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1.  平成25年9月期第2四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年3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2四半期 17 △96.9 △98 ― △106 ― △86 ―
24年9月期第2四半期 560 △52.1 △66 ― △77 ― △79 ―

（注）包括利益 25年9月期第2四半期 △86百万円 （―％） 24年9月期第2四半期 △79百万円 （―％）

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2四半期 △296.51 ―
24年9月期第2四半期 △346.86 ―

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2四半期 93 △64 △70.5 △255.17
24年9月期 199 22 10.4 75.73
（参考） 自己資本   25年9月期第2四半期  △65百万円 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  
平成25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

24年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年9月期 ― 0.00
25年9月期（予想） ― 0.00 0.00

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、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 126 △86.7 △106 ― △97 ― △75 ― △248.46



(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  

（注）詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）等四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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、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 1社 （社名） SyouMail株式会社 、 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2Q 292,406 株 24年9月期 292,406 株
② 期末自己株式数 25年9月期2Q 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2Q 292,403 株 24年9月期2Q 229,561 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期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政権交代における経済政策の期待

感による円安基調、株価の回復などにより、緩やかの景気回復基調が見られたものの、欧州債務危機、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、知識融合型事業のMANAペレット等販売事業において、収益基盤の確立を目指し、代理店を

中心とした販路拡大に注力してまいりました。しかし、思うような販路拡大を図ることが出来ず、販売予想を大き

く下回る結果となってしまいました。また、当第２四半期連結累計期間において経営基盤強化の為に新たに事業領

域の拡大と収益力の向上を目的として設立したSyoumail株式会社における電子証明書付きメール「Syoumail」の販

売事業に関しましても、代理店獲得に注力してまいりましたが、思うような代理店獲得に至っていない状況になっ

ております。 

 以上の結果、売上高は17百万円（前年同期比96.9％減）、営業損失98百万円（前年同期営業損失66百万円）、経

常損失106百万円（前年同期経常損失77百万円）、四半期純損失86百万円（前年同期四半期純損失79百万円）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 

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93百万円となり、前連結会計年度末に比べ106百万円減少いたし

ました。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157百万円となり、前連結会計年度末に比べ19百万円減少しております。これは主に、社債の発行に

より短期社債の増加35百万円及び、支払手形及び買掛金の減少37百万円等によるものであります。 

 純資産合計につきましては、△64百万円となり、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、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18百万円減少し、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、83百万円（前年同期は112百万円の使用）とな

りました。これは主に、税金等調整前四半期純損失84百万円、仕入債務の減少額37百万円及び未収入金の減少額63

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、21百万円（前年同期は4百万円の使用）となり

ました。これは主に、投資有価証券の売却による収入2百万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、43百万円（前年同期は140百万円の獲得）とな

りました。これは主に、短期借入金の増加額10百万円及び社債の発行による収入35百万円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 

 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24年11月16日に公表いたしました平成25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25年５月13日公表の「平成25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 

  当第２四半期連結累計期間において、Syoumail株式会社を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

 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。 

   

   

 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２四半期連結累計期間におい

て、86,699千円の四半期純損失を計上した結果、64,481千円の債務超過となっております。 また継続的に営業損失

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98,693千円

及び営業キャッシュ・フローのマイナス83,351千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 

 マナ・イニシアチヴ株式会社におけるMANAペレット等販売事業及びSyoumail株式会社における電子証明書付きメ

ール配信サービス「Syoumail」の販売事業に関しては、引き続き、代理店を中心とした販路拡大に注力してまいり

ます。 

 また、平成25年４月30日に設立いたしました株式会社デザート・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」の事業を始め、新たな収益基盤を取り込むことを図ってまいります。 

 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。 

   

   

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24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,011 7,728

受取手形及び売掛金 43,944 23,596

商品及び製品 28,913 29,897

原材料及び貯蔵品 493 66

短期貸付金 20,822 16,294

未収入金 63,732 2,903

その他 7,933 11,958

貸倒引当金 △26,517 △22,707

流動資産合計 165,333 69,739

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 △1,496

建物（純額） 36 31

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 △3,269

その他（純額） 368 105

有形固定資産合計 404 137

無形固定資産   

ソフトウエア 555 315

無形固定資産合計 555 315

投資その他の資産   

投資有価証券 8,145 5,935

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 5,186

長期未収入金 40,043 37,178

保険積立金 11,109 11,109

その他 2,047 2,359

貸倒引当金 △56,251 △54,292

投資その他の資産合計 33,594 22,813

固定資産合計 34,554 23,266

繰延資産   

創立費 － 390

繰延資産合計 － 390

資産合計 199,888 93,396
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 47,267 9,613

短期社債 － 35,000

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

未払金 22,390 17,377

未払法人税等 1,775 2,808

その他 32,255 3,380

流動負債合計 155,251 129,790

固定負債   

長期借入金 22,494 20,826

繰延税金負債 － 40

持分法適用に伴う負債 － 7,220

固定負債合計 22,494 28,087

負債合計 177,745 157,877

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 △1,975,943

自己株式 △108 △108

株主資本合計 20,783 △65,915

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － 74

その他の包括利益累計額合計 － 74

新株予約権 1,360 1,360

純資産合計 22,143 △64,481

負債純資産合計 199,888 93,396
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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23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第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) 

売上高 560,917 17,584

売上原価 362,499 7,064

売上総利益 198,417 10,519

販売費及び一般管理費 265,149 109,212

営業損失（△） △66,731 △98,693

営業外収益   

受取利息 7 241

受取配当金 220 220

持分法による投資利益 4,485 －

貸倒引当金戻入額 － 800

雑収入 23 778

営業外収益合計 4,736 2,039

営業外費用   

支払利息 14,678 1,854

持分法による投資損失 － 6,921

その他 992 838

営業外費用合計 15,671 9,614

経常損失（△） △77,667 △106,267

特別利益   

事業譲渡益 － 11,833

事業税還付金 － 9,210

その他 － 555

特別利益合計 － 21,599

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（△） △77,680 △84,679

法人税、住民税及び事業税 1,944 2,019

法人税等合計 1,944 2,019

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △79,625 △86,699

四半期純損失（△） △79,625 △86,699
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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23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △79,625 △86,699

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 74

その他の包括利益合計 － 74

四半期包括利益 △79,625 △86,625

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △79,625 △86,625

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23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第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) 

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（△） △77,680 △84,679

減価償却費 17,348 527

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,651 △555

受取利息及び受取配当金 △227 △461

支払利息 14,678 1,854

事業譲渡損益（△は益） － △11,833

売上債権の増減額（△は増加） 81,150 20,347

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,926 △3,033

仕入債務の増減額（△は減少） △133,895 △37,653

持分法による投資損益（△は益） △4,485 6,921

未収入金の増減額（△は増加） 3,753 63,693

その他 12,586 △36,157

小計 △95,349 △81,029

利息及び配当金の受取額 227 221

利息の支払額 △13,926 △1,555

法人税等の支払額 △3,122 △987

営業活動によるキャッシュ・フロー △112,171 △83,351

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △600 －

有形固定資産の取得による支出 △966 －

無形固定資産の取得による支出 △3,028 △115

差入保証金の差入による支出 △205 △256

差入保証金の回収による収入 490 －

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 △300 △534

貸付金の回収による収入 217 123

その他 202 △411

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,190 21,686

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） 148,500 10,049

長期借入金の返済による支出 △8,595 △1,668

社債の発行による収入 － 35,000

新株予約権の発行による収入 1,360 －

その他 △371 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 140,893 43,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 24,531 △18,282

現金及び現金同等物の期首残高 28,958 26,011

現金及び現金同等物の四半期末残高 53,490 7,728
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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２四半期連結累計期間におい

て、86,699千円の四半期純損失を計上した結果、64,481千円の債務超過となっております。 また継続的に営業損失

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98,693千円

及び営業キャッシュ・フローのマイナス83,351千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 

 マナ・イニシアチヴ株式会社におけるMANAペレット等販売事業及びSyoumail株式会社における電子証明書付きメ

ール配信サービス「Syoumail」の販売事業に関しては、引き続き、代理店を中心とした販路拡大に注力してまいり

ます。 

 また、平成25年４月30日に設立いたしました株式会社デーザート・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」の事業を始め、新たな収益基盤を取り込むことを図ってまいります。 

 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。   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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（第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行） 

 平成25年４月19日開催の取締役会において、第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行

を決議し、平成25年５月13日に実行いたしました。 

 ① 発行した株式の種類及び数         普通株式  32,000株 

 ② 発行した株式の発行価額          １株につき1,200円 

 ③ 発行価額の総額              38,400千円             

 ④ 発行価額のうち資本金へ組入れる額     １株につき600円 

 ⑤ 資本組入額の総額             19,200千円 

 ⑥ 払込期日                 平成25年５月13日 

  発行価額の総額の全て現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の払込の方法によるものとする。  

 ⑦ 資金使途                 借入金の返済 

  

  

（第２回無担保社債の発行） 

 平成24年４月25日開催の取締役会において、第２回無担保社債の発行を決議し、平成25年４月30日に払込みが完

了いたしました。 

 ① 社債の名称                株式会社ＹＡＭＡＴＯ 第２回無担保社債 

 ② 発行総額                 金65,000千円 

 ③ 払込金額                 額面65,000千円につき金65,000千円 

 ④ 利率                   年利６％ 

 ⑤ 払込期間                 平成25年４月30日  

 ⑥ 償還の方法及び期限            平成25年9月30日にその総額を額面65百万円につき金65百万

円を償還する。なお、買入消却は、払込期日の翌日以降いつ

でもすることができるものとする。  

 ⑦ 利払日                  償還期日に一括して支払うものとする。  

 ⑧ 資金使途                 運転資金及び新規事業譲受価額に充当する。 

 ⑨ その他                  川合アユムは、発行会社が負担する元金及び利息の支払いに

係る債務につき保証人となり、発行会社と連帯して債務を負

担する。 

   

  

（６）重要な後発事象
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（子会社設立及び事業譲受）  

 当社は、平成25年４月25日開催の取締役会決議に基づき、新たに子会社を設立し、当該子会社と横田行夫氏との

間で事業譲渡契約を締結し、平成25年５月１日付で当該事業の譲受を完了いたしました。  

１．子会社設立、事業の譲受けの理由  

 当社は、経営基盤の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、横田行夫氏から「セルフサ

ービス型ソフトクリームショップの経営に関わる事業」及び兵庫県神戸市所在の店舗（神戸デザートファクトリ

ー）及び大阪府茨木市の店舗（神戸ソフトクリームパーク）の２店舗を譲り受けることとし、この事業を展開する

ために子会社を設立いたしました。  

  

２．設立する子会社の概要  

 ① 商 号               株式会社デザート・ラボ  

 ② 代表者の役職・氏名         代表取締役社長  小椋 量友紀 

 ③ 本店所在地             東京都港区西新橋1丁目1番15号 

 ④ 設立年月日             平成25年４月30日 

 ⑤ 事業内容              セルフサービス型ソフトクリームショップの経営他 

 ⑥ 事業年度末日            9月30日 

 ⑦ 資本金の額             5,000千円 

 ⑧ 大株主・持株比率          当社100％ 

  

３．事業譲受の内容  

 「セルフサービス型ソフトクリームショップの経営に関わる事業」及び兵庫県神戸市所在の店舗（神戸デザート

ファクトリー）及び大阪府茨木市の店舗（神戸ソフトクリームパーク）の２店舗 

  

４．譲受価額及び譲受ける資産の内容 

 ① 譲受価額              40,000千円 

 ② 譲り受ける資産の内容        什器、備品、在庫等  約12,000千円 

  

５．事業譲受の時期 

   事業譲渡契約書締結日        平成25年４月30日 

   事業譲受日             平成25年５月１日 

  

６．事業譲受先の概要  

 ① 氏  名              横田 行夫 

 ② 住  所              大阪市中央区 

 横田行夫氏ならびに横田氏の関係者および関係会社と、当社ならびに当社の関係者及び関係会社との間では特

質すべき資本関係・取引関係・人間関係はございません。 

 なお、横田行夫氏は平成25年４月30日開催の当社取締役会おいて、平成25年５月１日付で当社執行役員に就

任しております。 

  

  

㈱ＹＡＭＡＴＯ　平成25年9月期　第2四半期決算短信

－　11　－



（子会社による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行） 

 当社の子会社である株式会社デザート・ラボは、平成25年５月９日開催の株主総会において、第1回無担保転換

社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権の

部分を「本新株予約権」という。）を発行することを決議いたしました。 

 ① 社債の名称                株式会社デザート・ラボ 第１回無担保新株予約権付社債 

 ② 割当日及び払込期日            平成25年５月20日 

 ③ 新株予約権の総数             １個 

 ④ 社債及び新株予約権の発行価額       各社債の払込金額 

                         金40,000千円（本社債の額面金額の100％） 

                        各新株予約権の払込金額  

 本新株予約権付社債に付された新株予約権と引換に金銭の

払込みは要しません。 

 ⑤ 当該発行による潜在株式数         4,000株  

 ⑥ 資金調達の額               40,000千円 

 ⑦ 行使価額又は転換価額           10,000円 

 ⑧ 募集又は割当方法             第三者割当による方法とし、割当先は以下とする。 

                         株式会社りく・マネジメント・パートナーズ 

 ⑨ その他                  当社は、本新株予約権付社債について、発行会社が負担する

元金及び利息の支払いに関わる債務につき保証人となり、発

行会社と連帯して債務を負担する。 
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