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1.  平成25年9月期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年9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 

  

(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 ％

25年9月期 124 △86.9 △209 ― △225 ― △207 ―
24年9月期 945 △52.3 △189 ― △220 ― △21 ―

（注）包括利益 25年9月期 △207百万円 （―％） 24年9月期 △21百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

25年9月期 △6.80 ― ― △128.9 △168.8
24年9月期 △0.82 ― ― △56.5 △20.0

（参考） 持分法投資損益 25年9月期  △6百万円 24年9月期  4百万円

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 149 △146 △98.7 △4.56
24年9月期 199 22 10.4 0.71

（参考） 自己資本   25年9月期  △147百万円 24年9月期  20百万円

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

25年9月期 △195 △30 202 2
24年9月期 △180 29 148 26

2.  配当の状況 

※平成26年９月期の配当は未定です。 

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 ％ ％

24年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年9月期 ― 0.00 ― 0.00 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、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) 19 9.2 △69 ― △76 ― △76 ― △2.35
通期 253 104.2 △59 ― △59 ― △69 ― △2.14



※  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  

（注）詳細は、７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 

(3) 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。なお、詳細は27ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名） 株式会社デザート・ラボ 、 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 32,440,600 株 24年9月期 29,240,600 株
② 期末自己株式数 25年9月期 300 株 24年9月期 300 株
③ 期中平均株式数 25年9月期 30,476,464 株 24年9月期 26,098,223 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年9月期の個別業績（平成24年10月1日～平成25年9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) 個別財政状態 

（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株当たり純資産」を算定しております。  

(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 ％

25年9月期 17 △59.9 △153 ― △233 ― △282 ―
24年9月期 43 △39.6 △125 ― △128 ― △260 ―

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

25年9月期 △9.29 ―
24年9月期 △9.98 ―

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 39 △162 △418.9 △5.06
24年9月期 162 81 49.4 2.74

（参考） 自己資本 25年9月期  △164百万円 24年9月期  80百万円

2. 平成26年 9月期の個別業績予想（平成25年10月 1日～平成26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）

※ 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 
 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、３ページをご覧ください。 

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) ― ― △51 ― △51 ― △1.59
通期 ― ― △76 ― △86 ― △2.66
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(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、新政権による金融政策や経済政策等の効果から、企業収益の改善や個人消

費の回復が見られたものの、新興国の経済成長の減速をはじめとする世界経済全体の不透明感や雇用情勢等により、

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、MANAペレット等販売事業及び当連結会計年度において設立いたしましたSyoumail株式会社に

おける電子証明書付きメール「Syoumail」の販売事業において、収益基盤の確立を目指し、代理店獲得及び代理店を

中心とした販路拡大に努めてまいりました。しかし、MANAペレット販売事業において、公衆衛生分野大手企業との業

務提携に成功いたしましたが、両事業とも思うような代理店の獲得及び代理店を中心とした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店舗運営及

びＦＣ事業」に関しては、譲り受けた２店舗は、販売予想を著しく下回る結果となりましたが、当連結会計年度にお

いて、１件のＦＣ加盟を獲得し、２店舗のＦＣ店を出店したことにより、加盟料や店舗出店コンサルティングによる

売上等を獲得したことにより、業績予想を大きく上回る売上高を確保いたしましたが、事業開始に伴う諸経費の発生

や直営店舗の販売不振等により、収益予想を大きく下回る結果となってしまいました。 

 以上の結果、売上高124百万円（前年同期比86.9％減）、営業損失209百万円（前年同期営業損失189百万円）、経

常損失225百万円（前年同期経常損失220百万円）、当期純損失207百万円（前年同期当期純損失21百万円）となりま

した。 

 なお、イーディーコントライブ株式会社の株式1,180株及びFUJIパワーテック株式会社の株式800株を平成24年９月

28日付で譲渡したことにより、両社は当社連結子会社から除外されることになりましたが、両社の前連結会計期間に

おける事業収益は、当社グループの前連結経営成績に含まれるとともに、株式の売却益についても前連結経営成績に

含まれております。 

 また、平成25年11月14日付で当社連結子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社の当社保有株式20,411株を村上隆

司氏に売却しております。  

  

 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、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、以下の前年同期比較については、前年同期の

数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

 また、「デザートラボ事業」に関しましては、当連結会計年度において、会社設立及び事業譲受を行い、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。 

  

 [マナチュラ事業]  

 マナチュラ事業におきましては、収益基盤の確立を目指し、代理店の獲得及び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、公衆衛生分野大手企業との業務提携がありましたが、思うような代理店の獲得及び代理

店を中心とした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、前年同期知識融合型事業に含めておりました、当社連結子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社における

コンテンツ制作事業を、平成24年10月１日付で当社持分法適用関連会社であるイーディーコントライブ株式会社に事

業譲渡したため、事業が縮小しております。  

 以上の結果、売上高22百万円（前年同期比90.4％減）、営業損失52百万円（前年同期営業損失23百万円）となりま

した。 

 なお、平成25年11月14日付で当社連結子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社の当社保有株式20,411株を村上隆

司氏に売却しております。  

  

[デザートラボ事業]  

 デザートラボ事業におきましては、当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い、事業を開始いたしました。 

 譲り受けた２店舗は、販売予想を著しく下回る結果となりましたが、当連結会計年度において、１件のＦＣ加盟を

獲得し、２店舗のＦＣ店を出店したことにより、加盟料や店舗出店コンサルティングによる売上等を獲得したことに

より、業績予想を大きく上回る売上高を確保いたしましたが、事業開始に伴う諸経費の発生や直営店舗の販売不振等

により、収益予想を大きく下回る結果となってしまいました。 

 以上の結果、売上高102百万円、営業利益1百万円となりました。 

   

１．経営成績・財政状態に関する分析
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②次期の見通し  

 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、当連結会計年度において、207,306

千円の当期純損失を計上したため、平成25年５月13日に第三者割当による新株式32,000株（発行価額の総額38,400千

円）の発行を行いましたが、平成25年9月末現在、146,495千円の債務超過となっております。 

 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 大の課題と考え、当社グループの再編や不採算事

業の清算を早急に図るとともに、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。 

 なお、当社グループの再編や不採算事業の清算に関しましては、平成25年11月14日付で当社連結子会社であるマ

ナ・イニシアチヴ株式会社の当社保有株式20,411株を村上隆司氏に売却しております。 

 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19百万円、営業損失69

百万円、経常損失76百万円、当期純損失76百万円、通期では売上高253百万円、営業損失59百万円、経常損失71百万

円、当期純損失71百万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。 

  

(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、149百万円（前年同期比25.0％減）となりました。これは主に、当連結会計年度に

おいて、当社連結子会社である株式会社デザート・ラボが行った事業譲受による有形固定資産の増加があったもの

の、事業譲受に伴う現金及び預金の減少及び未収入金の減少54百万円によるものであります。 

 負債合計は296百万円（前年同期比66.7％増）となりました。これは主に、当連結会計年度において、短期社債100

百万円及び新株予約権付社債40百万円の発行によるものであります。 

 純資産につきましては、△146百万円（前年同期純資産22百万円）となりました。これは主に、当連結会計年度に

おいて、第三者割当による増資を行ったものの、当期純損失207百万円を計上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、連結子会社であるマナ・イニシアチ

ヴ株式会社のコンテンツ制作事業の売却や短期社債100百万円及び新株予約権付社債40百万円発行等の増加要因があ

りましたが、当社連結子会社である株式会社デザート・ラボによ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事業の事業譲受による支出や、税金等調整前当期純損失203百万円により、当連結会計年度末には2百万

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195百万円（前年同期使用した資金180百万円）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純損失203百万円、未収入金の減少額59百万円、仕入債務の減少額41百万円によるも

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30百万円（前年同期得た資金29百万円）となりました。これは

主に、事業譲渡による収入20百万円、事業譲受による支出40百万円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202百万円（前年同期36.4％増）となりました。これは主に、社債

の発行による収入100百万円、新株予約権付社債の発行による収入40百万円、短期借入金の増加額66百万円によるも

のであります。 
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③キャッシュ・フロー指標のトレンド 

（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。 

  

  平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期 平成23年９月期 平成24年９月期

自己資本比率（％）  32.7  13.8  △18.5  10.4  △98.7

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 64.9  43.1  52.8  179.8  606.1

債務償還年数（年）  －  －  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 －  －  －  －  －
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(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、主にグループ企業の技術開発及び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。   

  

(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．技術の陳腐化や技術革新が進行し得なかった場合の影響について 

 当社グループでは、現在提供している製品やサービスの技術や品質の向上、及び新製品・新サービスの提供に向

け、研究開発を積極的に行っております。しかしながら、当社グループの技術開発が想定どおりに進まない場合や、

当社グループの開発体制が追いつかなくなった場合、技術の陳腐化により市場でのブランド価値の低下を招く可能性

があります。 

 なお、これら製品やサービスを提供していた当社連結子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社に関しましては、

平成25年11月14日付で当社保有株式20,411株を村上隆司氏に売却しております。 

  

２．情報セキュリティ商材の販売力について 

 当社の連結子会社であるSyoumail株式会社が提供する電子証明書付きメール「Syoumail」に重大な脆弱性等が発見

された場合、ユーザーサポートなどの対応が必要となり、一時的に多額のコストが発生し収益が悪化する恐れがあり

ます。また損害賠償責任の発生やアライアンス企業及びエンドユーザーの当社グループに対する不信感によって間接

的に当社事業及び当社グループに大きなダメージを与える可能性があります。   

  

３．個人情報の取扱いについて 

  当社グループでは、通信販売サイトを運営し、多くの個人顧客に対して、商品・サービスの提供を行っておりま

す。個人情報の取扱いに関しましては、平成17年4月の個人情報保護法施行に伴い、個人情報取扱いに関わる社内規

程の整備、情報管理の徹底、システムセキュリティの強化を実施しております。しかしながら、社内管理体制の問

題、外部からの不正アクセスなどの不測の事態により個人情報が外部へ流出する可能性があります。このような事態

が生じた場合には、損害賠償責任や社会的信用の失墜等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 また、社内ネットワークについてもセキュリティ強化を実施しておりますが、不測の事態により重大な障害が発生

する場合も想定されます。 

 なお、通信販売サイトを運営していた当社連結子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社に関しましては、平成25

年11月14日付で当社保有株式20,411株を村上隆司氏に売却しております。  

  

４．知的所有権の確保について 

 当社グループでは、開発技術及びブランドを重要な財産と考え、知的所有権の確保に積極的に取り組んでおりま

す。今後につきましても、事業上の優位性を追求するだけでなく当社グループの技術・ノウハウ・ブランド・研究開

発の成果を保護するため、知的所有権の取得に努めてまいります。しかしながら、権利化の成否及び知的所有権によ

る独占性、優位性を確立する可能性については不確実であり、他社に先んじられた場合には、当社グループの事業活

動に支障が生じ、業績に影響を与える可能性があります。 

 なお、現時点において当社グループは第三者の知的所有権の侵害は存在していないと認識しておりますが、今後も

知的所有権の侵害を理由とする訴訟やクレームが提起されないという保証はなく、かかる事態が発生した場合には、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

５．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。 
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６．当社連結子会社が発行している新株予約権付社債について 

 当社の連結子会社である株式会社デザート・ラボの総議決権数は500 個（平成25年９月30日現在）であり、本新株

予約権付社債の転換価額における潜在株式数は4,000 株となりますので、転換価額において転換された場合の4,000 

株に係る議決権（4,000 個）の株式会社デザート・ラボ総議決権数に対する希薄化率は800.00％（全部転換後におい

て総議決権数に占める割合は88.89％）となります。よって、本新株予約権付社債の株式転換が行われた場合は、当

社の連結子会社に該当しないことになり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

７．当社連結子会社が発行している新株予約権付社債の期限の利益の喪失について  

 当社連結子会社である株式会社デザート・ラボが発行した、株式会社りく・マネジメント・パートナーズを引受先

とする第１回無担保新株予約権付社債において、第１回無担保新株予約権付社債発行要項第19項（２）に該当したこ

とにより、期限の利益を喪失いたしました。そのため、そのため、株式会社りく・マネジメント・パートナーズから

期限の利益喪失に係る請求を受ける可能性があります。 

  

８．上場廃止のリスク  

 当社グループは、平成25年9月期連結会計年度において、146百万円の債務超過となっております。今後、株主価値

の向上及び収益基盤の確立に努めてまいりますが、平成26年9月期に債務超過が解消されない場合、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った場合、東京証券取引所有価証券上場規程第603条第１項

第４号に抵触し、上場廃止となる可能性があります。 

  

９．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。  

  

（5）継続企業の前提に関する重要事象等 

 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。しかし、平成25年５月13日に第三者

割当による新株式32,000株（発行価額の総額38,400千円）の発行を行いましたが、当連結会計年度において、

207,306千円の当期純損失を計上した結果、146,495千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、当連結会計年度においても営業損失209,641千円及び営業キャ

ッシュ・フローのマイナス195,683千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 収益基盤の確立と不採算事業からの撤退 

 収益基盤の確立を実現することが 大の課題と考え、当社グループの再編や不採算事業の清算を早急に図ると

ともに、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。 

 なお、当社グループの再編や不採算事業の清算に関しましては、平成25年11月14日付で当社連結子会社である

マナ・イニシアチヴ株式会社の当社保有株式20,411株を村上隆司氏に売却しております。 

② コスト削減 

 不採算事業からの撤退によるコスト削減を図るとともに、当社における経費を必要 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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 当社グループは、当連結会計年度において、Syoumail株式会社及び株式会社デザート・ラボの２社を新たに設立

し、電子証明書付きメール「Syoumail」の販売事業及び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Ｆ

Ｃ事業に進出いたしました。これに伴い、当社グループは、事業持株会社である当社（㈱ＹＡＭＡＴＯ）及び連結子

会社３社にて構成されております。 

 また、当社グループの事業の報告セグメントについては、純銀イオン水生成ペレット「マナチュラ」の企画販売事

業を行うマナチュラ事業及び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

事業並びにその他の事業の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】 

（注）１． 平成25年11月14日付で当社連結子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社の当社保有株式20,411株を村

上隆司氏に売却しております。  

  

【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。 

 
  ※平成25年11月14日付で当社連結子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社の当社保有株式20,411株を村上隆司

氏に売却しております。 

   

２．企業集団の状況

事業区分 主要な事業内容 会社名 

マナチュラ事業 
純銀イオン水生成ペレット「マナチ

ュラ」の企画販売 
マナ・イニシアチヴ㈱（注）１ 

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  

その他の事業 
電子証明書付きメール「Syoumail」

の販売 
Syoumail㈱ 

その他の事業 グループ経営管理、経営戦略立案 ㈱ＹＡＭＡＴＯ 
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(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 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」③ＹＡＭＡＴＯ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。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループでは、当社グループの再編や不採算事業の清算を早急に図るとともに、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 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新価値の創造のための研究開発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 

当社グループは、平成18年10月１日付で商号を「株式会社YAMATO」と変更し、事業部門を分社化したことにより、

ホールディングカンパニーへと移行し、経営構造の刷新を行いました。これは、従来より続けてまいりました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、株式や資金のみによる

企業統治を行うのではなく、主体的に考え行動できる自律創造型人材が集い、さまざまな新価値創造を行う事業体へ

の支援を積極的に行うことで、グループとして総合的な成長を目指してきました。しかしながら平成16年3月期以降

連続して営業損失を計上しておりますことを反省し、これを構造的課題ととらえ、中長期ビジョンとして以下の項目

を掲げることとします。 

・組織について①創業期のクリエイティビティは保たれているだろうか②柔軟でスピードのあるプロジェクトドラ

イブは機能しているだろうか③互いに礼節・整理整頓を確認し、親身にかかわりあえる場となっているだろうか 

・損益について④事業のひとつひとつが自己満足に終わっていないだろうか⑤日々楽しく働くことができているの

だろうか⑥損益を予算化し、協力しあって達成してゆく喜びや楽しさを感じれているだろうか 

・コンプライアンス⑦社内ルールは 低限、 小限に設定されているだろうか⑧社員みんながルールの意味や必要

となった背景を理解し遵守しようと思っているだろうか⑨ルール化されていないモラルの領域について共に考える場

があるだろうか 

・構成員について⑩自分で考え、行動することができているだろうか⑪身の回りの人とのかかわり、共感し、助け

合えているだろうか⑫毎日笑っているだろうか 

これらの12項目を実現するための具体的施策を実行していきます。構造的課題をすみやかに是正することは困難を

伴いますが多くの仲間の力を借り、当社グループを舞台に沢山の個性が花開き、一人ひとりが生き生きとした希望に

満ちた未来が描ける。そんな「真のしあわせ」を感じることのできる時代を創ってゆく一翼を担える企業を目指しま

す。  

なお、当社は今後自らも事業を行う事業持株会社となり、積極的に新規事業の展開を行ってまいります。既存事業

の収益性の改善を図るとともに、経営陣の人的ネットワークを活用したアライアンス戦略の展開等により、当社グル

ープ全体で収益を確保し早期の経常黒字の実現に取り組む方針であります。 

３．経営方針
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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。 

マナチュラ事業  

  当社グループの再編や不採算事業の清算の一環として、平成25年11月14日付で、マナチュラ事業を展開している当

社連結子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社の当社保有株式20,411株を村上隆司氏に売却しております。 

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。 

新規事業等について 

  当社連結子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社の当社保有株式の売却により、平成26年９月期において当社グ

ループの展開する事業はデザートラボ事業及び当社連結子会社であるSyoumail株式会社が展開する電子証明書付きメ

ールシステムの販売事業となっております。そのため、収益基盤の確立を実現するためには、新規事業等への進出が

必須であると考えております。リスク及びリターンを厳密に事前評価しつつ、積極的に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、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。しかし、平成25年５月13日に第三者割

当による新株式32,000株（発行価額の総額38,400千円）の発行を行いましたが、当連結会計年度において、207,306

千円の当期純損失を計上した結果、146,495千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、当連結会計年度においても営業損失209,641千円及び営業キャッシュ・

フローのマイナス195,683千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 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 収益基盤の確立と強化」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24年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,011 2,540

受取手形及び売掛金 43,944 21,151

商品及び製品 28,913 37,858

原材料及び貯蔵品 493 1,169

短期貸付金 20,822 16,151

未収入金 63,732 9,028

立替金 5,906 8,021

その他 2,027 11,188

貸倒引当金 △26,517 △25,799

流動資産合計 165,333 81,311

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,528 3,433

減価償却累計額 △1,492 △2,320

建物（純額） 36 1,112

機械装置及び運搬具 1,250 10,517

減価償却累計額 △1,250 △2,526

機械装置及び運搬具（純額） － 7,990

その他 6,894 7,434

減価償却累計額 △6,526 △3,840

その他（純額） 368 3,593

有形固定資産合計 404 12,697

無形固定資産   

ソフトウエア 555 274

のれん － 23,751

無形固定資産合計 555 24,026

投資その他の資産   

投資有価証券 8,145 6,235

関係会社株式 7,723 －

長期貸付金 14 380

破産更生債権等 15,336 15,400

長期未収入金 40,043 37,178

保険積立金 11,109 11,109

差入保証金 5,439 13,677

その他 2,033 1,908

貸倒引当金 △56,251 △54,292

投資その他の資産合計 33,594 31,598

固定資産合計 34,554 68,322

繰延資産   

開業費 － 217

繰延資産合計 － 217

資産合計 199,888 149,851
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 47,267 6,088

短期社債 － 100,000

短期借入金 48,225 76,227

1年内返済予定の長期借入金 3,336 3,058

仮受金 28,240 3,741

未払金 22,390 20,263

未払法人税等 1,775 7,681

返品調整引当金 － 4,044

その他 4,015 9,517

流動負債合計 155,251 230,622

固定負債   

新株予約権付社債 － 40,000

長期借入金 22,494 19,158

繰延税金負債 － 147

持分法適用に伴う負債 － 6,418

固定負債合計 22,494 65,723

負債合計 177,745 296,346

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,489,639 1,508,839

資本剰余金 420,496 439,696

利益剰余金 △1,889,243 △2,096,549

自己株式 △108 △108

株主資本合計 20,783 △148,122

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 1,360

純資産合計 22,143 △146,495

負債純資産合計 199,888 149,851
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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23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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

売上高 945,788 124,228

売上原価 628,509 73,589

売上総利益 317,278 50,638

販売費及び一般管理費 506,895 260,280

営業損失（△） △189,616 △209,641

営業外収益   

受取利息 13 495

受取配当金 270 259

助成金収入 2,200 －

受取保険金 3,200 －

持分法による投資利益 4,485 －

貸倒引当金戻入額 － 800

その他 498 1,233

営業外収益合計 10,668 2,789

営業外費用   

支払利息 19,745 3,472

社債利息 － 3,467

株式交付費償却 856 －

持分法による投資損失 － 6,119

貸倒引当金繰入額 19,602 3,232

その他 1,436 2,273

営業外費用合計 41,641 18,564

経常損失（△） △220,589 △225,417

特別利益   

子会社株式売却益 231,092 －

事業譲渡益 － 11,833

事業税還付金 － 9,324

その他 6,575 555

特別利益合計 237,668 21,712

特別損失   

有形固定資産除却損 22 11

関係会社株式売却損 29,346 －

投資有価証券評価損 65 －

ソフトウエア除却損 4,548 －

その他 1,004 －

特別損失合計 34,987 11

税金等調整前当期純損失（△） △17,908 △203,715

法人税、住民税及び事業税 4,449 3,590

法人税等還付税額 △1,036 －

法人税等合計 3,413 3,590

少数株主損益調整前当期純損失（△） △21,321 △207,306

当期純損失（△） △21,321 △207,306
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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23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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

少数株主損益調整前当期純損失（△） △21,321 △207,306

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 267

その他の包括利益合計 － 267

包括利益 △21,321 △207,038

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △21,321 △207,038

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 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,414,839 1,489,639

当期変動額   

新株の発行 74,800 19,200

当期変動額合計 74,800 19,200

当期末残高 1,489,639 1,508,839

資本剰余金   

当期首残高 345,796 420,496

当期変動額   

新株の発行 74,700 19,200

当期変動額合計 74,700 19,200

当期末残高 420,496 439,696

利益剰余金   

当期首残高 △1,867,921 △1,889,243

当期変動額   

当期純損失（△） △21,321 △207,306

当期変動額合計 △21,321 △207,306

当期末残高 △1,889,243 △2,096,549

自己株式   

当期首残高 △108 △108

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △108 △108

株主資本合計   

当期首残高 △107,394 20,783

当期変動額   

当期純損失（△） △21,321 △207,306

新株の発行 149,500 38,400

当期変動額合計 128,178 △168,906

当期末残高 20,783 △148,122

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 267

当期変動額合計 － 267

当期末残高 － 267

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 267

当期変動額合計 － 267

当期末残高 － 267
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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

新株予約権   

当期首残高 － 1,360

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,360 －

当期変動額合計 1,360 －

当期末残高 1,360 1,360

純資産合計   

当期首残高 △107,394 22,143

当期変動額   

当期純損失（△） △21,321 △207,306

新株の発行 149,500 38,400

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,360 267

当期変動額合計 129,538 △168,638

当期末残高 22,143 △146,495
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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23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25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（△） △17,908 △203,715

減価償却費 37,251 2,495

のれん償却額 － 2,159

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,815 2,537

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 △283 △755

支払利息 19,745 6,939

投資有価証券評価損益（△は益） 65 △555

関係会社株式売却損益（△は益） 29,346 －

子会社株式売却損益（△は益） △231,092 －

事業譲渡損益（△は益） － △11,833

売上債権の増減額（△は増加） 172,427 22,792

仕入債務の増減額（△は減少） △187,652 △41,178

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,566 △11,484

未収入金の増減額（△は増加） 305 59,521

未払金の増減額（△は減少） 6,977 △816

持分法による投資損益（△は益） △4,485 6,119

有形固定資産除却損 22 11

無形固定資産除却損 4,548 －

その他 △452 △28,400

小計 △158,935 △192,119

利息及び配当金の受取額 283 275

利息の支払額 △18,942 △2,146

法人税等の支払額 △3,195 △1,692

営業活動によるキャッシュ・フロー △180,789 △195,683

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 △1,200 －

定期預金の払戻による収入 1,200 －

有形固定資産の取得による支出 △966 △3,829

無形固定資産の取得による支出 △19,300 △110

差入保証金の差入による支出 △3,892 △9,256

差入保証金の回収による収入 8,040 －

投資有価証券の売却による収入 － 2,880

子会社株式の売却による収入 10,014 －

関係会社株式の売却による収入 60,000 －

事業譲渡による収入 － 20,000

事業譲受による支出 － △40,000

貸付金の回収による収入 1,605 275

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△25,989 －

その他 △300 △534

投資活動によるキャッシュ・フロー 29,211 △30,574
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25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） 168,500 66,401

長期借入金の返済による支出 △20,487 △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

新株予約権の発行による収入 1,360 －

その他 △742 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 148,630 202,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,947 △23,470

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期末残高 26,011 2,540
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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。しかし、平成25年５月13日に第三者

割当による新株式32,000株（発行価額の総額38,400千円）の発行を行いましたが、当連結会計年度において、

207,306千円の当期純損失を計上した結果、146,495千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、当連結会計年度においても営業損失209,641千円及び営業キャ

ッシュ・フローのマイナス195,683千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 収益基盤の確立と不採算事業からの撤退 

 収益基盤の確立を実現することが 大の課題と考え、当社グループの再編や不採算事業の清算を早急に図ると

ともに、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。 

 なお、当社グループの再編や不採算事業の清算に関しましては、平成25年11月14日付で当社連結子会社である

マナ・イニシアチヴ株式会社の当社保有株式20,411株を村上隆司氏に売却しております。 

② コスト削減 

 不採算事業からの撤退によるコスト削減を図るとともに、当社における経費を必要 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。 

  

  

注記事項

（継続企業の前提に関する事項）
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１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結子会社の数 

 ３社 

 マナ・イニシアチヴ株式会社 

 Syoumail株式会社 

 株式会社デザート・ラボ 

 上記のうち、Syoumail株式会社及び株式会社デザート・ラボについては、当連結会計年度において新

たに設立したため、連結の範囲に含めております。 

 なお、平成25年11月14日付で当社連結子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社の当社保有株式

20,411株を村上隆司氏に売却しております。  

（２）非連結子会社 

九頭龍企画株式会社 

 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株式会社 

（２）持分法を適用しない非連結子会社 

九頭龍企画株式会社  

 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 

決算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。 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
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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 

工具、器具及び備品   4～15年 

機械装置及び運搬具   7～ 8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( 長５年)に基づく定額法によっております。  

③長期前払費用 

均等償却を採用しております。 

(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。 

  返品調整引当金 

   返品による損失に備えるため、過去の実績を基礎として算出した見込額を計上しております。    

(4）のれんの償却方法及び償却期間 

 ５年間の定額法により償却しております。 

(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繰延資産の処理方法 

開業費 

支出のときから５年間にわたり定額法により償却しております。 

②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。 
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（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、当連結会計年度より、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、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

（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「立替金」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7,933千円

は、「立替金」5,906千円、「その他」2,027千円として組み替えております。 

  

  

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、当社グループは、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、純銀イオン水生成ペレット「マナチュラ」の企画販売を行う「マナチュラ事業」、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事業を行う「デザートラボ事業」、電子証明書付きメール

「Syoumail」の販売を行う「その他事業」が報告セグメントとなります。 

 なお、当連結会計年度より、「応用技術型事業」、「知識融合型事業」、「未来開発型事業」を報告セ

グメントとしておりましたが、「マナチュラ事業」、「デザートラボ事業」、「その他事業」に変更して

おります。 

 「応用技術型事業」に分類しておりましたイーディーコントライブ株式会社と、未来開発型事業に分類

しておりましたFUJIパワーテック株式会社は、平成24年９月28日付での株式の売却等により、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。「知識融合型事業」に含めておりま

した、当社連結子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社におけるコンテンツ制作事業を、平成24年10月

１日付で当社持分法適用関連会社であるイーディーコントライブ株式会社に事業譲渡したことにより報告

セグメントの名称を「マナチュラ事業」に変更しております。また、当連結会計年度において、Syoumail

株式会社、及び株式会社デザート・ラボを設立し、それぞれ電子証明書付きメール「Syoumail」の販売事

業及び、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事業を開始したことにより、新た

に「デザートラボ事業」及び「その他事業」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又は損失は、営業損失（のれん償却前）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。 

  

（会計方針の変更）

（表示方法の変更）

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報
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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23年10月１日 至 平成24年９月30日） 

（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。 

   ３ セグメント資産の調整額△155,758千円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分されていな

い全社資産が含まれております。 

   ４ 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。  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
調整額 
（注２） 
（注３） 

連結財務諸
表計上額
（注４） 

応用技術型
事業  

知識融合型
事業 

未来開発型
事業 

計 

売上高    

外部顧客への

売上高 
 715,502  230,286  －  945,788  －  945,788  －  945,788

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 2,914  16,590  －  19,505  26,400  45,905  △45,905  －

計  718,416  246,877  －  965,294  26,400  991,694  △45,905  945,788

セグメント損失

（△） 
 △35,184  △23,254  △3,137  △61,577  △128,038  △189,616  －  △189,616

セグメント資産  －  144,200  －  144,200  211,446  355,646  △155,758  199,888

その他の項目    

減価償却費  36,493  652  －  37,146  165  37,312  △60  37,252

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

 －  169  －  169  289  459  －  459
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当連結会計年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日） 

（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。 

   ３ 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。  

   

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
調整額 
（注２） 

連結財務諸
表計上額
（注３） 

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
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前連結会計年度（自  平成23年10月１日  至  平成24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 

特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。  

  

当連結会計年度（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 

                                          （単位千円）

  

  

ｂ．関連情報

顧客の氏名又は名称 売上高  関連するセグメント名 

株式会社りく・マネジメント・

パートナーズ 
        67,802千円  デザートラボ事業 
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前連結会計年度（自  平成23年10月１日  至  平成24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。 

  

   前連結会計年度（自  平成23年10月１日  至  平成24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24年10月１日  至  平成25年９月30日） 

  

  

前連結会計年度（自  平成23年10月１日  至  平成24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。 

  

ｃ．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

ｄ．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

  （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 

その他事業 計 

（のれん）   

当期償却額  －  2,159  －  2,159  －  2,159

当期末残高  －  23,751  －  23,751  －  23,751

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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（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。 

   ２． 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。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

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

１株当たり純資産額   円 銭 0 71

１株当たり当期純損失金額   円 銭 0 82

１株当たり純資産額   円 銭 △4 56

１株当たり当期純損失金額   円 銭 6 80

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。  

項目  
前連結会計年度 

（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

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

純資産の部の合計額（千円）  22,143  △146,495

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  1,360  1,360

 （うち新株予約権）  (1,360)  (1,360)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）   20,783  △147,855

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） 
 29,240,300  32,440,300

  
前連結会計年度 

（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

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

１株当たり当期純利益金額     

当期純損失（千円）  21,321  207,306

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）  21,321  207,306

期中平均株式数（株）                   26,098,223.50                   30,476,464.38
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（株式分割及び単元株制度の採用） 

平成25年９月９日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月１日付で下記の株式分割及び単元株制度の採用を実

施いたしました。 

１．株式分割及び単元株制度採用の目的 

  全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を鑑み、１株を100株に分割するととも

に、単元株式数を100株とする単元株制度を採用いたしました。 

２．株式分割の概況 

（１）分割の方法 

   平成25年９月30日を基準日として、同日 終の株主名簿に記載又は記録された株主が所有する普通株式を、１

株につき100株の割合で分割いたしました。 

（２）分割により増加する株式数 

   株式分割前の発行済株式総数       324,406株（自己株式３株含む） 

   株式分割により増加する株式数     32,116,194株 

   株式分割後の発行済株式総数      32,440,600株（自己株式300株含む） 

   株式分割後の発行可能株式総数    116,000,000株 

（３）分割の日程 

   基準日     平成25年９月30日 

   効力発生日   平成25年10月１日 

３．単元株制度の採用 

（１）新設する単元株式の数 

   単元株式制度を採用し、単元株式数を100株といたします。 

（２）効力発生日 

   平成25年10月１日 

４．１株当たり情報に及ぼす影響 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報については、「４．連結財務諸表 注記事項

１株当たり情報」に記載しております。 

  

（準消費貸借契約の締結）  

 平成25年11月１日開催の取締役会において、期限の利益を喪失していた第１回無担保社債及び第２回無担保社債の

元本、利息及び遅延損害金を消費貸借の目的として準消費貸借契約を締結することを決議いたしました。 

１．借入先の名称 

  株式会社りく・マネジメント・パートナーズ 

２．借換えの内容  

 第１回無担保社債の元本35,000,000円、利息1,087,397円、遅延損害金184,109円及び第２回無担保社債の元本

65,000,000円、利息1,645,479円、遅延損害金341,917円並びに平成25年３月14日付で締結した金銭消費貸借契約の

うちの未返済額11,600,000円、利息760,110円、遅延損害金613,698円を消費貸借の目的とすることに合意いたしま

した。 

３．借換えの実施時期及び期間 

  契約締結日    平成25年11月１日 

  返済期日     平成25年12月28日 

４．借換えによる影響  

 第１回無担保社債及び第２回無担保社債は、平成25年９月30日現在、期限の利益を喪失しておりましたが、この

準消費貸借契約の締結により、第１回無担保社債及び第２回無担保社債は完済されたことになります。 

  

（重要な後発事象）
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（準消費貸借契約の締結） 

 平成25年11月１日開催の取締役会において、平成25年８月２日付で締結した金銭消費貸借契約に基づく元本、利息

及び遅延損害金を消費貸借の目的として準消費貸借契約を締結することを決議いたしました。 

１．借入先の名称 

  戸田 泉 

２．借換えの内容 

 平成25年８月２日付で締結した金銭消費貸借契約に基づく元本50,000,000円、利息493,151円及び遅延損害金

613,698円を消費貸借の目的とすることに合意いたしました。 

３．借換えの実施時期及び期間 

  契約締結日    平成25年11月１日 

  返済期日     平成25年12月28日 

４．その他重要な特約等 

 平成25年８月２日付で締結した金銭消費貸借契約において、連帯保証していた川合アユム氏、曽和祥員氏及び小

椋量友紀氏は、この準消費貸借契約において連帯保証しておりません。また、担保として当社持分法適用関連会社

であるイーディーコントライブ株式会社の当社所有普通株式800株について、質権を設定できる旨を定めておりま

す。  

  

（連結子会社株式の売却） 

 平成25年11月14日開催の取締役会において、当社連結子会社であるマナ・イニシアチヴ株式会社の当社保有株式

20,411株の全てを、売却することを決議し、同日付で売却いたしました。 

１．売却の理由  

 マナ・イニシアチヴ株式会社を連結子会社としてまいりましたが、主要事業であるマナチュラ事業について、ペ

ット業界やスポーツジム関連などのコンシューマ市場、及び企業向市場で一定の販売実績はあげているものの、単

体事業として現在も収益改善の目途は立っておりません。 

 また、当社経由で同社にマナチュラペレットを供給している、マナチュラ事業の主要仕入先である株式会社オー

エスユーからは、当社の前代表取締役の川合アユム氏が辞任した件を受けて、平成25年10月29日付けで「マナチュ

ラペレットの供給停止に関する通知書」を受領したこともあり、事業推進者である川合アユム氏不在の状態では業

績の改善は難しいと判断し、不採算部門の早期撤退による経営改善を目的としてマナ・イニシアチヴ株式会社 の

株式譲渡を決議いたしました。 

２．売却する相手会社等の名称 

  村上隆司氏 

３．株式売却日 

  平成25年11月14日 

４．当該子会社等の名称及び事業内容 

   当該子会社の名称    マナ・イニシアチヴ株式会社 

   事業内容        純銀イオン水生成ペレット「マナチュラ」の企画販売 

５．売却する株式の数、売却価額及び売却後の持分比率 

   売却する株式の数    20,411株 

   売却価額          0千円 

   売却後の持分比率    ０％ 
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（金銭消費貸借契約の締結） 

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

 概要については以下のとおりとなります。 

１．平成25年10月１日取締役会決議 

（１）借入金額      11,000千円 

（２）借入先       横田行夫 

（３）借入日       平成25年10月１日 

（４）返済期限      平成25年10月31日 

（５）担保        なし  

２．平成25年11月14日取締役会決議 

（１）借入金額      10,000千円 

（２）借入先       戸田泉 

（３）借入日       平成25年11月14日 

（４）返済期限      平成25年12月28日 

（５）担保        なし  
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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24年９月30日) 

当事業年度 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,788 1,432

売掛金 1,118 2,630

貯蔵品 478 1

前払費用 571 1,502

未収利息 480 960

短期貸付金 20,564 16,000

未収入金 61,700 5,156

立替金 5,646 81,072

その他 471 320

貸倒引当金 △26,413 △96,198

流動資産合計 82,404 12,877

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,393 1,393

減価償却累計額 △1,393 △1,393

建物（純額） － －

車両運搬具 1,250 1,250

減価償却累計額 △1,250 △1,250

車両運搬具（純額） － －

工具、器具及び備品 2,634 2,865

減価償却累計額 △2,511 △2,818

工具、器具及び備品（純額） 123 46

有形固定資産合計 123 46

無形固定資産   

ソフトウエア － 89

無形固定資産合計 － 89

投資その他の資産   

投資有価証券 8,145 6,235

関係会社株式 164,767 5,000

出資金 500 500

長期預金 700 700

差入保証金 5,439 4,421

保険積立金 11,109 11,109

長期未収入金 39,885 37,021

貸倒引当金 △40,780 △38,821

投資損失引当金 △110,057 －

投資その他の資産合計 79,709 26,166

固定資産合計 79,833 26,302
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当事業年度 
(平成25年９月30日) 

資産合計 162,238 39,180

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,917 －

短期借入金 48,225 70,227

短期社債 － 100,000

未払金 12,715 14,822

未払法人税等 1,065 6,451

未払利息 157 4,215

前受金 8,781 －

預り金 1,797 2,426

仮受金 20 3,639

流動負債合計 80,679 201,783

固定負債   

繰延税金負債 － 147

固定負債合計 － 147

負債合計 80,679 201,931

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,489,639 1,508,839

資本剰余金   

資本準備金 420,496 439,696

資本剰余金合計 420,496 439,696

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,829,828 △2,112,805

利益剰余金合計 △1,829,828 △2,112,805

自己株式 △108 △108

株主資本合計 80,198 △164,378

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 1,360

純資産合計 81,558 △162,750

負債純資産合計 162,238 39,180
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高   

売上高 43,368 17,400

売上原価   

当期商品仕入高 14,140 14,500

売上原価 14,140 14,500

売上総利益 29,228 2,900

販売費及び一般管理費 155,220 156,866

営業損失（△） △125,992 △153,966

営業外収益   

受取利息 1,266 480

受取配当金 270 259

受取保険金 3,200 －

貸倒引当金戻入額 － 800

その他 199 923

営業外収益合計 4,935 2,463

営業外費用   

支払利息 4,805 3,013

社債利息 － 2,732

株式交付費償却 856 －

手形売却損 712 51

貸倒引当金繰入額 1,341 74,999

その他 － 1,486

営業外費用合計 7,714 82,283

経常損失（△） △128,772 △233,785

特別利益   

子会社株式売却益 65,552 －

事業税還付金 － 9,324

その他 － 555

特別利益合計 65,552 9,879

特別損失   

投資有価証券評価損 65 －

関係会社株式評価損 － 56,709

関係会社株式売却損 85,863 －

投資損失引当金繰入額 110,057 －

特別損失合計 195,986 56,709

税引前当期純損失（△） △259,206 △280,616

法人税、住民税及び事業税 2,414 2,360

法人税等還付税額 △1,036 －

法人税等合計 1,378 2,360

当期純損失（△） △260,584 △282,976
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,414,839 1,489,639

当期変動額   

新株の発行 74,800 19,200

当期変動額合計 74,800 19,200

当期末残高 1,489,639 1,508,839

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 345,796 420,496

当期変動額   

新株の発行 74,700 19,200

当期変動額合計 74,700 19,200

当期末残高 420,496 439,696

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 △1,569,244 △1,829,828

当期変動額   

当期純損失（△） △260,584 △282,976

当期変動額合計 △260,584 △282,976

当期末残高 △1,829,828 △2,112,805

自己株式   

当期首残高 △108 △108

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △108 △108

株主資本合計   

当期首残高 191,283 80,198

当期変動額   

当期純損失（△） △260,584 △282,976

新株の発行 149,500 38,400

当期変動額合計 △111,084 △244,576

当期末残高 80,198 △164,378
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 267

当期変動額合計 － 267

当期末残高 － 267

評価・換算差額等合計   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 267

当期変動額合計 － 267

当期末残高 － 267

新株予約権   

当期首残高 － 1,360

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,360 －

当期変動額合計 1,360 －

当期末残高 1,360 1,360

純資産合計   

当期首残高 191,283 81,558

当期変動額   

当期純損失（△） △260,584 △282,976

新株の発行 149,500 38,400

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,360 267

当期変動額合計 △109,724 △244,309

当期末残高 81,558 △162,750
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  役員の異動 

  （１）代表取締役の異動 

  

  （２）その他の役員の異動 

    ①辞任取締役 

     取締役   川合 アユム 

     同氏は、平成25年10月28日付で取締役を辞任いたしました。 

    ②辞任監査役 

     監査役   金井 淳 

     同氏は、平成25年９月10日付で監査役を辞任いたしました。 

    ③仮監査役（監査役職務一時代行者）の選任 

     仮監査役  森本 修 

     同氏は、平成25年９月10日付で大阪地方裁判所の決定により、仮監査役（監査役職務一時代行者）に選任され

ました。  

  

   

６．その他

氏 名 新役職 旧役職  

 曽和 祥員 

（ソワ ヨシカズ） 
 代表取締役  取締役 

 川合 アユム 

（カワイ アユム）  
－  代表取締役 
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