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1. 平成26年9月期第2四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26年3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2四半期 20 19.4 △96 ― △177 ― △127 ―
25年9月期第2四半期 17 △96.9 △98 ― △106 ― △86 ―

（注）包括利益 26年9月期第2四半期 △127百万円 （―％） 25年9月期第2四半期 △86百万円 （―％）

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2四半期 △3.94 ―
25年9月期第2四半期 △2.97 ―

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2四半期 77 △275 △357.5 △8.49
25年9月期 149 △146 △98.7 △4.56
（参考）自己資本 26年9月期第2四半期 △279百万円 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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年9月期 ― 0.00
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、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 ： 有  

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 253 103.7 △86 ― △160 ― △120 ― △3.70



(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
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） 26年9月期2Q 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2Q 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2Q 32,440,300 株 25年9月期2Q 29,240,300 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や日銀による金融緩和の効果などによ

り、緩やかながら景気回復の兆しが見られたものの、海外経済の下振れ懸念や平成26年４月からの消費税増税後の

個人消費への影響などにより、経済環境は引き続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」に関しましては、販売予想を超える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２四半期連結累計期間の業績は、売上高20百万円（前年同期比19.4％増）、営業損失96百万円

（前年同期営業損失98百万円）、経常損失177百万円（前年同期経常損失106百万円）、四半期純損失127百万円

（前年同期四半期純損失86百万円）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、第１四半期連結累計期間より、当社連結子会社から除外しております。 

   

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は77百万円となり、前連結会計年度末に比べ72百万円減少しており

ます。これは、主にマナ・イニシアチヴ㈱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352百万円となり、前連結会計年度末に比べ55百万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、△275百万円となり、前連結会計年度末に比べ128百万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。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ5百万円増加し、7百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動で使用した資金は、100百万円（前年同期は83百万円の使用）とな

りました。これは主に、貸倒引当金の増減額74百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失126百万円、子

会社株式売却損益△49百万円等があった事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） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動で獲得した資金は、2百万円（前年同期は21百万円の獲得）となり

ました。これは主に、保険積立金の払戻による収入1百万円、差入保証金の回収による収入1百万円等によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動で獲得した資金は、104百万円（前年同期は43百万円の獲得）とな

りました。これは主に、短期借入金の増減額104百万円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 

 当社グループは、当第２四半期連結累計期間の業績や現時点での当社を取り巻く経営環境などを勘案した結果、

平成25年11月19日に公表いたしました平成26年９月期通期連結業績予想を修正しております。詳細につきまして

は、平成26年５月14日公表の「平成26年９月期第２四半期累計期間業績予想と実績値の差異及び通期業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 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．当四半期決算に関する定性的情報
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（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、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、継続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、当第２四半期連結累

計期間においても営業損失96,636千円及び営業キャッシュ・フローのマイナス100,713千円を計上しております。そ

の結果、275,291千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。   

   

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２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,540 7,945

受取手形及び売掛金 21,151 4,074

商品及び製品 37,858 －

原材料及び貯蔵品 1,169 667

前渡金 6,665 7,931

未収入金 9,028 5,374

その他 28,696 3,114

貸倒引当金 △25,799 －

流動資産合計 81,311 29,107

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 △1,257

建物（純額） 1,112 646

機械装置及び運搬具 10,517 9,267

減価償却累計額 △2,526 △2,592

機械装置及び運搬具（純額） 7,990 6,674

その他 7,434 4,131

減価償却累計額 △3,840 △1,125

その他（純額） 3,593 3,006

有形固定資産合計 12,697 10,327

無形固定資産   

ソフトウエア 274 75

のれん 23,751 21,160

無形固定資産合計 24,026 21,235

投資その他の資産   

投資有価証券 6,235 6,135

破産更生債権等 15,400 136,011

差入保証金 13,677 9,000

その他 50,577 3,000

貸倒引当金 △54,292 △137,811

投資その他の資産合計 31,598 16,335

固定資産合計 68,322 47,899

繰延資産   

開業費 217 －

繰延資産合計 217 －

資産合計 149,851 77,006
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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２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,088 1,973

短期社債 100,000 －

短期借入金 76,227 281,769

1年内返済予定の長期借入金 3,058 －

未払金 20,263 12,465

未払法人税等 7,681 2,993

返品調整引当金 4,044 －

その他 13,258 7,361

流動負債合計 230,622 306,563

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 5,615

その他 147 118

固定負債合計 65,723 45,734

負債合計 296,346 352,298

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 △2,223,914

自己株式 △108 △108

株主資本合計 △148,122 △275,487

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 267 196

その他の包括利益累計額合計 267 196

新株予約権 1,360 －

純資産合計 △146,495 △275,291

負債純資産合計 149,851 77,006
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 17,584 20,993

売上原価 7,064 10,491

売上総利益 10,519 10,501

販売費及び一般管理費 109,212 107,138

営業損失（△） △98,693 △96,636

営業外収益   

受取利息 241 9

受取配当金 220 220

持分法による投資利益 － 802

違約金収入 － 2,000

貸倒引当金戻入額 800 －

雑収入 778 503

営業外収益合計 2,039 3,534

営業外費用   

支払利息 1,854 8,391

貸倒引当金繰入額 － 74,558

持分法による投資損失 6,921 －

その他 838 1,191

営業外費用合計 9,614 84,141

経常損失（△） △106,267 △177,243

特別利益   

子会社株式売却益 － 49,077

事業譲渡益 11,833 －

新株予約権戻入益 － 1,360

事業税還付金 9,210 －

その他 555 －

特別利益合計 21,599 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（△） △84,679 △126,806

法人税、住民税及び事業税 2,019 954

法人税等合計 2,019 954

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △86,699 △127,761

四半期純損失（△） △86,699 △127,761
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △86,699 △127,761

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 74 △71

その他の包括利益合計 74 △71

四半期包括利益 △86,625 △127,832

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △86,625 △127,832

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △84,679 △126,806

減価償却費 527 2,457

のれん償却額 － 2,591

貸倒引当金の増減額（△は減少） △555 74,558

受取利息及び受取配当金 △461 △229

支払利息 1,854 8,391

事業譲渡損益（△は益） △11,833 －

子会社株式売却損益（△は益） － △49,077

新株予約権戻入益 － △1,360

売上債権の増減額（△は増加） 20,347 490

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,033 491

仕入債務の増減額（△は減少） △37,653 1

持分法による投資損益（△は益） 6,921 △802

未収入金の増減額（△は増加） 63,693 2,669

その他 △36,157 △11,378

小計 △81,029 △98,002

利息及び配当金の受取額 221 175

利息の支払額 △1,555 △22

法人税等の支払額 △987 △2,865

営業活動によるキャッシュ・フロー △83,351 △100,713

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 － △159

無形固定資産の取得による支出 △115 －

保険積立金の払戻による収入 － 1,264

差入保証金の差入による支出 △256 －

差入保証金の回収による収入 － 1,747

事業譲渡による収入 20,000 －

投資有価証券の売却による収入 2,880 －

貸付けによる支出 △534 －

貸付金の回収による収入 123 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △816

その他 △411 79

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,686 2,114

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 10,049 104,164

長期借入金の返済による支出 △1,668 －

社債の発行による収入 35,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,381 104,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18,282 5,564

現金及び現金同等物の期首残高 26,011 2,540

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △160

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,728 7,945
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 当社グループは、継続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、当第２四半期連結累

計期間においても営業損失96,636千円及び営業キャッシュ・フローのマイナス100,713千円を計上しております。そ

の結果、275,291千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 

 収益基盤の確立を実現することが最大の課題と考え、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。 

② コスト削減 

 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 

 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。   

   

（金銭消費貸借契約の締結） 

 当社グループでは、運転資金の調達を目的として、以下のとおりの借入契約を締結し、実行しております。 

 概要については下記のとおりとなります。 

１．平成26年４月24日取締役会決議 

（１）借入金額     8,000千円 

（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４月24日 

（４）返済期限     平成26年６月30日 

（５）利率       年利６％  

（６）担保       なし 

  

（４）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）

（重要な後発事象）
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