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1.  平成25年9月期第1四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成24年12月31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 ％

25年9月期第1四半期 3 △98.9 △55 ― △62 ― △42 ―
24年9月期第1四半期 313 △45.2 △34 ― △49 ― △50 ―

（注）包括利益 25年9月期第1四半期 △42百万円 （―％） 24年9月期第1四半期 △50百万円 （―％）

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

25年9月期第1四半期 △144.51 ―
24年9月期第1四半期 △261.48 ―

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

25年9月期第1四半期 121 △20 △17.6 △73.43
24年9月期 199 22 10.4 71.08
（参考） 自己資本   25年9月期第1四半期  △21百万円 24年9月期  20百万円

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

24年9月期 ― ― ― ― ―
25年9月期 ―
25年9月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25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) 140 △74.9 △35 ― △23 ― △25 ― △87.00
通期 549 △41.9 △28 ― 9 ― 5 ― 18.00



(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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年9月期1Q 292,406 株 24年9月期 292,406 株
② 期末自己株式数 25年9月期1Q 3 株 24年9月期 3 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期1Q 292,403 株 24年9月期1Q 192,406 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四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や12月の政権交代における経済

政策の期待感による円安基調など、緩やかな景気回復基調が見られたものの、欧米における景気後退懸念、中国を

はじめとする新興国の経済成長の減速、国内雇用不安などにより、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、当社グループの既存事業は知識融合型事業のMANAペレット等販売事業のみとなっているこ

とから、収益基盤の再構築を早期に実現することが重要と考え、既存事業の収益力強化を図るとともに、新規事業

及び外部との資本業務提携等による新たな収益の確保を実現するため、MANAペレット等販売事業においては、代理

店を中心とした販路拡大、新規事業においては電子契約サービス事業の早期立ち上げを進めてまいりました。しか

し、既存事業である知識融合型事業のMANAペレット等販売事業においては、販売予想を大きく下回り、また、新規

事業である電子契約サービス事業も立ち上げの進捗が著しく遅れてしまっております。 

 以上の結果、売上高は3百万円（前年同期比98.9％減）、営業損失55百万円（前年同期営業損失34百万円）、経

常損失62百万円（前年同期経常損失49百万円）、四半期純損失42百万円（前年同期四半期純損失50百万円）となり

ました。 

 なお、前年同期連結子会社であったイーディーコントライブ株式会社とFUJIパワーテック株式会社は、株式の売

却等により、前第４四半期連結会計期間よりイーディーコントライブ株式会社は持分法適用関連会社、FUJIパワー

テック株式会社は連結除外となっております。 

 また、前年同期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、株式の売却により、前第３四半

期連結会計期間より持分法適用関連会社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１四半期連結会計期間末における総資産は121百万円となり、前連結会計年度末に比べ78百万円減少してお

ります。これは主に、未収入金の減少等によるものであります。 

 負債合計は141百万円となり、前連結会計年度末に比べ35百万円減少しております。これは主に、支払手形及び

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、△20百万円となり、前連結会計年度末に比べ42百万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）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年９月期の連結業績予想につきましては、平成24年11月16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、前年同期連結子会社であったイーディーコントライブ株式会社とFUJIパワーテック株式会社は、株式の売

却等により、前第４四半期連結会計期間よりイーディーコントライブ株式会社は持分法適用関連会社、FUJIパワー

テック株式会社は連結除外となっております。 

 また、前年同期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、株式の売却により、前第３四半

期連結会計期間より持分法適用関連会社から除外しております。  

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

 当社グループは、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年10月１日以後に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第１四半期累計期間の損益に与える影響はありません。   

   

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、前連結会計年度において子会社株式の譲渡による231,092千円の特別利益等を計上した結果、平

成23年９月期第３四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、当第１四半期連結累計期間におい

て、42,255千円の四半期純損失を計上した結果、20,111千円の債務超過となっております。 また継続的に営業損失

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55,172千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。 

 四半期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 収益基盤の確立と強化 

 既存事業である知識融合型事業のMANAペレット等販売事業において、代理店と中心とした販路拡大を図るとと

もに、平成24年12月に発売を開始した「mana-tura：SPORTS」による新たなる販路の開拓に注力してまいりま

す。 

 また、平成25年１月29日に設立いたしましたSyoumail株式会社（ショウメイル株式会社）における電子証明書

付きメール「Syoumail」の販売に関しては、代理店の開拓を中心に、販売に注力してまいります。 

 これらにより、収益基盤の確立と強化を図ってまいります。 

 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。特に当社の更なる経費の見直しを中心にコストの大幅な削減を図ってまいります。 

 ③ 財務体質の強化と安定  

 金融機関からの融資による資金調達を引き続き模索するとともに、投資家等と資金調達の協議を行い財務基盤

の構築を進めてまいります。 

 ④ 管理会計の体制強化 

 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。また、管理会計の強化と共に予算管理

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。 

   

   

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24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,011 36,159

受取手形及び売掛金 43,944 22,918

商品及び製品 28,913 27,546

原材料及び貯蔵品 493 484

短期貸付金 20,822 20,777

未収入金 63,732 5,006

その他 7,933 11,217

貸倒引当金 △26,517 △27,656

流動資産合計 165,333 96,454

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,528 1,528

減価償却累計額 △1,492 △1,494

建物（純額） 36 34

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） － －

その他 6,894 3,374

減価償却累計額 △6,526 △3,248

その他（純額） 368 126

有形固定資産合計 404 160

無形固定資産   

ソフトウエア 555 222

無形固定資産合計 555 222

投資その他の資産   

投資有価証券 8,145 8,145

関係会社株式 7,723 －

破産更生債権等 15,336 15,336

差入保証金 5,439 5,439

長期未収入金 40,043 39,037

保険積立金 11,109 11,109

その他 2,047 2,001

貸倒引当金 △56,251 △56,151

投資その他の資産合計 33,594 24,918

固定資産合計 34,554 25,302

資産合計 199,888 121,756
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 47,267 15,786

短期借入金 48,225 58,275

1年内返済予定の長期借入金 3,336 3,336

仮受金 28,240 3,181

未払金 22,390 28,938

未払法人税等 1,775 262

その他 4,015 2,806

流動負債合計 155,251 112,586

固定負債   

長期借入金 22,494 21,660

持分法適用に伴う負債 － 7,621

固定負債合計 22,494 29,281

負債合計 177,745 141,868

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,489,639 1,489,639

資本剰余金 420,496 420,496

利益剰余金 △1,889,243 △1,931,498

自己株式 △108 △108

株主資本合計 20,783 △21,471

新株予約権 1,360 1,360

純資産合計 22,143 △20,111

負債純資産合計 199,888 121,756
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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23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 313,236 3,597

売上原価 214,039 1,260

売上総利益 99,196 2,337

販売費及び一般管理費 133,740 57,509

営業損失（△） △34,543 △55,172

営業外収益   

受取利息 1 121

貸倒引当金戻入額 － 100

雑収入 15 359

営業外収益合計 17 581

営業外費用   

支払利息 10,387 273

持分法による投資損失 3,729 7,322

新株発行費償却 321 －

その他 176 83

営業外費用合計 14,614 7,679

経常損失（△） △49,140 △62,271

特別利益   

事業譲渡益 － 11,833

事業税還付金 － 8,743

特別利益合計 － 20,577

特別損失   

固定資産除却損 12 11

特別損失合計 12 11

税金等調整前四半期純損失（△） △49,153 △41,705

法人税、住民税及び事業税 1,155 550

法人税等合計 1,155 550

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △50,308 △42,255

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △50,308 △42,255
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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23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △50,308 △42,255

四半期包括利益 △50,308 △42,255

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △50,308 △42,255

少数株主に係る四半期包括利益 － －

㈱ＹＡＭＡＴＯ（7853）　平成25年9月期　第1四半期決算短信

－　7　－



 当社グループは、前連結会計年度において子会社株式の譲渡による231,092千円の特別利益等を計上した結果、平

成23年９月期第３四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、当第１四半期連結累計期間におい

て、42,255千円の四半期純損失を計上した結果、20,111千円の債務超過となっております。 また継続的に営業損失

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55,172千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。 

 四半期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 収益基盤の確立と強化 

 既存事業である知識融合型事業のMANAペレット等販売事業において、代理店と中心とした販路拡大を図るとと

もに、平成24年12月に発売を開始した「mana-tura：SPORTS」による新たなる販路の開拓に注力してまいりま

す。 

 また、平成25年１月29日に設立いたしましたSyoumail株式会社（ショウメイル株式会社）における電子証明書

付きメール「Syoumail」の販売に関しては、代理店の開拓を中心に、販売に注力してまいります。 

 これらにより、収益基盤の確立と強化を図ってまいります。 

 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。特に当社の更なる経費の見直しを中心にコストの大幅な削減を図ってまいります。 

 ③ 財務体質の強化と安定  

 金融機関からの融資による資金調達を引き続き模索するとともに、投資家等と資金調達の協議を行い財務基盤

の構築を進めてまいります。 

 ④ 管理会計の体制強化 

 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。また、管理会計の強化と共に予算管理

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。 

   

   

（重要な子会社の設立） 

 当社は、平成25年１月24日開催の取締役会において、次のとおり連結子会社を設立することを決議し、平成25年

１月29日に設立いたしました。 

 １．子会社設立の目的 

 当社は、経営基盤強化の為に新たな事業領域の拡大と収益力の向上を目的として、電子証明書付きのメー

ルシステムを販売する子会社を設立いたしました。 

 ２．子会社の概要 

 （１）会社名     Syoumail株式会社 

 （２）所在地     東京都新宿区新宿六丁目24番20号 

 （３）代表者     代表取締役社長  小椋 量友紀 

 （４）事業内容    電子証明書付きメール「Syoumail」の販売 

 （５）設立日     平成25年１月29日 

 （６）決算期     ９月 

 （７）資本金     2,000,000円 

 （８）資本構成    株式会社YAMATO 100％  

   

   

（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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