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問合せ先  経営企画室 執行役員 丹藤 昌彦 
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（訂正）「平成 26 年９月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 当社は、平成 28 年１月 20 日付「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて開示し

ましたとおり、過年度決算の訂正作業を進めてまいりました。 

このたび、平成 26 年 11 月 14 日付「平成 26 年９月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の訂正作

業が完了しましたので、訂正内容についてお知らせいたします。 

なお、訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には＿を

表示しております。 

 

以上 



 

【訂正後】 

平成 26 年 9 月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成 26年 11月 14日 

上 場 会 社 名 株式会社アジェット 上場取引所    東 

コ ー ド 番 号 7853 ＵＲＬ http://agetj.com/ 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 早間 央 

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 (氏名) 大田義治 TEL 03-4577-8701 

定時株主総会開催予定日 平成 26年 12月 24日 有価証券報告書提出予定日 平成 26年 12月 25日 

配当支払開始予定日 －   

決算補足説明資料作成の有無 ：無 

決算説明会開催の有無 ：無 

１．平成 26年 9月期の連結業績（平成 25年 10月 1日～平成 26年 9月 30日）          （百万円未満切捨て） 

（１）連結経営成績                                                            （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年 9月期 81 △34.5 △181 － △280 － △249 － 

25年 9月期 124 △86.9 △209 － △225 － △207 － 

（注） 包括利益       26年 9月期  △249百万円（－％）  25年 9月期  △207百万円（－％） 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

 円   銭 円   銭 ％ ％ ％ 

26年 9月期 △7.68 － － △130.6 △222.4 

25年 9月期 △6.80 － － △128.9 △168.8 

（参考）持分法投資損益    26年 9月期  1百万円  25年 9月期    △6百万円 

（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 株あたり当期純利益」を計算しております。 

（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 

26年 9月期 279 109 36.8 2.09 

25年 9月期 149 △146 △98.7 △4.56 

（参考）自己資本       26年 9月期  102百万円  25年 9月期    △147百万円 

（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 株あたり純資産」を計算しております。 

（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ･フロー 

投資活動による 

キャッシュ･フロー 

財務活動による 

キャッシュ･フロー 

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 

26年 9月期 △208 △118 512 188 

25年 9月期 △197 △28 202 2 
 
２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額 

（合計） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当率 

（連結） 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 百万円 ％ ％ 

25年 9月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － － 

26年 9月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － － 

27年 9月期(予想) － － － － －  －  

※平成 27 年 9月期の配当は未定です。 
 
３．平成 27年 9月期の連結業績予想（平成 26年 10月 1日～平成 27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） 

 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) 258 1,129.0 △67 － △67 － △68 － △1.27 

通  期 471 315.0 △138 － △138 － △139 － △2.54 



 

※ 注記事項 

（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 

 新規  － 社 (社名)  、除外  1 社 (社名) マナ・イニシアチブ株式会社 

(注)詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 
 
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 
 
（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年 9月期 49,124,600株 25年 9月期 32,440,600株 

② 期末自己株式数 26年 9月期 300株 25年 9月期 300株 

③ 期中平均株式数 26年 9月期 32,486,009株 25年 9月期 30,476,464株 

（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。なお、詳細は 25 ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

 

（参考）個別業績の概要 

１．平成 26年 9月期の個別業績（平成 25年 10月 1日～平成 26年 9月 30日） 

（１）個別経営成績                                                             （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年 9月期 0 － △117 － △232 － △227 － 

25年 9月期 17 △59.9 △153 － △233 － △282 － 
 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
  

 円   銭 円   銭   

26年 9月期 △6.99 －   

25年 9月期 △9.29 －   

（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株あたり当期純利益」を計算しております。 

（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 

26年 9月期 239 115 45.4 2.22 

25年 9月期 39 △162 △418.9 △5.06 

（参考）自己資本       26年 9月期    108百万円   25年 9月期    △164百万円 

（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株あたり純資産」を計算しております。 

 

２．平成 27年 9月期の個別業績予想（平成 26年 10月 1日～平成 27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） 

 売 上 高 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 ％ 円   銭 

第２四半期(累計) 0 － △58 － △58 － △59.00 

通  期 0 － △117 － △117 － △119.00 

 

※監査手続の実施状況に関する表示 

 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の

監査手続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 

 本資料に記載されている将来に関する記述は、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。 
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１．経営成績・財政状態に関する分析 

(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府や日銀による金融緩和の効果により、景気回復基調で推移したものの、

消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動や海外経済の下振れ懸念などにより、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」に関しましては、主力商品であるソフトクリームの販売は、販売予想通りの売上高を確保いた

しましたが、当連結会計年度において注力するとしていたＦＣ店舗の拡大に関しましては、思うような進捗が見られ

ず、新たなＦＣ契約の獲得には至りませんでした。 

 また、当社連結子会社であるSyoumail㈱は、平成26年７月30日付で社名を㈱アジェットクリエイティブに変更し、

新規事業として、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及び設置工事

の請負事業を開始いたしました。 

 なお、太陽光事業に関する設備機器販売に関しましては、現在事業を開始しておりますが、太陽光事業に関する設

置工事の請負業を行うにあたって、建設業許可を東京都知事より受ける必要があります。 

 このため、建設業許可が下りた後、太陽光事業に関する設置工事の請負業の営業活動を行っていく予定であります。 

 以上の結果、売上高81百万円（前年同期比34.5％減）、営業損失181百万円（前年同期営業損失209百万円）、経常

損失280百万円（前年同期経常損失225百万円）、当期純損失249百万円（前年同期当期純損失207百万円）となりまし

た。 

 なお、平成25年11月14日付でマナ・イニシアチヴ㈱の当社保有株式20,411株を村上隆司氏に売却しており、当社連

結子会社から除外しております。 

 

 事業の報告セグメントの業績を示すと、次のとおりとなります。 

 なお、「太陽光事業」に関しましては、当連結会計年度において、新規事業として事業を開始したため、前年同期

との比較分析は行っておりません。 

 

[デザートラボ事業] 

 デザートラボ事業におきましては、主力商品であるソフトクリームの販売は、販売予想通りの売上高を確保いたし

ましたが、当連結会計年度において注力するとしていたＦＣ店舗の拡大に関しましては、思うような進捗が見られず、

新たなＦＣ契約の獲得には至りませんでした。 

 以上の結果、売上高47百万円（前年同期比54.0％減）、営業損失62百万円（前年同期営業利益1百万円）となりま

した。 

[太陽光事業] 

 太陽光事業におきましては、当連結会計年度において、売上高確保及び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、当社連結子会社であるSyoumail㈱において、平成26年７月30日付で社名を㈱ア

ジェットクリエイティブに変更し、新規事業として、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）

に関する設備機器販売及び設置工事の請負事業を開始いたしました。 

 太陽光発電関連事業は有望な事業分野であると考えられ、営業体制の強化に注力いたしましたが、新規事業開始が

平成26年８月１日であり、当連結会計年度の実績には２か月しか寄与しておりません。 

 以上の結果、売上高34百万円、営業損失0百万円となりました。 

 

②次期の見通し 

 当社グループは、当連結会計年度において第三者割当による新株式16,684千株（発行価額の総額500,520千円）の

発行を行った結果、平成25年９月期第１四半期から発生しておりました債務超過は解消されましたが、当期純損失の

計上と営業キャッシュ・フローのマイナスが長期にわたり継続しております。 

 そのため、当社グループは、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。 

 以上の結果、次期の連結業績見通しにつきましては、第２四半期連結累計期間では、売上高258百万円、営業損失

67百万円、経常損失67百万円、当期純損失68百万円、通期では売上高471百万円、営業損失138百万円、経常損失138

百万円、当期純損失139百万円を見込んでおります。 

（注）上記の予測は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んで

おります。実際の業績は、さまざまな要素により、これら業績予想は大きく異なる結果となりうることをご承

知おきください。
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は、279百万円（前年同期比86.5％増）となりました。これは主に、連結子会社であっ

たマナ・イニシアチヴ㈱が、当連結会計年度より連結子会社から除外されたことによる商品及び製品37百万円の減少

があったものの、第三者割当による増資を行ったことにより、現金及び預金が185百万円増加したことによるもので

あります。 

 負債合計は169百万円（前年同期比42.7％減）となりました。これは主に、借入金（短期社債の期限の利益の喪失

による準消費貸借契約締結分を含む）が99百万円減少したこと及び買入消却により新株予約権付社債が40百万円減少

したことによるものであります。 

 純資産につきましては、109百万円（前年同期純資産△146百万円）となりました。これは主に、当期純損失249百

万円を計上いたしましたが、第三者割当による増資を行ったことにより、資本金及び資本剰余金が500百万円増加し

たことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、税金等調整前当期純損失247百万円

の計上や、新株予約権付社債の買入消却40百万円等の減少原因がありましたが、株式の発行による収入300百万円な

どにより、当連結会計年度末には188百万円となりました。 

  各キャッシュ・フローの状況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） 

  当連結会計年度における営業活動で使用した資金は208百万円（前年同期使用した資金197百万円）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純損失247百万円、貸倒引当金の増加額80百万円、減損損失26百万円等によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における投資活動で使用した資金は118百万円（前年同期使用した資金28百万円）となりました。

これは主に、子会社株式の取得による支出91百万円及び貸付金の減少30百万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） 

  当連結会計年度における財務活動で得た資金は512百万円（前年同期153.0％増）となりました。これは主に、短期

借入金の増加額245百万円及び株式の発行による収入300百万円によるものであります。 

 

③キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成22年９月期 平成23年９月期 平成24年９月期 平成25年９月期 平成26年９月期 

自己資本比率（％） 13.8 △18.5 10.4 △98.7 36.8 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
43.1 52.8 179.8 606.1 1,160.0 

債務償還年数（年） － － － － － 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
－ － － － － 

（注） １．上記指標の計算式は、以下のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

株式時価総額は期末株価終値に期末発行済株式数（自己株控除後）を乗じて算出しております。 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

３．営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レ

シオは記載しておりません。 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社グループは、企業体質の強化と中長期的な事業成長による収益力の向上を図りながら、株主への適切な利益

配分を基本方針としております。しかしながら、当期においては損失を計上したことから、新規事業の成長加速、

既存事業における業務効率の改善を課題とし、内部留保の充実に努めることによって早期の業績回復に尽力してま

いります。 

 なお、内部留保資金につきましては、主に連結子会社で展開する飲食業のブランドイメージの創造、直営店舗の

出店、ＦＣ加盟店の獲得及び太陽光事業における営業活動資金並びに事業開発活動等への原資として活用していく

方針であります。 
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(4）事業等のリスク 

 以下については、当社グループの将来的な事業展開その他に関し、リスク要因の可能性があると考えている主な事

項を記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避及び発生した場

合の早期対応に努める方針であります。 

 

１．連結子会社におけるブランドの確立及び確保について 

 当社連結子会社である㈱デザート・ラボでは、現在「神戸デザートファクトリー」及び「ソフトクリームパーク」

の商標で店舗展開しております。この商標のブランド化によってＦＣ店舗の拡大が図れると認識しております。その

ため、ブランドを重要な財産と考え、ブランドの確立及び確保に積極的に取り組んでおります。しかしながら、ブラ

ンドの確立及び確保にについては不確実であり、ブランドの確立及び確保の成否によっては、当社連結子会社である

㈱デザート・ラボにおける事業活動に支障が生じ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

２．連結子会社で提供する商品の安全性について 

 当社連結子会社である株式会社デザート・ラボでは、安全・安心を第一とした商品のお客様への提供を通して、お

客様に常にご満足いただけるよう努めておりますが、予見不可能な原因により、商品の安全性に疑義が生じ、製品回

収や製造物責任賠償が生じた場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

３．上場廃止のリスク 

 当社は平成25年12月25日付「債務超過の猶予期間入りに関するお知らせ」でお知らせしたとおり、平成25年９月末

日において債務超過の状態となったことから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第603条第１項第

３号（債務超過）に該当するため、現在猶予期間中であります。平成26年９月末日においても債務超過状態であった

場合、平成26年９月期に係る有価証券報告書の提出後に、当社株式が上場廃止となる可能性があります。 

 また、当社グループの業績が、業績予想を大きく下回り、平成26年９月期の連結売上高が１億円を下回った場合、

株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第603条第１項第４号（売上高）に抵触し、当社株式が上場廃止

となる可能性があります。 

 

４．連結子会社で展開する事業における法的規制について 

 当社連結子会社である㈱アジェットクリエイティブが展開する、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発

電システム）に関する設備機器販売及び設置工事の請負事業では、「建設業法」、「電気事業者による再生可能エネ

ルギー電気の調達に関する特別措置法」等の法的規制を受けております。当社連結子会社である㈱アジェットクリエ

イティブでは、社内管理体制の整備や各種講習会等に参加して法律知識を取得する等により法令を遵守し販売、施工

する努力を行っております。 

 将来これらの法令の改正や新たな法令規制が制定され当社連結子会社である㈱アジェットクリエイティブが展開す

る事業に適用された場合、当社連結子会社である㈱アジェットクリエイティブが展開する事業はその制約を受けるこ

ととなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

５．投融資について 

 当社グループでは、「１．経営成績・財務状況に関する分析 (1)経営成績に関する分析 ②次期の見通し」にあ

りますとおり、収益基盤の確立のため、新規事業等を積極的に展開していく方針であります。当社グループといたし

ましては、投融資案件に対し、リスク及びリターンを厳密に事前評価し実行する予定でありますが、投融資先の事業

の状況等が当社の業績に与える影響を確実に予測することは困難であり、投融資額を回収できず、当社グループの財

政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 
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（5）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、当連結会計年度において第三者割当による新株式16,684千株（発行価額の総額500,520千円）の

発行を行った結果、平成25年９月期第１四半期から発生しておりました債務超過は解消されましたが、継続的に営

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、当連結会計年度においても営業損失181,030千円及

び営業キャッシュ・フローのマイナス208,497千円を計上しております。 

 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。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、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。 
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２．企業集団の状況 

 当社グループは、当連結会計年度において、マナチュラ事業を行っていたマナ・イニシアチヴ㈱の当社保有全株式

を売却しております。また、電子証明書付きメール「Syoumail」の販売を行っていたSyoumail㈱に関しましては、平

成26年７月30日付で社名を㈱アジェットクリエイティブに変更し、新規事業として、小規模分譲型ソーラー（出力

50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及び設置工事の請負事業を開始しております。これらに伴い、

当社グループは、事業持株会社である当社（㈱アジェット）及び連結子会社２社にて構成されております。 

 なお、平成26年３月25日開催の臨時株主総会の決議により、平成26年４月１日から会社名を㈱ＹＡＭＡＴＯから㈱

アジェットに変更しております。 

 また、当社グループの事業の報告セグメントについては、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事業を行うデザートラボ事業、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機

器販売及び設置工事の請負事業、その他の事業の３つのセグメントとしております。 

 なお、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は「セグメント情報等」に記載のとお

りであります。 

 

 当社グループの事業内容及び事業に係る位置づけ並びに事業の報告セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

【当社及び子会社一覧】 

事業区分 主要な事業内容 会社名 

デザートラボ事業 
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 
㈱デザート・ラボ 

太陽光事業 

小規模分譲型ソーラー（出力50kW

未満の太陽光発電システム）に関

する設備機器販売及び設置工事の

請負事業 

㈱アジェットクリエイティブ 

（注）１ 

その他 グループ経営管理、経営戦略立案 ㈱アジェット（注）２ 

（注）１． 連結子会社であるSyoumail㈱は、平成26年７月30日付で社名を㈱アジェットクリエイティブに変更し、

新規事業として、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及

び設置工事の請負事業を開始しております。 

   ２． 平成26年３月25日開催の臨時株主総会の決議により、平成26年４月１日から会社名を㈱ＹＡＭＡＴＯか

ら㈱アジェットに変更しております 

 

【事業系統図】 

 当社グループの事業系統図は次のとおりであります。 
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 （※） 連結子会社であるSyoumail㈱は、平成26年７月30日付で社名を㈱アジェットクリエイティブに変更し、新

規事業として、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及び設

置工事の請負事業を開始しております。 
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

当社グループでは、「ベンチャー企業とは、未来をイメージし、事業を通じて独自の新価値を創造することを社会

的な役割として担い、また、そのことを最優先目的とした企業である。」との考えのもと、社員の自発的な技術開発

や事業開発に対して、会社がその事業化を支援することで独自の新価値を創造する「プロジェクト・ドライブ制度」

（以下「ＰＤ制度」という。）を採用し、長年経営の基本方針としてまいりました。 

当社グループは、このＰＤ制度の考え方を継承しつつ、よりダイナミックで純粋な事業開発を行っていくことを目

的として、平成18年10月１日付で純粋持株会社体制へ移行し、常に純粋な組織運営を行い、社会に新しい価値を提供

し続ける「新価値創造企業」となることを経営の基本方針とし、持株会社が事業会社の経営支援を積極的に行い、事

業会社は各事業に専念できる体制をつくることで、グループ全体の機動力を高め、企業価値向上に努めてまいりまし

た。しかしながらいまだに営業利益の黒字化には至っていないことについて反省するとともに「社会的役割を果たし

ている企業は、自然に収益バランスがとれる筈」と考え、社会的役割を機軸とした考え方を基に、サスティナブルな

社会の実現を目指し、①チャンスを与え、個性をはぐくむこと「社員だけでなくすべての人に機会の平等を与える」

②サスティナブルな社会の実現「経済中心の考え方から、社会的役割を基軸にした考え方に」③アジェットは開かれ

た組織「多くの人が集う、開かれた組織構造を」を当社グループの経営理念といたしました。上記経営理念のもと、

激しく変化する経営環境を的確に捉え、経営資源を最大限に有効活用することによって、企業価値の向上の実現を目

指してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループでは、既存事業の拡大や新規事業等による新たな収益基盤の確保に努めることで、早期の経常黒字転

換を目指しております。 

なお、中長期的な方針といたしましては、社会的存在価値（＝企業価値）を最大とするため、現在活動している事

業により獲得した利益を連結子会社で展開する飲食業のブランドイメージの創造、直営店舗の出店、ＦＣ加盟店の獲

得や、新規事業開発等に積極的に投資することを基本としております。したがって、投資活動によって全社的な経営

指標は変化することから、現時点におきましては目標とする指標は設定しておりません。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

激しく変化する経営環境を的確に捉え、経営資源を最大限に有効活用するすることによって、既存事業及び新規事

業等を積極的に展開し、グループ一丸となって企業価値の向上の実現を目指してまいります。 

 

これら方針に基づく事業別の戦略的展開は以下のとおりであります。 

 

デザートラボ事業 

 デザートラボ事業においては、直営店の販売力向上による収益基盤の確立とともに、「神戸デザートファクト

リー」及び「ソフトクリームパーク」の商標の周知を図ることによるＦＣ加盟店の獲得を目指してまいります。 

太陽光事業 

 太陽光事業においては、営業体制を強化し、設備機器販売を行っていくと共に今後は、建設業許可が下りた後、太

陽光発電所設置工事の受注を行って行くことを予定しております。 

 この太陽光事業によって、安定した収益を確保することが可能と考えておりますが、当社グループの経費を賄うに

は至らない可能性があります。そのため、早期の経常黒字転換のためには、更なる新規事業等への進出が必須である

と考えております。そのため、リスク及びリターンを厳密に事前評価しつつ、積極的に更なる新規事業等への進出を

検討してまいります。 

 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、当連結会計年度において第三者割当による新株式16,684千株（発行価額の総額500,520千円）の

発行を行った結果、平成25年９月期第１四半期から発生しておりました債務超過は解消されましたが、継続的に営業

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、当連結会計年度においても営業損失181,030千円及び

営業キャッシュ・フローのマイナス208,497千円を計上しております。 

 これにより、当社グループは収益基盤の確立とともに、財務体質の強化を図ることが最大の課題と考えております。 

 収益基盤の確立に関しましては、「１．経営成績・財務状態に関する分析 （５）継続企業の前提に関する重要事

象等 ① 収益基盤の確立」に記載しております。 

 財務体質の強化に関しましては、「１．経営成績・財務状態に関する分析 （５）継続企業の前提に関する重要事

象等 ③ 財務体質の強化と安定」に記載しております。 

 また、上記施策を着実に実行するためには、優秀な人材の確保が必要であると考えております。 
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４．連結財務諸表 

（１）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) 

当連結会計年度 

(平成26年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,540 188,424 

受取手形及び売掛金 21,151 38,604 

商品及び製品 37,858 - 

原材料及び貯蔵品 1,169 313 

前渡金 6,665 24,351 

短期貸付金 16,151 - 

未収入金 9,028 12,482 

立替金 8,021 322 

その他 4,522 3,815 

貸倒引当金 △25,799 △5,130 

流動資産合計 81,311 263,183 

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,433 - 

減価償却累計額 △2,320 - 

建物（純額） 1,112 - 

機械装置及び運搬具 10,517 - 

減価償却累計額 △2,526 - 

機械装置及び運搬具（純額） 7,990 - 

その他 7,434 - 

減価償却累計額 △3,840 - 

その他（純額） 3,593 - 

有形固定資産合計 12,697 - 

無形固定資産   

ソフトウエア 274 67 

のれん 23,751 - 

無形固定資産合計 24,026 67 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,235 5,820 

長期貸付金 380 - 

破産更生債権等 15,400 137,086 

長期未収入金 37,178 - 

保険積立金 11,109 - 

差入保証金 13,677 6,000 

その他 1,908 6,240 

貸倒引当金 △54,292 △138,886 

投資その他の資産合計 31,598 16,261 

固定資産合計 68,322 16,329 

繰延資産   

開業費 217 - 

繰延資産合計 217 - 

資産合計 149,851 279,512 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年９月30日) 

当連結会計年度 

(平成26年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,088 1,628 

短期社債 100,000 - 

短期借入金 76,227 98,449 

1年内返済予定の長期借入金 3,058 - 

仮受金 3,741 34,560 

未払金 20,263 11,972 

未払法人税等 7,681 3,547 

返品調整引当金 4,044 - 

その他 9,517 14,736 

流動負債合計 230,622 164,894 

固定負債   

新株予約権付社債 40,000 - 

長期借入金 19,158 - 

繰延税金負債 147 - 

持分法適用に伴う負債 6,418 4,813 

固定負債合計 65,723 4,813 

負債合計 296,346 169,708 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,508,839 1,759,099 

資本剰余金 439,696 689,956 

利益剰余金 △2,096,549 △2,346,142 

自己株式 △108 △108 

株主資本合計 △148,122 102,804 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 267 - 

その他の包括利益累計額合計 267 - 

新株予約権 1,360 7,000 

純資産合計 △146,495 109,804 

負債純資産合計 149,851 279,512 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年10月１日 

 至 平成26年９月30日) 

売上高 124,228 81,412 

売上原価 73,589 53,424 

売上総利益 50,638 27,987 

販売費及び一般管理費 260,280 209,017 

営業損失（△） △209,641 △181,030 

営業外収益   

受取利息 495 72 

受取配当金 259 259 

持分法による投資利益 - 1,604 

違約金収入 - 4,000 

貸倒引当金戻入額 800 - 

その他 1,233 1,021 

営業外収益合計 2,789 6,958 

営業外費用   

支払利息 3,472 20,974 

社債利息 3,467 3,473 

持分法による投資損失 6,119 - 

貸倒引当金繰入額 3,232 80,717 

その他 2,273 1,191 

営業外費用合計 18,564 106,357 

経常損失（△） △225,417 △280,429 

特別利益   

子会社株式売却益 - 58,078 

事業譲渡益 11,833 - 

事業税還付金 9,324 - 

その他 555 1,360 

特別利益合計 21,712 59,438 

特別損失   

減損損失 - 26,705 

有形固定資産除却損 11 17 

特別損失合計 11 26,723 

税金等調整前当期純損失（△） △203,715 △247,713 

法人税、住民税及び事業税 3,590 1,879 

法人税等合計 3,590 1,879 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △207,306 △249,592 

当期純損失（△） △207,306 △249,592 
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（連結包括利益計算書） 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年10月１日 

 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △207,306 △249,592 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 267 △267 

その他の包括利益合計 267 △267 

包括利益 △207,038 △249,860 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △207,038 △249,860 

少数株主に係る包括利益 － - 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) 

    (単位：千円) 

 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 

当期首残高 1,489,639 420,496 △1,889,243 △108 20,783 

当期変動額      

当期純損失（△）   △207,306  △207,306 

新株の発行 19,200 19,200   38,400 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 19,200 19,200 △207,306 － △168,906 

当期末残高 1,508,839 439,696 △2,096,549 △108 △148,122 

 

     

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 
 その他有価証券評価差額金 

その他の包括利益累計額

合計 

当期首残高 － － 1,360 22,143 

当期変動額     

当期純損失（△）    △207,306 

新株の発行    38,400 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
267 267 － 267 

当期変動額合計 267 267 － △168,638 

当期末残高 267 267 1,360 △146,495 
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当連結会計年度（自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) 

    (単位：千円) 

 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 

当期首残高 1,508,839 439,696 △2,096,549 △108 △148,122 

当期変動額      

当期純損失（△）   △249,592  △249,592 

新株の発行 250,260 250,260   500,520 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 250,260 250,260 △249,592 － 250,927 

当期末残高 1,759,099 689,956 △2,346,142 △108 102,804 

 

     

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 
 その他有価証券評価差額金 

その他の包括利益累計額

合計 

当期首残高 267 267 1,360 △146,495 

当期変動額     

当期純損失（△）    △249,592 

新株の発行    500,520 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△267 △267 5,640 5,372 

当期変動額合計 △267 △267 5,640 256,299 

当期末残高 - - 7,000 109,804 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年10月１日 

 至 平成26年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △203,715 △247,713 

減価償却費 2,495 4,835 

のれん償却額 2,159 5,182 

減損損失 - 26,705 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,537 80,763 

返品調整引当金の増減額（△は減少） 4,044 - 

受取利息及び受取配当金 △755 △331 

支払利息 6,939 24,448 

子会社株式売却損益（△は益） - △58,078 

新株予約権戻入益 - △1,360 

事業譲渡損益（△は益） △11,833 - 

売上債権の増減額（△は増加） 22,792 △34,040 

仕入債務の増減額（△は減少） △41,178 △343 

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,484 845 

未収入金の増減額（△は増加） 59,521 △3,485 

未払金の増減額（△は減少） △816 △6,370 

持分法による投資損益（△は益） 6,119 △1,604 

有形固定資産除却損 11 17 

その他 △30,859 7,502 

小計 △194,024 △203,027 

利息及び配当金の受取額 275 208 

利息の支払額 △2,146 △2,813 

法人税等の支払額 △1,692 △2,865 

営業活動によるキャッシュ・フロー △197,588 △208,497 

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 △3,829 △402 

無形固定資産の取得による支出 △110 - 

差入保証金の差入による支出 △9,256 - 

差入保証金の回収による収入 - 1,726 

保険積立金の払戻による収入 - 1,264 

投資有価証券の売却による収入 2,880 - 

子会社株式の取得による支出 - △91,000 

事業譲渡による収入 20,000 - 

事業譲受による支出 △38,095 - 

貸付金の回収による収入 275 - 

短期貸付金の増減額（△は増加） - △30,063 

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 △534 705 

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,670 △118,586 
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  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年10月１日 

 至 平成26年９月30日) 

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） 66,401 245,967 

株式の発行による収入 - 300,000 

長期借入金の返済による支出 △3,614 - 

社債の発行による収入 100,000 - 

新株予約権付社債の発行による収入 40,000 - 

新株予約権付社債の償還による支出 - △40,000 

新株予約権の発行による収入 - 7,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 202,787 512,967 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,470 185,883 

現金及び現金同等物の期首残高 26,011 2,540 

現金及び現金同等物の期末残高 2,540 188,424 
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（５）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） 

 当社グループは、当連結会計年度において第三者割当による新株式16,684千株（発行価額の総額500,520千円）の

発行を行った結果、平成25年９月期第１四半期から発生しておりました債務超過は解消されましたが、継続的に営

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、当連結会計年度においても営業損失181,030千円及

び営業キャッシュ・フローのマイナス208,497千円を計上しております。 

 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。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、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、

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、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。 
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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結子会社の数 

 ２社 

 ㈱デザート・ラボ 

 ㈱アジェットクリエイティブ（注） 

 なお、平成25年11月14日付でマナ・イニシアチヴ㈱の当社が保有する全株式を売却したため、連結の

範囲から除いております。 

（注）Syoumail㈱は、平成26年７月30日付で㈱アジェットクリエイティブに商号変更しました。 

（２）非連結子会社 

九頭龍企画㈱ 

 連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

２．連結子会社の事業年度等に関する事項 

     すべての連結子会社の事業年度末日は、連結決算日と一致しております。 

３．持分法の適用に関する事項 

（１）持分法適用関連会社の数 

  １社 

  イーディーコントライブ㈱ 

（２）持分法を適用しない非連結子会社 

九頭龍企画㈱ 

 持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等から見て、持分法の対象から除いても連結財務諸表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の範囲から除外しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末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 

商品・原材料 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を

採用しております。 
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(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（リース資産を除く） 

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          10～15年 

 機械装置及び運搬具   7～ 8年 

工具、器具及び備品   4～15年 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

  自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間(最長５年)に基づく定額法によっております。 

(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。 

(4) のれんの償却方法及び期間 

 のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。 

(5）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。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

①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。 

なお、資産に係る控除対象外消費税額等のうち、税法に定める繰延消費税額等は前払消費税に計上のう

え、５年間で均等償却しております。 

②連結納税制度 

当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。 

（表示方法の変更） 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において「流動資産」の「その他」に含めて表示していた「前渡金」は、資産の合計額の100分

の５を超えたため、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸

表の組替を行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた11,188千円は、

「前渡金」6,665千円、「その他」4,522千円として組み替えております。 
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社グループは、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービス

について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、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事業を行う「デザートラボ事業」及び小規模分

譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及び設置工事の請負事業を行

う「太陽光事業」が報告セグメントとなります。 

 「マナチュラ事業」に分類しておりましたマナ・イニシアチヴ㈱は、平成25年11月14日付での株式の売

却により、連結除外となったことにより、当該事業がなくなったため報告セグメントを削除しております。

また、Syoumail㈱は、平成26年７月30日付で社名を㈱アジェットクリエイティブに変更し、新規事業とし

て、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及び設置工事の

請負事業を開始したことにより、新たに「太陽光事業」として開示しております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日） 

       （単位：千円） 

 報告セグメント 
その他 

（注１） 
合計 調整額 

連結財務諸

表計上額

（注２）  
マナチュラ

事業 

デザートラ

ボ事業 
その他事業 計 

売上高         

外部顧客への

売上高 
22,056 102,172 － 124,228 － 124,228 － 124,228 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

228 － － 228 － 228 △228 － 

計 22,284 102,172 － 124,457 － 124,457 △228 124,228 

セグメント利益

又は損失（△） 
△52,472 1,641 △1,944 △52,775 △156,866 △209,641 － △209,641 

セグメント資産 80,653 80,264 259 161,177 66,502 227,679 △77,828 149,851 

その他の項目         

減価償却費 67 2,395 － 2,462 291 2,754 △65 2,689 

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

－ 40,912 － 40,912 110 41,022 － 41,022 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、グループ会社の事業活動の

支援・管理を含んでおります。 

   ２ セグメント資産の調整額△77,828千円は、セグメント間取引消去が含まれております。 

   ３ セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 
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当連結会計年度（自 平成25年10月１日 至 平成26年９月30日） 

     （単位：千円） 

 報告セグメント 
その他 

（注１） 
合計 調整額 

連結財務諸

表計上額

（注２）  
デザートラ

ボ事業 
太陽光事業 計 

売上高        

外部顧客への

売上高 
47,028 34,384 81,412 - 81,412 - 81,412 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

- - - - - - - 

計 47,028 34,384 81,412 - 81,412 - 81,412 

セグメント損失

（△） 
△62,651 △534 △63,186 △117,843 △181,030 - △181,030 

セグメント資産 24,091 77,527 101,619 239,752 341,372 △61,859 279,512 

その他の項目        

減価償却費 4,713 - 4,713 122 4,835 - 4,835 

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

243 - 243 159 402 - 402 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、グループ会社の事業活動の

支援・管理を含んでおります。 

   ２ セグメント資産の調整額△61,859千円は、セグメント間取引消去が含まれております。 

   ３ セグメント損失（△）は、連結財務諸表の営業損失と一致しております。 
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【関連情報】 

前連結会計年度（自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

(2）有形固定資産 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

㈱りく・マネジメント・パートナーズ 67,802千円 デザートラボ事業 

 

当連結会計年度（自  平成25年10月１日  至  平成26年９月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

(2）有形固定資産 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

㈱メイキット 33,534千円 太陽光事業 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度（自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自  平成25年10月１日  至  平成26年９月30日） 

    （単位：千円） 

 報告セグメント 

その他 合計 
 

デザートラボ事

業 
太陽光事業 計 

減損損失 26,705 － 26,705 － 26,705 

 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

   前連結会計年度（自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日） 

     （単位：千円） 

 報告セグメント 

その他 合計 
 マナチュラ事業 

デザートラボ事

業 
太陽光事業 計 

当期償却額 2,159 -  2,159 - 2,159 

当期末残高 23,751 -  23,751 - 23,751 

 

   当連結会計年度（自  平成25年10月１日  至  平成26年９月30日） 

    （単位：千円） 

 報告セグメント 

その他 合計 
 

デザートラボ事

業 
太陽光事業 計 

当期償却額 23,751 - 23,751 - 23,751 

当期末残高 - - - - - 

（※）デザートラボ事業における当期償却額のうち、18,569千円は減損損失であります。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前連結会計年度（自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自  平成25年10月１日  至  平成26年９月30日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成24年10月１日 

至 平成25年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年10月１日 

至 平成26年９月30日） 
 

１株当たり純資産額  △4円56銭 

１株当たり当期純損失金額  6円80銭 
 

 

１株当たり純資産額 2円09銭 

１株当たり当期純損失金額 7円68銭 
 

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。 

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．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っております。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株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失金額を算定し

ております。 

   ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成24年10月１日 

至 平成25年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年10月１日 

至 平成26年９月30日） 

純資産の部の合計額（千円） △146,495 109,804 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 1,360 7,000 

 （うち新株予約権） (1,360) (7,000) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） △147,855 102,804 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
32,440,300 49,124,300 

   ３．１株当たり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。 

 

前連結会計年度 

（自 平成24年10月１日 

至 平成25年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年10月１日 

至 平成26年９月30日） 

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） 207,306 249,592 

普通株主に帰属しない金額（千円） - - 

普通株式に係る当期純損失（千円） 207,306 249,592 

期中平均株式数（株）                  30,476,464.38 32,486,009.59 

（重要な後発事象） 

（新株予約権の行使による増資） 

平成26年10月１日から平成26年10月31日までに第７回新株予約権53,000個について権利行使がありました。当該新

株予約権の権利行使の概要は次のとおりであります。 

  ① 発行した株式の種類及び株式数      普通株式 5,300,000株 

  ② 増加した資本金                   82,150千円 

  ③ 増加した資本準備金                 82,150千円 

これにより、平成26年10月31日現在の普通株式の発行済株式数は54,424,600株、資本金1,841,249千円、資本準備

金772,106千円となりました。 
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５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成25年９月30日) 

当事業年度 

(平成26年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,432 167,678 

売掛金 2,630 - 

貯蔵品 1 - 

前払費用 1,502 1,348 

未収利息 960 - 

短期貸付金 16,000 146,814 

未収入金 5,156 2,418 

立替金 81,072 567 

その他 320 1,068 

貸倒引当金 △96,198 △90,471 

流動資産合計 12,877 229,423 

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,393 - 

減価償却累計額 △1,393 - 

建物（純額） - - 

車両運搬具 1,250 - 

減価償却累計額 △1,250 - 

車両運搬具（純額） - - 

工具、器具及び備品 2,865 - 

減価償却累計額 △2,818 - 

工具、器具及び備品（純額） 46 - 

有形固定資産合計 46 - 

無形固定資産   

ソフトウエア 89 67 

無形固定資産合計 89 67 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,235 5,820 

関係会社株式 5,000 - 

出資金 500 - 

長期預金 700 700 

破産更生債権等 - 135,268 

長期前払消費税等 - 3,740 

差入保証金 4,421 - 

入会金 - 1,800 

保険積立金 11,109 - 

長期未収入金 37,021 - 

貸倒引当金 △38,821 △137,068 

投資その他の資産合計 26,166 10,261 

固定資産合計 26,302 10,329 

資産合計 39,180 239,752 
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  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成25年９月30日) 

当事業年度 

(平成26年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 70,227 98,449 

短期社債 100,000 - 

未払金 14,822 9,916 

未払法人税等 6,451 3,098 

未払利息 4,215 10,989 

預り金 2,426 1,342 

仮受金 3,639 - 

流動負債合計 201,783 123,796 

固定負債   

繰延税金負債 147 - 

固定負債合計 147 - 

負債合計 201,931 123,796 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,508,839 1,759,099 

資本剰余金   

資本準備金 439,696 689,956 

資本剰余金合計 439,696 689,956 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,112,805 △2,339,990 

利益剰余金合計 △2,112,805 △2,339,990 

自己株式 △108 △108 

株主資本合計 △164,378 108,956 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 267 - 

評価・換算差額等合計 267 - 

新株予約権 1,360 7,000 

純資産合計 △162,750 115,956 

負債純資産合計 39,180 239,752 
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（２）損益計算書 

  (単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成25年10月１日 

 至 平成26年９月30日) 

売上高   

売上高 17,400 0 

売上原価   

当期商品仕入高 14,500 - 

売上原価 14,500 - 

売上総利益 2,900 0 

販売費及び一般管理費 156,866 117,843 

営業損失（△） △153,966 △117,843 

営業外収益   

受取利息 480 63 

受取配当金 259 259 

貸倒引当金戻入額 800 - 

その他 923 976 

営業外収益合計 2,463 1,299 

営業外費用   

支払利息 3,013 20,928 

社債利息 2,732 1,463 

手形売却損 51 - 

貸倒引当金繰入額 74,999 92,520 

その他 1,486 974 

営業外費用合計 82,283 115,885 

経常損失（△） △233,785 △232,430 

特別利益   

子会社株式売却益 - 9,001 

新株予約権戻入益 - 1,360 

事業税還付金 9,324 - 

その他 555 - 

特別利益合計 9,879 10,361 

特別損失   

固定資産除却損 - 17 

関係会社株式評価損 56,709 4,999 

特別損失合計 56,709 5,017 

税引前当期純損失（△） △280,616 △227,086 

法人税、住民税及び事業税 2,360 99 

法人税等合計 2,360 99 

当期純損失（△） △282,976 △227,185 
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（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) 

    (単位：千円) 

 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  
資本準備金 

その他利益剰余金 

 繰越利益剰余金 

当期首残高 1,489,639 420,496 △1,829,828 △108 80,198 

当期変動額      

当期純損失（△）   △282,976  △282,976 

新株の発行 19,200 19,200   38,400 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 19,200 19,200 △282,976 － △244,576 

当期末残高 1,508,839 439,696 △2,112,805 △108 △164,378 

 

     

 評価・換算差額等 
新株予約権 純資産合計 

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

当期首残高 － － 1,360 81,558 

当期変動額     

当期純損失（△）    △282,976 

新株の発行    38,400 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
267 267 － 267 

当期変動額合計 267 267 － △244,309 

当期末残高 267 267 1,360 △162,750 
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当事業年度（自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) 

    (単位：千円) 

 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  
資本準備金 

その他利益剰余金 

 繰越利益剰余金 

当期首残高 1,508,839 439,696 △2,112,805 △108 △164,378 

当期変動額      

当期純損失（△）   △227,185  △227,185 

新株の発行 250,260 250,260   500,520 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 250,260 250,260 △227,185 － 273,334 

当期末残高 1,759,099 689,956 △2,339,990 △108 108,956 

 

     

 評価・換算差額等 
新株予約権 純資産合計 

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

当期首残高 267 267 1,360 △162,750 

当期変動額     

当期純損失（△）    △227,185 

新株の発行    500,520 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△267 △267 5,640 5,372 

当期変動額合計 △267 △267 5,640 278,707 

当期末残高 - - 7,000 115,956 
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６．その他 

  役員の異動 

  該当事項はありません。 



 

【訂正前】 

平成 26 年 9 月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成 26年 11月 14日 

上 場 会 社 名 株式会社アジェット 上場取引所    東 

コ ー ド 番 号 7853 ＵＲＬ http://agetj.com/ 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 早間 央 

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 (氏名) 大田義治 TEL 03-4577-8701 

定時株主総会開催予定日 平成 26年 12月 24日 有価証券報告書提出予定日 平成 26年 12月 25日 

配当支払開始予定日 －   

決算補足説明資料作成の有無 ：無 

決算説明会開催の有無 ：無 

１．平成 26年 9月期の連結業績（平成 25年 10月 1日～平成 26年 9月 30日）          （百万円未満切捨て） 

（１）連結経営成績                                                            （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年 9月期 113 △8.7 △174 － △273 － △242 － 

25年 9月期 124 △86.9 △209 － △225 － △207 － 

（注） 包括利益       26年 9月期  △243百万円（－％）  25年 9月期  △207百万円（－％） 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

 円   銭 円   銭 ％ ％ ％ 

26年 9月期 △7.48 － － △127.5 △153.7 

25年 9月期 △6.80 － － △128.9 △168.8 

（参考）持分法投資損益    26年 9月期  1百万円  25年 9月期    △6百万円 

（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 株あたり当期純利益」を計算しております。 

（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 

26年 9月期 279 116 39.2 2.23 

25年 9月期 149 △146 △98.7 △4.56 

（参考）自己資本       26年 9月期  109百万円  25年 9月期    △147百万円 

（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 株あたり純資産」を計算しております。 

（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ･フロー 

投資活動による 

キャッシュ･フロー 

財務活動による 

キャッシュ･フロー 

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 

26年 9月期 △208 △118 512 188 

25年 9月期 △197 △28 202 2 
 
２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額 

（合計） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当率 

（連結） 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 百万円 ％ ％ 

25年 9月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － － 

26年 9月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － － 

27年 9月期(予想) － － － － －  －  

※平成 27 年 9月期の配当は未定です。 
 
３．平成 27年 9月期の連結業績予想（平成 26年 10月 1日～平成 27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） 

 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) 258 1,129.0 △67 － △67 － △68 － △1.27 

通  期 471 315.0 △138 － △138 － △139 － △2.54 



 

※ 注記事項 

（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 

 新規  － 社 (社名)  、除外  1 社 (社名) マナ・イニシアチブ株式会社 

(注)詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 
 
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 
 
（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年 9月期 49,124,600株 25年 9月期 32,440,600株 

② 期末自己株式数 26年 9月期 300株 25年 9月期 300株 

③ 期中平均株式数 26年 9月期 32,486,009株 25年 9月期 30,476,464株 

（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。なお、詳細は 25 ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

 

（参考）個別業績の概要 

１．平成 26年 9月期の個別業績（平成 25年 10月 1日～平成 26年 9月 30日） 

（１）個別経営成績                                                             （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年 9月期 0 － △117 － △232 － △227 － 

25年 9月期 17 △59.9 △153 － △233 － △282 － 
 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
  

 円   銭 円   銭   

26年 9月期 △6.99 －   

25年 9月期 △9.29 －   

（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株あたり当期純利益」を計算しております。 

（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 

26年 9月期 239 115 45.4 2.22 

25年 9月期 39 △162 △418.9 △5.06 

（参考）自己資本       26年 9月期    108百万円   25年 9月期    △164百万円 

（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株あたり純資産」を計算しております。 

 

２．平成 27年 9月期の個別業績予想（平成 26年 10月 1日～平成 27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） 

 売 上 高 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 ％ 円   銭 

第２四半期(累計) 0 － △58 － △58 － △59.00 

通  期 0 － △117 － △117 － △119.00 

 

※監査手続の実施状況に関する表示 

 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の

監査手続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 

 本資料に記載されている将来に関する記述は、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。 
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１．経営成績・財政状態に関する分析 

(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府や日銀による金融緩和の効果により、景気回復基調で推移したものの、

消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動や海外経済の下振れ懸念などにより、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」に関しましては、主力商品であるソフトクリームの販売は、販売予想通りの売上高を確保いた

しましたが、当連結会計年度において注力するとしていたＦＣ店舗の拡大に関しましては、思うような進捗が見られ

ず、新たなＦＣ契約の獲得には至りませんでした。 

 また、当社連結子会社であるSyoumail㈱は、平成26年７月30日付で社名を㈱アジェットクリエイティブに変更し、

新規事業として、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及び設置工事

の請負事業を開始いたしました。 

 なお、太陽光事業に関する設備機器販売に関しましては、現在事業を開始しておりますが、太陽光事業に関する設

置工事の請負業を行うにあたって、建設業許可を東京都知事より受ける必要があります。 

 このため、建設業許可が下りた後、太陽光事業に関する設置工事の請負業の営業活動を行っていく予定であります。 

 以上の結果、売上高113百万円（前年同期比8.7％減）、営業損失174百万円（前年同期営業損失209百万円）、経常

損失273百万円（前年同期経常損失225百万円）、当期純損失242百万円（前年同期当期純損失207百万円）となりまし

た。 

 なお、平成25年11月14日付でマナ・イニシアチヴ㈱の当社保有株式20,411株を村上隆司氏に売却しており、当社連

結子会社から除外しております。 

 

 事業の報告セグメントの業績を示すと、次のとおりとなります。 

 なお、「太陽光事業」に関しましては、当連結会計年度において、新規事業として事業を開始したため、前年同期

との比較分析は行っておりません。 

 

[デザートラボ事業] 

 デザートラボ事業におきましては、主力商品であるソフトクリームの販売は、販売予想通りの売上高を確保いたし

ましたが、当連結会計年度において注力するとしていたＦＣ店舗の拡大に関しましては、思うような進捗が見られず、

新たなＦＣ契約の獲得には至りませんでした。 

 以上の結果、売上高47百万円（前年同期比54.0％減）、営業損失62百万円（前年同期営業利益1百万円）となりま

した。 

[太陽光事業] 

 太陽光事業におきましては、当連結会計年度において、売上高確保及び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、当社連結子会社であるSyoumail㈱において、平成26年７月30日付で社名を㈱ア

ジェットクリエイティブに変更し、新規事業として、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）

に関する設備機器販売及び設置工事の請負事業を開始いたしました。 

 太陽光発電関連事業は有望な事業分野であると考えられ、営業体制の強化に注力いたしましたが、新規事業開始が

平成26年８月１日であり、当連結会計年度の実績には２か月しか寄与しておりません。 

 以上の結果、売上高66百万円、営業利益6百万円となりました。 

 

②次期の見通し 

 当社グループは、当連結会計年度において第三者割当による新株式16,684千株（発行価額の総額500,520千円）の

発行を行った結果、平成25年９月期第１四半期から発生しておりました債務超過は解消されましたが、当期純損失の

計上と営業キャッシュ・フローのマイナスが長期にわたり継続しております。 

 そのため、当社グループは、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。 

 以上の結果、次期の連結業績見通しにつきましては、第２四半期連結累計期間では、売上高258百万円、営業損失

67百万円、経常損失67百万円、当期純損失68百万円、通期では売上高471百万円、営業損失138百万円、経常損失138

百万円、当期純損失139百万円を見込んでおります。 

（注）上記の予測は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んで

おります。実際の業績は、さまざまな要素により、これら業績予想は大きく異なる結果となりうることをご承

知おきください。
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は、279百万円（前年同期比86.5％増）となりました。これは主に、連結子会社であっ

たマナ・イニシアチヴ㈱が、当連結会計年度より連結子会社から除外されたことによる商品及び製品37百万円の減少

があったものの、第三者割当による増資を行ったことにより、現金及び預金が185百万円増加したことによるもので

あります。 

 負債合計は162百万円（前年同期比45.0％減）となりました。これは主に、借入金（短期社債の期限の利益の喪失

による準消費貸借契約締結分を含む）が99百万円減少したこと及び買入消却により新株予約権付社債が40百万円減少

したことによるものであります。 

 純資産につきましては、116百万円（前年同期純資産△146百万円）となりました。これは主に、当期純損失△242

百万円を計上いたしましたが、第三者割当による増資を行ったことにより、資本金及び資本剰余金が500百万円増加

したことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、税金等調整前当期純損失240百万円

の計上や、新株予約権付社債の買入消却40百万円等の減少原因がありましたが、株式の発行による収入300百万円な

どにより、当連結会計年度末には188百万円となりました。 

  各キャッシュ・フローの状況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） 

  当連結会計年度における営業活動で使用した資金は208百万円（前年同期使用した資金197百万円）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純損失240百万円、貸倒引当金の増加額80百万円、減損損失26百万円等によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における投資活動で使用した資金は118百万円（前年同期使用した資金28百万円）となりました。

これは主に、子会社株式の取得による支出91百万円及び貸付金の減少30百万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） 

  当連結会計年度における財務活動で得た資金は512百万円（前年同期153.0％増）となりました。これは主に、短期

借入金の増加額245百万円及び株式の発行による収入300百万円によるものであります。 

 

③キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成22年９月期 平成23年９月期 平成24年９月期 平成25年９月期 平成26年９月期 

自己資本比率（％） 13.8 △18.5 10.4 △98.7 39.2 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
43.1 52.8 179.8 606.1 1,160.0 

債務償還年数（年） － － － － － 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
－ － － － － 

（注） １．上記指標の計算式は、以下のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

株式時価総額は期末株価終値に期末発行済株式数（自己株控除後）を乗じて算出しております。 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

３．営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レ

シオは記載しておりません。 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社グループは、企業体質の強化と中長期的な事業成長による収益力の向上を図りながら、株主への適切な利益

配分を基本方針としております。しかしながら、当期においては損失を計上したことから、新規事業の成長加速、

既存事業における業務効率の改善を課題とし、内部留保の充実に努めることによって早期の業績回復に尽力してま

いります。 

 なお、内部留保資金につきましては、主に連結子会社で展開する飲食業のブランドイメージの創造、直営店舗の

出店、ＦＣ加盟店の獲得及び太陽光事業における営業活動資金並びに事業開発活動等への原資として活用していく

方針であります。 
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(4）事業等のリスク 

 以下については、当社グループの将来的な事業展開その他に関し、リスク要因の可能性があると考えている主な事

項を記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避及び発生した場

合の早期対応に努める方針であります。 

 

１．連結子会社におけるブランドの確立及び確保について 

 当社連結子会社である㈱デザート・ラボでは、現在「神戸デザートファクトリー」及び「ソフトクリームパーク」

の商標で店舗展開しております。この商標のブランド化によってＦＣ店舗の拡大が図れると認識しております。その

ため、ブランドを重要な財産と考え、ブランドの確立及び確保に積極的に取り組んでおります。しかしながら、ブラ

ンドの確立及び確保にについては不確実であり、ブランドの確立及び確保の成否によっては、当社連結子会社である

㈱デザート・ラボにおける事業活動に支障が生じ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

２．連結子会社で提供する商品の安全性について 

 当社連結子会社である株式会社デザート・ラボでは、安全・安心を第一とした商品のお客様への提供を通して、お

客様に常にご満足いただけるよう努めておりますが、予見不可能な原因により、商品の安全性に疑義が生じ、製品回

収や製造物責任賠償が生じた場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

３．上場廃止のリスク 

 当社は平成25年12月25日付「債務超過の猶予期間入りに関するお知らせ」でお知らせしたとおり、平成25年９月末

日において債務超過の状態となったことから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第603条第１項第

３号（債務超過）に該当するため、現在猶予期間中であります。平成26年９月末日においても債務超過状態であった

場合、平成26年９月期に係る有価証券報告書の提出後に、当社株式が上場廃止となる可能性があります。 

 また、当社グループの業績が、業績予想を大きく下回り、平成26年９月期の連結売上高が１億円を下回った場合、

株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第603条第１項第４号（売上高）に抵触し、当社株式が上場廃止

となる可能性があります。 

 

４．連結子会社で展開する事業における法的規制について 

 当社連結子会社である㈱アジェットクリエイティブが展開する、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発

電システム）に関する設備機器販売及び設置工事の請負事業では、「建設業法」、「電気事業者による再生可能エネ

ルギー電気の調達に関する特別措置法」等の法的規制を受けております。当社連結子会社である㈱アジェットクリエ

イティブでは、社内管理体制の整備や各種講習会等に参加して法律知識を取得する等により法令を遵守し販売、施工

する努力を行っております。 

 将来これらの法令の改正や新たな法令規制が制定され当社連結子会社である㈱アジェットクリエイティブが展開す

る事業に適用された場合、当社連結子会社である㈱アジェットクリエイティブが展開する事業はその制約を受けるこ

ととなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

５．投融資について 

 当社グループでは、「１．経営成績・財務状況に関する分析 (1)経営成績に関する分析 ②次期の見通し」にあ

りますとおり、収益基盤の確立のため、新規事業等を積極的に展開していく方針であります。当社グループといたし

ましては、投融資案件に対し、リスク及びリターンを厳密に事前評価し実行する予定でありますが、投融資先の事業

の状況等が当社の業績に与える影響を確実に予測することは困難であり、投融資額を回収できず、当社グループの財

政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 
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（5）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、当連結会計年度において第三者割当による新株式16,684千株（発行価額の総額500,520千円）の

発行を行った結果、平成25年９月期第１四半期から発生しておりました債務超過は解消されましたが、継続的に営

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、当連結会計年度においても営業損失174,290千円及

び営業キャッシュ・フローのマイナス208,497千円を計上しております。 

 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。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、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。 
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２．企業集団の状況 

 当社グループは、当連結会計年度において、マナチュラ事業を行っていたマナ・イニシアチヴ㈱の当社保有全株式

を売却しております。また、電子証明書付きメール「Syoumail」の販売を行っていたSyoumail㈱に関しましては、平

成26年７月30日付で社名を㈱アジェットクリエイティブに変更し、新規事業として、小規模分譲型ソーラー（出力

50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及び設置工事の請負事業を開始しております。これらに伴い、

当社グループは、事業持株会社である当社（㈱アジェット）及び連結子会社２社にて構成されております。 

 なお、平成26年３月25日開催の臨時株主総会の決議により、平成26年４月１日から会社名を㈱ＹＡＭＡＴＯから㈱

アジェットに変更しております。 

 また、当社グループの事業の報告セグメントについては、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事業を行うデザートラボ事業、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機

器販売及び設置工事の請負事業、その他の事業の３つのセグメントとしております。 

 なお、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は「セグメント情報等」に記載のとお

りであります。 

 

 当社グループの事業内容及び事業に係る位置づけ並びに事業の報告セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

【当社及び子会社一覧】 

事業区分 主要な事業内容 会社名 

デザートラボ事業 
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 
㈱デザート・ラボ 

太陽光事業 

小規模分譲型ソーラー（出力50kW

未満の太陽光発電システム）に関

する設備機器販売及び設置工事の

請負事業 

㈱アジェットクリエイティブ 

（注）１ 

その他 グループ経営管理、経営戦略立案 ㈱アジェット（注）２ 

（注）１． 連結子会社であるSyoumail㈱は、平成26年７月30日付で社名を㈱アジェットクリエイティブに変更し、

新規事業として、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及

び設置工事の請負事業を開始しております。 

   ２． 平成26年３月25日開催の臨時株主総会の決議により、平成26年４月１日から会社名を㈱ＹＡＭＡＴＯか

ら㈱アジェットに変更しております 

 

【事業系統図】 

 当社グループの事業系統図は次のとおりであります。 
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 （※） 連結子会社であるSyoumail㈱は、平成26年７月30日付で社名を㈱アジェットクリエイティブに変更し、新

規事業として、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及び設

置工事の請負事業を開始しております。 
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

当社グループでは、「ベンチャー企業とは、未来をイメージし、事業を通じて独自の新価値を創造することを社会

的な役割として担い、また、そのことを最優先目的とした企業である。」との考えのもと、社員の自発的な技術開発

や事業開発に対して、会社がその事業化を支援することで独自の新価値を創造する「プロジェクト・ドライブ制度」

（以下「ＰＤ制度」という。）を採用し、長年経営の基本方針としてまいりました。 

当社グループは、このＰＤ制度の考え方を継承しつつ、よりダイナミックで純粋な事業開発を行っていくことを目

的として、平成18年10月１日付で純粋持株会社体制へ移行し、常に純粋な組織運営を行い、社会に新しい価値を提供

し続ける「新価値創造企業」となることを経営の基本方針とし、持株会社が事業会社の経営支援を積極的に行い、事

業会社は各事業に専念できる体制をつくることで、グループ全体の機動力を高め、企業価値向上に努めてまいりまし

た。しかしながらいまだに営業利益の黒字化には至っていないことについて反省するとともに「社会的役割を果たし

ている企業は、自然に収益バランスがとれる筈」と考え、社会的役割を機軸とした考え方を基に、サスティナブルな

社会の実現を目指し、①チャンスを与え、個性をはぐくむこと「社員だけでなくすべての人に機会の平等を与える」

②サスティナブルな社会の実現「経済中心の考え方から、社会的役割を基軸にした考え方に」③アジェットは開かれ

た組織「多くの人が集う、開かれた組織構造を」を当社グループの経営理念といたしました。上記経営理念のもと、

激しく変化する経営環境を的確に捉え、経営資源を最大限に有効活用することによって、企業価値の向上の実現を目

指してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループでは、既存事業の拡大や新規事業等による新たな収益基盤の確保に努めることで、早期の経常黒字転

換を目指しております。 

なお、中長期的な方針といたしましては、社会的存在価値（＝企業価値）を最大とするため、現在活動している事

業により獲得した利益を連結子会社で展開する飲食業のブランドイメージの創造、直営店舗の出店、ＦＣ加盟店の獲

得や、新規事業開発等に積極的に投資することを基本としております。したがって、投資活動によって全社的な経営

指標は変化することから、現時点におきましては目標とする指標は設定しておりません。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

激しく変化する経営環境を的確に捉え、経営資源を最大限に有効活用するすることによって、既存事業及び新規事

業等を積極的に展開し、グループ一丸となって企業価値の向上の実現を目指してまいります。 

 

これら方針に基づく事業別の戦略的展開は以下のとおりであります。 

 

デザートラボ事業 

 デザートラボ事業においては、直営店の販売力向上による収益基盤の確立とともに、「神戸デザートファクト

リー」及び「ソフトクリームパーク」の商標の周知を図ることによるＦＣ加盟店の獲得を目指してまいります。 

太陽光事業 

 太陽光事業においては、営業体制を強化し、設備機器販売を行っていくと共に今後は、建設業許可が下りた後、太

陽光発電所設置工事の受注を行って行くことを予定しております。 

 この太陽光事業によって、安定した収益を確保することが可能と考えておりますが、当社グループの経費を賄うに

は至らない可能性があります。そのため、早期の経常黒字転換のためには、更なる新規事業等への進出が必須である

と考えております。そのため、リスク及びリターンを厳密に事前評価しつつ、積極的に更なる新規事業等への進出を

検討してまいります。 

 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、当連結会計年度において第三者割当による新株式16,684千株（発行価額の総額500,520千円）の

発行を行った結果、平成25年９月期第１四半期から発生しておりました債務超過は解消されましたが、継続的に営業

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、当連結会計年度においても営業損失174,290千円及び

営業キャッシュ・フローのマイナス208,497千円を計上しております。 

 これにより、当社グループは収益基盤の確立とともに、財務体質の強化を図ることが最大の課題と考えております。 

 収益基盤の確立に関しましては、「１．経営成績・財務状態に関する分析 （５）継続企業の前提に関する重要事

象等 ① 収益基盤の確立」に記載しております。 

 財務体質の強化に関しましては、「１．経営成績・財務状態に関する分析 （５）継続企業の前提に関する重要事

象等 ③ 財務体質の強化と安定」に記載しております。 

 また、上記施策を着実に実行するためには、優秀な人材の確保が必要であると考えております。 
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４．連結財務諸表 

（１）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) 

当連結会計年度 

(平成26年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,540 188,424 

受取手形及び売掛金 21,151 38,604 

商品及び製品 37,858 - 

原材料及び貯蔵品 1,169 313 

前渡金 6,665 24,351 

短期貸付金 16,151 - 

未収入金 9,028 12,482 

立替金 8,021 322 

その他 4,522 3,815 

貸倒引当金 △25,799 △5,130 

流動資産合計 81,311 263,183 

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,433 - 

減価償却累計額 △2,320 - 

建物（純額） 1,112 - 

機械装置及び運搬具 10,517 - 

減価償却累計額 △2,526 - 

機械装置及び運搬具（純額） 7,990 - 

その他 7,434 - 

減価償却累計額 △3,840 - 

その他（純額） 3,593 - 

有形固定資産合計 12,697 - 

無形固定資産   

ソフトウエア 274 67 

のれん 23,751 - 

無形固定資産合計 24,026 67 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,235 5,820 

長期貸付金 380 - 

破産更生債権等 15,400 137,086 

長期未収入金 37,178 - 

保険積立金 11,109 - 

差入保証金 13,677 6,000 

その他 1,908 6,240 

貸倒引当金 △54,292 △138,886 

投資その他の資産合計 31,598 16,261 

固定資産合計 68,322 16,329 

繰延資産   

開業費 217 - 

繰延資産合計 217 - 

資産合計 149,851 279,512 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年９月30日) 

当連結会計年度 

(平成26年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,088 28,909 

短期社債 100,000 - 

短期借入金 76,227 98,449 

1年内返済予定の長期借入金 3,058 - 

仮受金 3,741 - 

未払金 20,263 11,972 

未払法人税等 7,681 3,547 

返品調整引当金 4,044 - 

その他 9,517 15,275 

流動負債合計 230,622 158,154 

固定負債   

新株予約権付社債 40,000 - 

長期借入金 19,158 - 

繰延税金負債 147 - 

持分法適用に伴う負債 6,418 4,813 

固定負債合計 65,723 4,813 

負債合計 296,346 162,968 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,508,839 1,759,099 

資本剰余金 439,696 689,956 

利益剰余金 △2,096,549 △2,339,402 

自己株式 △108 △108 

株主資本合計 △148,122 109,544 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 267 - 

その他の包括利益累計額合計 267 - 

新株予約権 1,360 7,000 

純資産合計 △146,495 116,544 

負債純資産合計 149,851 279,512 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年10月１日 

 至 平成26年９月30日) 

売上高 124,228 113,412 

売上原価 73,589 78,684 

売上総利益 50,638 34,727 

販売費及び一般管理費 260,280 209,017 

営業損失（△） △209,641 △174,290 

営業外収益   

受取利息 495 72 

受取配当金 259 259 

持分法による投資利益 - 1,604 

違約金収入 - 4,000 

貸倒引当金戻入額 800 - 

その他 1,233 1,021 

営業外収益合計 2,789 6,958 

営業外費用   

支払利息 3,472 20,974 

社債利息 3,467 3,473 

持分法による投資損失 6,119 - 

貸倒引当金繰入額 3,232 80,717 

その他 2,273 1,191 

営業外費用合計 18,564 106,357 

経常損失（△） △225,417 △273,689 

特別利益   

子会社株式売却益 - 58,078 

事業譲渡益 11,833 - 

事業税還付金 9,324 - 

その他 555 1,360 

特別利益合計 21,712 59,438 

特別損失   

減損損失 - 26,705 

有形固定資産除却損 11 17 

特別損失合計 11 26,723 

税金等調整前当期純損失（△） △203,715 △240,973 

法人税、住民税及び事業税 3,590 1,879 

法人税等合計 3,590 1,879 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △207,306 △242,852 

当期純損失（△） △207,306 △242,852 
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（連結包括利益計算書） 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年10月１日 

 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △207,306 △242,852 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 267 △267 

その他の包括利益合計 267 △267 

包括利益 △207,038 △243,120 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △207,038 △243,120 

少数株主に係る包括利益 － - 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) 

    (単位：千円) 

 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 

当期首残高 1,489,639 420,496 △1,889,243 △108 20,783 

当期変動額      

当期純損失（△）   △207,306  △207,306 

新株の発行 19,200 19,200   38,400 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 19,200 19,200 △207,306 － △168,906 

当期末残高 1,508,839 439,696 △2,096,549 △108 △148,122 

 

     

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 
 その他有価証券評価差額金 

その他の包括利益累計額

合計 

当期首残高 － － 1,360 22,143 

当期変動額     

当期純損失（△）    △207,306 

新株の発行    38,400 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
267 267 － 267 

当期変動額合計 267 267 － △168,638 

当期末残高 267 267 1,360 △146,495 
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当連結会計年度（自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) 

    (単位：千円) 

 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 

当期首残高 1,508,839 439,696 △2,096,549 △108 △148,122 

当期変動額      

当期純損失（△）   △242,852  △242,852 

新株の発行 250,260 250,260   500,520 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 250,260 250,260 △242,852 － 257,667 

当期末残高 1,759,099 689,956 △2,339,402 △108 109,544 

 

     

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 
 その他有価証券評価差額金 

その他の包括利益累計額

合計 

当期首残高 267 267 1,360 △146,495 

当期変動額     

当期純損失（△）    △242,852 

新株の発行    500,520 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△267 △267 5,640 5,372 

当期変動額合計 △267 △267 5,640 263,039 

当期末残高 - - 7,000 116,544 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年10月１日 

 至 平成26年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △203,715 △240,973 

減価償却費 2,495 4,835 

のれん償却額 2,159 5,182 

減損損失 - 26,705 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,537 80,763 

返品調整引当金の増減額（△は減少） 4,044 - 

受取利息及び受取配当金 △755 △331 

支払利息 6,939 24,448 

子会社株式売却損益（△は益） - △58,078 

新株予約権戻入益 - △1,360 

事業譲渡損益（△は益） △11,833 - 

売上債権の増減額（△は増加） 22,792 △34,040 

仕入債務の増減額（△は減少） △41,178 26,937 

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,484 845 

未収入金の増減額（△は増加） 59,521 △3,485 

未払金の増減額（△は減少） △816 △6,370 

持分法による投資損益（△は益） 6,119 △1,604 

有形固定資産除却損 11 17 

その他 △30,859 △26,518 

小計 △194,024 △203,027 

利息及び配当金の受取額 275 208 

利息の支払額 △2,146 △2,813 

法人税等の支払額 △1,692 △2,865 

営業活動によるキャッシュ・フロー △197,588 △208,497 

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 △3,829 △402 

無形固定資産の取得による支出 △110 - 

差入保証金の差入による支出 △9,256 - 

差入保証金の回収による収入 - 1,726 

保険積立金の払戻による収入 - 1,264 

投資有価証券の売却による収入 2,880 - 

子会社株式の取得による支出 - △91,000 

事業譲渡による収入 20,000 - 

事業譲受による支出 △38,095 - 

貸付金の回収による収入 275 - 

短期貸付金の増減額（△は増加） - △30,063 

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 △534 705 

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,670 △118,586 
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  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年10月１日 

 至 平成26年９月30日) 

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） 66,401 245,967 

株式の発行による収入 - 300,000 

長期借入金の返済による支出 △3,614 - 

社債の発行による収入 100,000 - 

新株予約権付社債の発行による収入 40,000 - 

新株予約権付社債の償還による支出 - △40,000 

新株予約権の発行による収入 - 7,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 202,787 512,967 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,470 185,883 

現金及び現金同等物の期首残高 26,011 2,540 

現金及び現金同等物の期末残高 2,540 188,424 
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（５）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） 

 当社グループは、当連結会計年度において第三者割当による新株式16,684千株（発行価額の総額500,520千円）の

発行を行った結果、平成25年９月期第１四半期から発生しておりました債務超過は解消されましたが、継続的に営

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、当連結会計年度においても営業損失174,290千円及

び営業キャッシュ・フローのマイナス208,497千円を計上しております。 

 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。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、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、

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、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。 
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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結子会社の数 

 ２社 

 ㈱デザート・ラボ 

 ㈱アジェットクリエイティブ（注） 

 なお、平成25年11月14日付でマナ・イニシアチヴ㈱の当社が保有する全株式を売却したため、連結の

範囲から除いております。 

（注）Syoumail㈱は、平成26年７月30日付で㈱アジェットクリエイティブに商号変更しました。 

（２）非連結子会社 

九頭龍企画㈱ 

 連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

２．連結子会社の事業年度等に関する事項 

     すべての連結子会社の事業年度末日は、連結決算日と一致しております。 

３．持分法の適用に関する事項 

（１）持分法適用関連会社の数 

  １社 

  イーディーコントライブ㈱ 

（２）持分法を適用しない非連結子会社 

九頭龍企画㈱ 

 持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等から見て、持分法の対象から除いても連結財務諸表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の範囲から除外しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末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 

商品・原材料 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を

採用しております。 
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(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（リース資産を除く） 

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          10～15年 

 機械装置及び運搬具   7～ 8年 

工具、器具及び備品   4～15年 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

  自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間(最長５年)に基づく定額法によっております。 

(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。 

(4) のれんの償却方法及び期間 

 のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。 

(5）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。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

①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。 

なお、資産に係る控除対象外消費税額等のうち、税法に定める繰延消費税額等は前払消費税に計上のう

え、５年間で均等償却しております。 

②連結納税制度 

当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。 

（表示方法の変更） 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において「流動資産」の「その他」に含めて表示していた「前渡金」は、資産の合計額の100分

の５を超えたため、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸

表の組替を行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた11,188千円は、

「前渡金」6,665千円、「その他」4,522千円として組み替えております。 



－ 20 － 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社グループは、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービス

について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、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事業を行う「デザートラボ事業」及び小規模分

譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及び設置工事の請負事業を行

う「太陽光事業」が報告セグメントとなります。 

 「マナチュラ事業」に分類しておりましたマナ・イニシアチヴ㈱は、平成25年11月14日付での株式の売

却により、連結除外となったことにより、当該事業がなくなったため報告セグメントを削除しております。

また、Syoumail㈱は、平成26年７月30日付で社名を㈱アジェットクリエイティブに変更し、新規事業とし

て、小規模分譲型ソーラー（出力50kW未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及び設置工事の

請負事業を開始したことにより、新たに「太陽光事業」として開示しております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日） 

       （単位：千円） 

 報告セグメント 
その他 

（注１） 
合計 調整額 

連結財務諸

表計上額

（注２）  
マナチュラ

事業 

デザートラ

ボ事業 
その他事業 計 

売上高         

外部顧客への

売上高 
22,056 102,172 － 124,228 － 124,228 － 124,228 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

228 － － 228 － 228 △228 － 

計 22,284 102,172 － 124,457 － 124,457 △228 124,228 

セグメント利益

又は損失（△） 
△52,472 1,641 △1,944 △52,775 △156,866 △209,641 － △209,641 

セグメント資産 80,653 80,264 259 161,177 66,502 227,679 △77,828 149,851 

その他の項目         

減価償却費 67 2,395 － 2,462 291 2,754 △65 2,689 

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

－ 40,912 － 40,912 110 41,022 － 41,022 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、グループ会社の事業活動の

支援・管理を含んでおります。 

   ２ セグメント資産の調整額△77,828千円は、セグメント間取引消去が含まれております。 

   ３ セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 



－ 22 － 

当連結会計年度（自 平成25年10月１日 至 平成26年９月30日） 

     （単位：千円） 

 報告セグメント 
その他 

（注１） 
合計 調整額 

連結財務諸

表計上額

（注２）  
デザートラ

ボ事業 
太陽光事業 計 

売上高        

外部顧客への

売上高 
47,028 66,384 113,412 - 113,412 - 113,412 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

- - - - - - - 

計 47,028 66,384 113,412 - 113,412 - 113,412 

セグメント利益

又は損失（△） 
△62,651 6,205 △56,446 △117,843 △174,290 - △174,290 

セグメント資産 24,091 77,527 101,619 239,752 341,372 △61,859 279,512 

その他の項目        

減価償却費 4,713 - 4,713 122 4,835 - 4,835 

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

243 - 243 159 402 - 402 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、グループ会社の事業活動の

支援・管理を含んでおります。 

   ２ セグメント資産の調整額△61,859千円は、セグメント間取引消去が含まれております。 

   ３ セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業損失と一致しております。 
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【関連情報】 

前連結会計年度（自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

(2）有形固定資産 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

㈱りく・マネジメント・パートナーズ 67,802千円 デザートラボ事業 

 

当連結会計年度（自  平成25年10月１日  至  平成26年９月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

(2）有形固定資産 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

柴田商事㈱ 24,000千円 太陽光事業 

㈱メイキット 33,534千円 太陽光事業 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度（自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自  平成25年10月１日  至  平成26年９月30日） 

    （単位：千円） 

 報告セグメント 

その他 合計 
 

デザートラボ事

業 
太陽光事業 計 

減損損失 26,705 － 26,705 － 26,705 

 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

   前連結会計年度（自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日） 

     （単位：千円） 

 報告セグメント 

その他 合計 
 マナチュラ事業 

デザートラボ事

業 
太陽光事業 計 

当期償却額 2,159 -  2,159 - 2,159 

当期末残高 23,751 -  23,751 - 23,751 

 

   当連結会計年度（自  平成25年10月１日  至  平成26年９月30日） 

    （単位：千円） 

 報告セグメント 

その他 合計 
 

デザートラボ事

業 
太陽光事業 計 

当期償却額 23,751 - 23,751 - 23,751 

当期末残高 - - - - - 

（※）デザートラボ事業における当期償却額のうち、18,569千円は減損損失であります。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前連結会計年度（自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自  平成25年10月１日  至  平成26年９月30日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成24年10月１日 

至 平成25年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年10月１日 

至 平成26年９月30日） 
 

１株当たり純資産額  △4円56銭 

１株当たり当期純損失金額  6円80銭 
 

 

１株当たり純資産額 2円23銭 

１株当たり当期純損失金額 7円48銭 
 

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。 

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．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っております。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株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失金額を算定し

ております。 

   ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成24年10月１日 

至 平成25年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年10月１日 

至 平成26年９月30日） 

純資産の部の合計額（千円） △146,495 116,544 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 1,360 7,000 

 （うち新株予約権） (1,360) (7,000) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） △147,855 109,544 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
32,440,300 49,124,300 

   ３．１株当たり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。 

 

前連結会計年度 

（自 平成24年10月１日 

至 平成25年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年10月１日 

至 平成26年９月30日） 

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） 207,306 242,852 

普通株主に帰属しない金額（千円） - - 

普通株式に係る当期純損失（千円） 207,306 242,852 

期中平均株式数（株）                  30,476,464.38 32,486,009.59 

（重要な後発事象） 

（新株予約権の行使による増資） 

平成26年10月１日から平成26年10月31日までに第７回新株予約権53,000個について権利行使がありました。当該新

株予約権の権利行使の概要は次のとおりであります。 

  ① 発行した株式の種類及び株式数      普通株式 5,300,000株 

  ② 増加した資本金                   82,150千円 

  ③ 増加した資本準備金                 82,150千円 

これにより、平成26年10月31日現在の普通株式の発行済株式数は54,424,600株、資本金1,841,249千円、資本準備

金772,106千円となりました。 



－ 26 － 

５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成25年９月30日) 

当事業年度 

(平成26年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,432 167,678 

売掛金 2,630 - 

貯蔵品 1 - 

前払費用 1,502 1,348 

未収利息 960 - 

短期貸付金 16,000 146,814 

未収入金 5,156 2,418 

立替金 81,072 567 

その他 320 1,068 

貸倒引当金 △96,198 △90,471 

流動資産合計 12,877 229,423 

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,393 - 

減価償却累計額 △1,393 - 

建物（純額） - - 

車両運搬具 1,250 - 

減価償却累計額 △1,250 - 

車両運搬具（純額） - - 

工具、器具及び備品 2,865 - 

減価償却累計額 △2,818 - 

工具、器具及び備品（純額） 46 - 

有形固定資産合計 46 - 

無形固定資産   

ソフトウエア 89 67 

無形固定資産合計 89 67 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,235 5,820 

関係会社株式 5,000 - 

出資金 500 - 

長期預金 700 700 

破産更生債権等 - 135,268 

長期前払消費税等 - 3,740 

差入保証金 4,421 - 

入会金 - 1,800 

保険積立金 11,109 - 

長期未収入金 37,021 - 

貸倒引当金 △38,821 △137,068 

投資その他の資産合計 26,166 10,261 

固定資産合計 26,302 10,329 

資産合計 39,180 239,752 
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  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成25年９月30日) 

当事業年度 

(平成26年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 70,227 98,449 

短期社債 100,000 - 

未払金 14,822 9,916 

未払法人税等 6,451 3,098 

未払利息 4,215 10,989 

預り金 2,426 1,342 

仮受金 3,639 - 

流動負債合計 201,783 123,796 

固定負債   

繰延税金負債 147 - 

固定負債合計 147 - 

負債合計 201,931 123,796 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,508,839 1,759,099 

資本剰余金   

資本準備金 439,696 689,956 

資本剰余金合計 439,696 689,956 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,112,805 △2,339,990 

利益剰余金合計 △2,112,805 △2,339,990 

自己株式 △108 △108 

株主資本合計 △164,378 108,956 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 267 - 

評価・換算差額等合計 267 - 

新株予約権 1,360 7,000 

純資産合計 △162,750 115,956 

負債純資産合計 39,180 239,752 
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（２）損益計算書 

  (単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成25年10月１日 

 至 平成26年９月30日) 

売上高   

売上高 17,400 0 

売上原価   

当期商品仕入高 14,500 - 

売上原価 14,500 - 

売上総利益 2,900 0 

販売費及び一般管理費 156,866 117,843 

営業損失（△） △153,966 △117,843 

営業外収益   

受取利息 480 63 

受取配当金 259 259 

貸倒引当金戻入額 800 - 

その他 923 976 

営業外収益合計 2,463 1,299 

営業外費用   

支払利息 3,013 20,928 

社債利息 2,732 1,463 

手形売却損 51 - 

貸倒引当金繰入額 74,999 92,520 

その他 1,486 974 

営業外費用合計 82,283 115,885 

経常損失（△） △233,785 △232,430 

特別利益   

子会社株式売却益 - 9,001 

新株予約権戻入益 - 1,360 

事業税還付金 9,324 - 

その他 555 - 

特別利益合計 9,879 10,361 

特別損失   

固定資産除却損 - 17 

関係会社株式評価損 56,709 4,999 

特別損失合計 56,709 5,017 

税引前当期純損失（△） △280,616 △227,086 

法人税、住民税及び事業税 2,360 99 

法人税等合計 2,360 99 

当期純損失（△） △282,976 △227,185 
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（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) 

    (単位：千円) 

 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  
資本準備金 

その他利益剰余金 

 繰越利益剰余金 

当期首残高 1,489,639 420,496 △1,829,828 △108 80,198 

当期変動額      

当期純損失（△）   △282,976  △282,976 

新株の発行 19,200 19,200   38,400 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 19,200 19,200 △282,976 － △244,576 

当期末残高 1,508,839 439,696 △2,112,805 △108 △164,378 

 

     

 評価・換算差額等 
新株予約権 純資産合計 

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

当期首残高 － － 1,360 81,558 

当期変動額     

当期純損失（△）    △282,976 

新株の発行    38,400 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
267 267 － 267 

当期変動額合計 267 267 － △244,309 

当期末残高 267 267 1,360 △162,750 
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当事業年度（自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) 

    (単位：千円) 

 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  
資本準備金 

その他利益剰余金 

 繰越利益剰余金 

当期首残高 1,508,839 439,696 △2,112,805 △108 △164,378 

当期変動額      

当期純損失（△）   △227,185  △227,185 

新株の発行 250,260 250,260   500,520 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 250,260 250,260 △227,185 － 273,334 

当期末残高 1,759,099 689,956 △2,339,990 △108 108,956 

 

     

 評価・換算差額等 
新株予約権 純資産合計 

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

当期首残高 267 267 1,360 △162,750 

当期変動額     

当期純損失（△）    △227,185 

新株の発行    500,520 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△267 △267 5,640 5,372 

当期変動額合計 △267 △267 5,640 278,707 

当期末残高 - - 7,000 115,956 



－ 31 － 

６．その他 

  役員の異動 

  該当事項はありません。 


