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1. 平成26年9月期第3四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26年6月30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3四半期 33 1.1 △125 ― △212 ― △162 ―
25年9月期第3四半期 33 △95.6 △153 ― △162 ― △144 ―

（注）包括利益 26年9月期第3四半期 △162百万円 （―％） 25年9月期第3四半期 △144百万円 （―％）

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3四半期 △5.02 ―
25年9月期第3四半期 △4.85 ―

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3四半期 63 △310 △488.4 △9.56
25年9月期 149 △146 △98.7 △4.56
（参考）自己資本 26年9月期第3四半期 △310百万円 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 110 △10.9 △170 ― △265 ― △208 ― △6.41



(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3Q 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3Q 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3Q 32,440,300 株 25年9月期3Q 29,814,600 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第３四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により、緩

やかな景気回復基調で推移したものの、海外経済の下振れ懸念や原材料、エネルギー価格の高騰などにより、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、主力商品であるソフトクリームの販売が比較的堅調に推移する時期で

はありましたが、販売予想を下回り、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３四半期連結累計期間の業績は、売上高33百万円（前年同期比1.0％増）、営業損失125百万円

（前年同期営業損失153百万円）、経常損失212百万円（前年同期経常損失162百万円）、四半期純損失162百万円

（前年同期四半期純損失144百万円）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１四半期連結会計期間より、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 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は63百万円となり、前連結会計年度末に比べ86百万円減少しており

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373百万円となり、前連結会計年度末に比べ77百万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、△310百万円となり、前連結会計年度末に比べ163百万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 

 当社グループは、当第３四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26年５月14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８月13日公表の「通期業績予想値の修正及び営業外費用の計上に関するお知らせ」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。  

 なお、当第３四半期連結会計期間において、㈱ダイアモンドの株式を取得し、子会社に該当することとなりまし

たが、平成26年７月31日付で㈱ダイアモンドの全株式を売却しており、支配が一時的であると認められるため、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３四半期連結累計期間においても営業損失125,209千円

を計上しております。その結果、310,257千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３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,540 1,237

受取手形及び売掛金 21,151 2,310

商品及び製品 37,858 －

原材料及び貯蔵品 1,169 706

前渡金 6,665 5,517

未収入金 9,028 4,138

その他 28,696 2,978

貸倒引当金 △25,799 －

流動資産合計 81,311 16,889

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 △1,487

建物（純額） 1,112 417

機械装置及び運搬具 10,517 9,267

減価償却累計額 △2,526 △3,253

機械装置及び運搬具（純額） 7,990 6,013

その他 7,434 4,367

減価償却累計額 △3,840 △1,644

その他（純額） 3,593 2,722

有形固定資産合計 12,697 9,153

無形固定資産   

ソフトウエア 274 66

のれん 23,751 19,864

無形固定資産合計 24,026 19,930

投資その他の資産   

投資有価証券 6,235 6,355

関係会社株式 － 1,000

破産更生債権等 15,400 137,948

差入保証金 13,677 9,000

その他 50,577 3,000

貸倒引当金 △54,292 △139,748

投資その他の資産合計 31,598 17,556

固定資産合計 68,322 46,640

繰延資産   

開業費 217 －

繰延資産合計 217 －

資産合計 149,851 63,530
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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３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,088 843

短期社債 100,000 －

短期借入金 76,227 298,189

1年内返済予定の長期借入金 3,058 －

未払金 20,263 13,824

未払法人税等 7,681 3,861

返品調整引当金 4,044 －

その他 13,258 11,651

流動負債合計 230,622 328,370

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 5,214

その他 147 202

固定負債合計 65,723 45,417

負債合計 296,346 373,787

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 △2,259,017

自己株式 △108 △108

株主資本合計 △148,122 △310,590

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 267 332

その他の包括利益累計額合計 267 332

新株予約権 1,360 －

純資産合計 △146,495 △310,257

負債純資産合計 149,851 63,530
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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24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 33,593 33,937

売上原価 11,321 15,628

売上総利益 22,271 18,308

販売費及び一般管理費 175,786 143,517

営業損失（△） △153,514 △125,209

営業外収益   

受取利息 367 9

受取配当金 240 240

持分法による投資利益 － 1,203

違約金収入 － 2,000

貸倒引当金戻入額 800 －

雑収入 1,122 517

営業外収益合計 2,529 3,971

営業外費用   

支払利息 3,921 13,130

持分法による投資損失 6,520 －

貸倒引当金繰入額 － 76,495

その他 1,529 1,191

営業外費用合計 11,972 90,817

経常損失（△） △162,956 △212,055

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 9,210 －

新株予約権戻入益 － 1,360

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（△） △141,368 △161,618

法人税、住民税及び事業税 3,084 1,245

法人税等合計 3,084 1,245

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △144,453 △162,863

四半期純損失（△） △144,453 △162,863
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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24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △144,453 △162,863

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 202 65

その他の包括利益合計 202 65

四半期包括利益 △144,250 △162,798

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △144,250 △162,798
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 当社グループは、継続して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125,209千円

を計上しております。その結果、310,257千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、財務体質の強化と安定が必要不可欠であるため、

早急な財務体質の強化と安定を図るために、投資家等と資金調達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、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、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。 

   

 該当事項はありません。    

   

（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）
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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、以下のとおりの金銭消費貸借契約を締結し、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７月30日取締役会決議 

 (1) 借入金額        12,900千円  

 (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７月30日 

 (4) 返済期限        平成26年９月16日 

 (5) 利率          年利６％ 

 (6) 担保          なし  

  

（子会社の株式の売却） 

 当社は、平成26年７月29日開催の取締役会において、子会社である㈱ダイアモンドの全株式を売却することを決議

し、平成26年７月31日付で株式譲渡契約を締結し、同日に同社株式を売却いたしました。 

 １．売却の経緯 

 当社は、平成26年6月30日に㈱ダイアモンドの全株式を取得し子会社化いたしました。これは、当社グループの

既存事業であるソフトクリームショップの運営にとどまらず、他の飲食業態での新規出店も含めて検討し、多店舗

化の加速を図ることを目的としたものであり、合同会社アイランドインベストメントからの借入資金により株式を

取得しました。 

 その後、㈱ダイアモンドの経営財務基盤を強化するために、平成26年７月１日に、同社の株主割当増資を引受け

るとともに（株式の種類及び数 普通株式1,800株、 引受価額 １株につき50,000円、 引受総額 90,000千円、 引

受後の持分比率 100％）、平成26年7月8日において同社に対して30,000千円の貸付を実行しました。（貸付金額 

30,000千円、貸付日 平成26年７月８日、返済期限 平成27年７月６日、利率 年利３％、担保 なし） 

 その一方で合同会社アイランドインベストメントを割当先とする第三者割当増資による調達資金での新規出店に

よる事業計画を策定しておりましたが、同第三者割当増資が中止になったことにより、㈱ダイアモンドの新規出店

計画に関しても、計画の再考が必要となりました。上述のような背景を受け、合同会社アイランドインベストメン

トと協議を重ねた結果、㈱ダイアモンドの全株式を同社に譲渡することで双方合意いたしました。 

 ２．売却する相手会社の名称 

  合同会社アイランドインベストメント 

 ３．売却の時期 

  平成26年７月31日 

 ４．当該子会社の名称、事業内容及び会社との取引内容  

 (1) 当該子会社の名称     ㈱ダイアモンド  

 (2) 事業内容         レストラン等の飲食店経営、飲食店向けコンサルティング  

 (3) 会社との取引内容     該当事項はありません。 

 ５．売却する株式の数、売却価額、売却損益及び売却後の持分比率 

 (1) 売却する株式の数     1,820株 

 (2) 売却価額         100,001千円 

 (3) 売却益          約9,000千円（概算） 

 (4) 売却後の持分比率     0.0％ 

 ６．本株式譲渡の代金の決済  

 本株式譲渡に係る決済は、当社が平成26年7月31日に合同会社アイランドインベストメントに譲渡した㈱ダイア

モンドに対する債権30,329千円（上述の貸付金及び貸付金利息に相当するもの）及び合同会社アイランドインベス

トメントからの当社借入金（130,000千円）及び借入金利息（331千円）により相殺処理しております。 

   

（重要な後発事象）
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