 765 △50.5 △122 ― △138 ― △171 ―
23年9月期第3四半期 1,546 △12.7 △129 ― △135 ― △166 ―

（注）包括利益 24年9月期第3四半期 △171百万円 （―％） 23年9月期第3四半期 △161百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年9月期第3四半期 △685.57 ―
23年9月期第3四半期 △867.07 ―

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

24年9月期第3四半期 377 △128 △34.3 △438.52
23年9月期 580 △107 △18.5 △558.18
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  △129百万円 23年9月期  △107百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
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

23年9月期 ― ― ― ― ―
24年9月期 ― ― ―
24年9月期（予想） ― ―

3. 平成24年 9月期の連結業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 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 1,220 △38.5 △64 ― △84 ― △85 ― △326.83



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記予想値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、【添付資料】２ページ「1．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想
に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年9月期3Q 292,406 株 23年9月期 192,406 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 3 株 23年9月期 3 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 250,432 株 23年9月期3Q 192,392 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などにより一部明るい兆しが見

られたものの、欧州における財政問題やそれに伴う海外経済の減速、歴史的な円高の長期化などにより、経済環境

は依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 このような環境の中、応用技術型事業におけるイーディーコントライブ株式会社につきましては、セキュリティ

USBメモリ販売が販売予想を大きく下回ったこと及びアウトソーシングサービスの売上が伸び悩んだこと等によ

り、売上高において前年同期に比べ著しく下回る結果となりました。 

 知識融合型事業におきましては、MANAペレット販売事業において、平成23年10月より書籍ルートによる販売を開

始し順調に推移したものの、既存事業であるコンテンツ制作事業において売上が伸び悩んだこと等により、売上高

において前年同期に比べ著しく下回る結果となりました。 

 未来開発型事業におけるFUJIパワーテック株式会社につきましては、引き続き高効率モーター／高効率発電機の

実用化事業のための研究開発を行いました。 

 また、当社及びグループ会社におきましては、前期に比べコスト削減を実行し、経営効率を高めてまいりまし

た。  

 以上の結果、売上高は765百万円（前年同期比50.5％減）、営業損失は122百万円（前年同期営業損失129百万

円）、経常損失は138百万円（前年同期経常損失135百万円）、四半期純損失は171百万円（前年同期四半期純損失

166百万円）となりました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間において持分法適用関連会社であった株式会社コンピュータマインドは、当第

３四半期連結会計期間より、株式の売却により持分法の適用範囲から除外しております。 

   

（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における総資産は377百万円となり、前連結会計年度末に比べ203百万円減少いたし

ました。これは主に、売掛金の減少及び関係会社株式の売却等によるものであります。 

 負債合計は505百万円となり、前連結会計年度末に比べ182百万円減少いたしました。これは主に、買掛金の減少

等によるものであります。 

 純資産合計につきましては、△128百万円となり、前連結会計年度末に比べ20百万円の減少となりました。これ

は主に、四半期純損失を計上したこと及び平成24年１月24日付の新株発行等によるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年９月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月14日に公表いたしました連結業績予想に変更はあ

りません。 

 なお、業績予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際

の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

 なお、当第２四半期連結累計期間において持分法適用関連会社であった株式会社コンピュータマインドは、当第

３四半期連結会計期間より、株式の売却により持分法の適用範囲から除外しております。   

   

（２）追加情報   

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

     

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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 当社グループは、継続的に営業損失を計上しており、当第３四半期連結累計期間においても営業損失122,665千円

を計上しており、当第３四半期連結累計期間において171,688千円の四半期純損失を計上した結果、128,223千円の債

務超過となっております。 

 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事象又は状況が存在しております。 

 当社グループは、以前より、事業会社における売上高の向上と開発の促進、純粋持株会社の事業持株会社化、コス

ト削減、不採算事業のリストラクチャリング等を実施しており、徐々にではありますが、改善の兆しが現れ始めてお

ります。しかしながら、応用技術型グループにおけるアウトソーシングサービスに関しては、アミューズメント分野

の売上が計画を下回り当初見込みより売上高及び営業利益が減少いたしました。 

 当該状況を解消するために、具体的な改善策として以下の経営計画を継続して実施してまいります。 

 ① 収益基盤の強化 

 利益の黒字化を図る体制が整備されたことを受け、ユーザーのニーズに対応する新製品の開発、営業体制の構築

や新サービスへの展開を推進していくことで収益基盤の強化を図ってまいります。昨年５月に販売開始した情報セ

キュリティプロダクト部門の新製品（TRAVENTY™ SuperVisionシリーズ）の機能追加や周辺管理ソフトの整備等、

よりユーザーのニーズをくみ上げた製品を提供してまいります。また、事業の効率化を優先課題とし、急激な経済

変化によるコスト変動等にも柔軟に対応できる環境を整備してまいります。 

 ②コスト削減 

 引き続きグループ全体の販売管理費の削減、業務効率の改善に努めることでグループ全体のコスト削減を実行し

てまいります。グループ全体の間接部門の集約、事業部別の業務の効率化を実行し、コストの削減を図っておりま

す。 

 ③財務体質の強化と安定 

 第三者割当増資等、市場からの調達を検討・実施するとともに、金融機関からの融資による資金調達を引き続き

実施してまいります。また、保有資産等の売却及び回収遅延債権の回収等を行い、財務体質の安定を図ってまいり

ます。 

 ④管理会計の体制強化 

 前連結会計年度に引き続き、不採算事業に対する早期判断及び業務の効率化に注力してまいります。当期におい

ては管理会計の強化を行い、予算管理の徹底を図っており、予算との乖離が生じた場合には早期の検討が可能な体

制を構築しております。 

   

   

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,258 62,059

受取手形及び売掛金 313,512 178,950

商品及び製品 43,766 39,734

仕掛品 947 －

原材料及び貯蔵品 560 15,037

未収入金 6,904 3,562

その他 17,524 13,645

貸倒引当金 △10,786 △8,576

流動資産合計 401,687 304,413

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,824 3,824

減価償却累計額 △3,611 △3,628

建物（純額） 213 196

機械装置及び運搬具 1,250 1,250

減価償却累計額 △1,250 △1,250

機械装置及び運搬具（純額） － －

リース資産 3,534 3,534

減価償却累計額 △589 △1,119

リース資産（純額） 2,945 2,414

その他 21,743 21,922

減価償却累計額 △20,162 △20,236

その他（純額） 1,580 1,685

有形固定資産合計 4,739 4,297

無形固定資産   

ソフトウエア 39,244 24,365

その他 1,791 1,791

無形固定資産合計 41,035 26,156

投資その他の資産   

投資有価証券 8,210 8,210

関係会社株式 84,861 －

破産更生債権等 92,274 92,039

差入保証金 22,895 18,747

長期未収入金 37,934 37,955

その他 17,021 16,308

貸倒引当金 △131,081 △130,845

投資その他の資産合計 132,116 42,416

固定資産合計 177,891 72,870

繰延資産   

株式交付費 856 －

繰延資産合計 856 －

資産合計 580,435 377,284
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 319,310 180,192

短期借入金 138,938 108,275

1年内返済予定の長期借入金 20,487 23,784

未払金 35,750 41,105

リース債務 3,154 2,597

未払法人税等 3,923 3,291

その他 18,827 16,977

流動負債合計 540,390 376,224

固定負債   

長期借入金 147,079 129,241

その他 360 42

固定負債合計 147,439 129,283

負債合計 687,830 505,507

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,414,839 1,489,639

資本剰余金 345,796 420,496

利益剰余金 △1,867,921 △2,039,610

自己株式 △108 △108

株主資本合計 △107,394 △129,583

新株予約権 － 1,360

純資産合計 △107,394 △128,223

負債純資産合計 580,435 377,284

㈱ＹＡＭＡＴＯ（7853）　平成24年9月期　第3四半期決算短信

－　5　－



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,546,675 765,952

売上原価 1,138,785 503,761

売上総利益 407,889 262,191

販売費及び一般管理費 537,017 384,856

営業損失（△） △129,127 △122,665

営業外収益   

受取利息 41 40

受取配当金 285 240

持分法による投資利益 － 4,485

保険解約返戻金 298 －

受取賃貸料 2,467 －

雑収入 634 1,432

営業外収益合計 3,725 6,198

営業外費用   

支払利息 5,963 20,092

持分法による投資損失 2,258 －

その他 2,124 2,028

営業外費用合計 10,347 22,121

経常損失（△） △135,748 △138,588

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,262 －

和解精算益 9,497 －

特別利益合計 20,760 －

特別損失   

固定資産除却損 － 22

投資有価証券評価損 450 －

関係会社株式売却損 － 29,346

貸倒引当金繰入額 35,000 －

その他 － 1,004

特別損失合計 35,450 30,373

税金等調整前四半期純損失（△） △150,437 △168,961

法人税、住民税及び事業税 23,924 2,727

法人税等調整額 △13,154 －

法人税等合計 10,769 2,727

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △161,207 △171,688

少数株主利益 5,609 －

四半期純損失（△） △166,816 △171,688
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △161,207 △171,688

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △118 －

その他の包括利益合計 △118 －

四半期包括利益 △161,325 △171,688

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △166,934 △171,688

少数株主に係る四半期包括利益 5,609 －
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 当社グループは、継続的に営業損失を計上しており、当第３四半期連結累計期間においても営業損失122,665千円

を計上しており、当第３四半期連結累計期間において171,688千円の四半期純損失を計上した結果、128,223千円の債

務超過となっております。 

 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事象又は状況が存在しております。 

 当社グループは、以前より、事業会社における売上高の向上と開発の促進、純粋持株会社の事業持株会社化、コス

ト削減、不採算事業のリストラクチャリング等を実施しており、徐々にではありますが、改善の兆しが現れ始めてお

ります。しかしながら、応用技術型グループにおけるアウトソーシングサービスに関しては、アミューズメント分野

の売上が計画を下回り当初見込みより売上高及び営業利益が減少いたしました。 

 当該状況を解消するために、具体的な改善策として以下の経営計画を継続して実施してまいります。 

 ① 収益基盤の強化 

 利益の黒字化を図る体制が整備されたことを受け、ユーザーのニーズに対応する新製品の開発、営業体制の構築

や新サービスへの展開を推進していくことで収益基盤の強化を図ってまいります。昨年５月に販売開始した情報セ

キュリティプロダクト部門の新製品（TRAVENTY™ SuperVisionシリーズ）の機能追加や周辺管理ソフトの整備等、

よりユーザーのニーズをくみ上げた製品を提供してまいります。また、事業の効率化を優先課題とし、急激な経済

変化によるコスト変動等にも柔軟に対応できる環境を整備してまいります。 

 ②コスト削減 

 引き続きグループ全体の販売管理費の削減、業務効率の改善に努めることでグループ全体のコスト削減を実行し

てまいります。グループ全体の間接部門の集約、事業部別の業務の効率化を実行し、コストの削減を図っておりま

す。 

 ③財務体質の強化と安定 

 第三者割当増資等、市場からの調達を検討・実施するとともに、金融機関からの融資による資金調達を引き続き

実施してまいります。また、保有資産等の売却及び回収遅延債権の回収等を行い、財務体質の安定を図ってまいり

ます。 

 ④管理会計の体制強化 

 前連結会計年度に引き続き、不採算事業に対する早期判断及び業務の効率化に注力してまいります。当期におい

ては管理会計の強化を行い、予算管理の徹底を図っており、予算との乖離が生じた場合には早期の検討が可能な体

制を構築しております。 

 今後も引き続き上記計画を実行することにより、経営安定化及び事業黒字化を目指してまいりますが、安定収益

の実現にまだ少し期間を要することや、資金計画の遅延等により、債務超過の解消についても不透明であるため、

現時点において継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響を四半期

連結財務諸表には反映させておりません。 

    

   

 当社は、平成24年１月24日付で、加賀美郷氏及び新日本アルク工業株式会社を割当先とする、現物出資（デッ

ト・エクイティ・スワップ）による第三者割当増資を実施いたしました。この結果、当第２四半期連結会計期間に

おいて、資本金が74,800千円、資本準備金が74,700千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が

1,489,639千円、資本準備金が420,496千円となっております。 

   

   

重要な資金の借入 

 当社は、平成24年８月７日開催の取締役会において、借入金の返済及び運転資金の調達を目的として、下記の

とおりの借入契約を締結し、実行しております。 

１．借入金額       110,000,000円  

２．借入先        ゼシーマ株式会社 

３．借入日        平成24年８月７日 

４．返済期限       平成24年９月27日  

５．利率         年利6％ 

６．担保         当社連結子会社であるイーディーコントライブ株式会社普通株式1,980株 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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