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1. 平成26年9月期第1四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成25年12月31日） 

（注）当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行いました。このため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われた
と仮定して、「１株当たり当期純利益」を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行いました。このため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われた
と仮定して、「１株当たり当期純利益」を算定しております。  

(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 ％

26年9月期第1四半期 11 207.3 △60 ― △140 ― △90 ―
25年9月期第1四半期 3 △98.9 △55 ― △62 ― △42 ―

（注）包括利益 26年9月期第1四半期 △90百万円 （―％） 25年9月期第1四半期 △42百万円 （―％）

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

26年9月期第1四半期 △2.79 ―
25年9月期第1四半期 △1.45 ―

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

26年9月期第1四半期 83 △238 △285.3 △7.34
25年9月期 149 △146 △98.7 △4.56
（参考）自己資本 26年9月期第1四半期 △238百万円 25年9月期 △147百万円

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 
※平成26年９月期の配当予想については未定です。 

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

25年9月期 ― ― ― ― ―
26年9月期 ―
26年9月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成26年 9月期の連結業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 19 9.2 △69 ― △76 ― △76 ― △2.35
通期 253 104.2 △59 ― △59 ― △69 ― △2.14



(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） ： 有 

(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） 

（注）当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行いました。このため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行
われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※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きの対象外であり、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、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、２ページをご覧ください。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） マナ・イニシアチヴ株式会社

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年9月期1Q 32,440,600 株 25年9月期 32,440,600 株
② 期末自己株式数 26年9月期1Q 300 株 25年9月期 300 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期1Q 32,440,300 株 25年9月期1Q 29,240,300 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間（平成25年10月１日から平成25年12月31日まで）におけるわが国経済は、現政権によ

る金融政策や経済政策等の効果により、緩やかながら景気回復の兆しが見られますが、平成26年４月からの消費税

率改定の決定や海外経済の下振れ懸念等により、経済環境は引き続き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、前連結会計年度において、経営基盤強化のために、新たな事業領域の拡大と収益力の向上

を目的として、設立及び事業譲受を行った㈱デザート・ラボにおける「セルフサービス型ソフトクリームショップ

の店舗運営及びＦＣ事業」に関しては、販売予想通りの売上高を確保いたしましたが、主力商品であるソフトクリ

ームが季節商品であるため、諸経費を賄うまでには至りませんでした。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高11百万円（前年同期比207.4％増）、営業損失60百万

円（前年同期営業損失55百万円）、経常損失140百万円（前年同期経常損失62百万円）、四半期純損失90百万円

（前年同期四半期純損失42百万円）となりました。 

 なお、前連結会計年度において当社連結子会社であったマナ・イニシアチヴ㈱は、平成25年11月14日付けで全株

式の譲渡を行ったため、当第１四半期連結累計期間より、当社連結子会社から除外されることになりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は83百万円となり、前連結会計年度末に比べ66百万円減少しており

ます。これは、主にマナ・イニシアチブ㈱を当社連結子会社から除外したことによる商品及び製品の減少と貸倒引

当金の増加等によるものであります。 

 負債合計は321百万円となり、前連結会計年度末に比べ25百万円増加しております。これは主に、借入金の増加

等によるものであります。 

 純資産合計につきましては、△238百万円となり、前連結会計年度末に比べ91百万円減少しております。これは

主に、四半期純損失を計上したことによる利益剰余金の減少等によるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年９月期の連結業績予想につきましては、平成25年11月19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。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 平成25年11月14日付で、マナ・イニシアチヴ㈱の全株式を譲渡したため、当第１四半期連結会計期間より連結の

範囲から除外しております。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

 当社グループは、継続して営業損失を計上しており、当第１四半期連結累計期間においても営業損失60,227千円を

計上し、また、四半期純損失90,493千円を計上した結果、238,193千円の債務超過となっております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する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。 

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,540 6,707

受取手形及び売掛金 21,151 3,042

商品及び製品 37,858 －

原材料及び貯蔵品 1,169 1,142

前渡金 6,665 8,431

未収入金 9,028 9,669

その他 28,696 5,628

貸倒引当金 △25,799 △655

流動資産合計 81,311 33,968

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,433 1,904

減価償却累計額 △2,320 △1,024

建物（純額） 1,112 879

機械装置及び運搬具 10,517 9,267

減価償却累計額 △2,526 △1,934

機械装置及び運搬具（純額） 7,990 7,332

その他 7,434 4,419

減価償却累計額 △3,840 △1,028

その他（純額） 3,593 3,391

有形固定資産合計 12,697 11,603

無形固定資産   

ソフトウエア 274 84

のれん 23,751 22,456

無形固定資産合計 24,026 22,540

投資その他の資産   

投資有価証券 6,235 5,860

破産更生債権等 15,400 135,026

差入保証金 13,677 9,021

その他 50,577 2,449

貸倒引当金 △54,292 △136,976

投資その他の資産合計 31,598 15,381

固定資産合計 68,322 49,525

繰延資産   

開業費 217 －

繰延資産合計 217 －

資産合計 149,851 83,494
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,088 1,659

短期社債 100,000 －

短期借入金 76,227 236,202

1年内返済予定の長期借入金 3,058 －

未払金 20,263 28,550

未払法人税等 7,681 5,774

返品調整引当金 4,044 －

その他 13,258 3,470

流動負債合計 230,622 275,656

固定負債   

新株予約権付社債 40,000 40,000

長期借入金 19,158 －

持分法適用に伴う負債 6,418 6,017

その他 147 14

固定負債合計 65,723 46,031

負債合計 296,346 321,687

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,508,839 1,508,839

資本剰余金 439,696 439,696

利益剰余金 △2,096,549 △2,186,646

自己株式 △108 △108

株主資本合計 △148,122 △238,219

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 267 25

その他の包括利益累計額合計 267 25

新株予約権 1,360 －

純資産合計 △146,495 △238,193

負債純資産合計 149,851 83,494
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（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 3,597 11,057

売上原価 1,260 5,430

売上総利益 2,337 5,627

販売費及び一般管理費 57,509 65,855

営業損失（△） △55,172 △60,227

営業外収益   

受取利息 121 0

持分法による投資利益 － 401

貸倒引当金戻入額 100 －

雑収入 359 252

営業外収益合計 581 653

営業外費用   

支払利息 273 5,123

持分法による投資損失 7,322 －

貸倒引当金繰入額 － 74,378

その他 83 1,190

営業外費用合計 7,679 80,692

経常損失（△） △62,271 △140,266

特別利益   

子会社株式売却益 － 49,077

事業譲渡益 11,833 －

事業税還付金 8,743 －

新株予約権戻入益 － 1,360

特別利益合計 20,577 50,437

特別損失   

固定資産除却損 11 －

特別損失合計 11 －

税金等調整前四半期純損失（△） △41,705 △89,829

法人税、住民税及び事業税 550 664

法人税等合計 550 664

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △42,255 △90,493

四半期純損失（△） △42,255 △90,493
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △42,255 △90,493

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △241

その他の包括利益合計 － △241

四半期包括利益 △42,255 △90,734

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △42,255 △90,734

少数株主に係る四半期包括利益 － －

㈱ＹＡＭＡＴＯ（7853）　平成26年９月期第１四半期決算短信

－　6　－



 当社グループは、継続して営業損失を計上しており、当第１四半期連結累計期間においても営業損失60,227千円を

計上し、また、四半期純損失90,493千円を計上した結果、238,193千円の債務超過となっております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する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。 

 当社は、当該状況を解消するために、具体的な施策として以下の経営計画を実施してまいります。 

 ① 収益基盤の確立と不採算事業からの撤退 

収益基盤の確立を実現することが最大の課題と考え、当社グループの再編や不採算事業の清算を早急に図ると

ともに、新規事業等による新たな収益基盤の確保を目指してまいります。 

なお、当社グループの再編や不採算事業の清算の一環として、平成25年11月14日付で当社連結子会社であるマ

ナ・イニシアチヴ㈱の全株式を売却しております。 

   ② コスト削減 

    不採算事業からの撤退によるコスト削減を図るとともに、当社における経費を必要最低限のものに見直し、コ

ストの大幅削減を実行してまいります。 

   ③ 財務体質の強化と安定 

    平成26年１月７日付で、㈱りく・マメジメント・パートナーズより平成26年３月末までの必要な資金として、

60,000千円を上限枠とした資金支援を実施する旨の意向表明を受けております。しかし、新規事業等による新た

な収益基盤の確保を目指すためには、長期的な資金調達が必要不可欠であるため、投資家等との協議を積極的に

行ってまいります。 

   ④ 管理会計の体制強化 

 新規事業等による新たな収益基盤の確保を目指すことによるリスク対策として、新規事業等の進捗状況を随時

的確に把握する必要があると考えております。そのため、管理会計を強化すると共に予算管理の徹底を図り、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まいります。 

 上記の施策を着実に実行することにより、当社グループを再構築し、経営基盤の安定化を図ってまいりますが、財

務基盤の安定化につきましては、資金調達の時期や引受先が決定していないこと及び上記の施策において重要である

事業収益の確保は外部要因に大きく依存することになることから、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。 

   

 該当事項はありません。   

   

 現在、当社グループには、デザートラボ事業以外の重要なセグメントがないため、セグメント情報の注記を省略し

ております。   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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   金銭消費貸借契約の締結 

    当社は、運転資金の調達を目的として、平成26年１月７日開催の取締役会において、㈱りく・マネジメント・パ

ートナーズから60,000千円を上限枠とした資金の借入を実施することを決議いたしました。この決議に基づき、以

下のとおりの借入契約を締結し、実行しております。 

   １．平成26年１月９日借入契約締結 

   （１）借入金額      17,500千円 

   （２）借入先       ㈱りく・マネジメント・パートナーズ 

   （３）借入日       平成26年１月９日 

   （４）返済期限      平成26年３月31日 

   （５）利率        年利６％ 

   （６）担保        なし 

   ２．平成26年２月12日借入契約締結 

   （１）借入金額      18,000千円 

   （２）借入先       ㈱りく・マネジメント・パートナーズ 

   （３）借入日       平成26年２月12日 

   （４）返済期限      平成26年３月31日 

   （５）利率        年利６％ 

   （６）担保        なし 

  

（重要な後発事象）
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