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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 206 △66.6 △176 ― △313 ― △204 ―

20年3月期第1四半期 620 △22.4 △529 ― △571 ― △420 ―

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

21年3月期第1四半期 △0.48 ―

20年3月期第1四半期 △0.99 ―

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

21年3月期第1四半期 7,464 2,058 27.6 4.83
20年3月期 7,242 2,698 37.3 6.33

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,058百万円 20年3月期  2,698百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 0.00 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 371 △60.2 △341 ― △402 ― 811 △72.1 1.90
通期 904 △35.8 △599 ― △810 ― 208 ― 0.49

4.  その他 
(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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、5ページ「定性的情報・財務諸表等」「4. その他」をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、5ページ「定性的情報・財務諸表等」「4. その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当社グループの業績を左右する主要な要因の一つである原油・天然ガス生産量は、天候および技術的トラブル等に起因して大きく上下し、また、探鉱および開発プロジ
ェクトの進捗状況および成否の如何、さらに新規鉱区の獲得および既存鉱区の売却等によっても重要な影響を受ける傾向があります。また、予想・制御困難な原油・天
然ガス価格市況および為替相場の動向にも大きく左右されます。本四半期決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情
報およ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。 
 さらに、当社が保有する関連会社リード・ペトロリアム・ピーエルシー株式またはその他の資産の譲渡等を行った場合においては、当社グループの業績に大きな影響が
生じる場合があります。 
 業績予想についてはまた、4～5ページ「定性的情報・財務諸表等」「「3. 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  426,400,000株 20年3月期  426,400,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  21,697株 20年3月期  21,437株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  426,378,389株 20年3月期第1四半期  426,379,572株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間の連結売上高は206百万円（前年同期： 620百万円）、営業損失は176百万円（前

年同期： 529百万円）、経常損失は313百万円（前年同期： 571百万円）、四半期純損失は204百万円（前年同

期：420百万円）となりました。

前年同期との比較において、当第１四半期連結会計期間の売上高と損失のいずれもが大幅に減少しており

ますが、この最大の要因は、リード社が前連結会計年度の第１四半期限りで連結除外となり、第２四半期以

降については同社が当社の持分法適用会社となったためです。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（天然資源開発投資事業）

当第１四半期連結会計期間において、当事業セグメントで売上高63百万円（前年同期： 473百万円）、営業

損失27百万円（前年同期：408百万円）を計上いたしました。

前年同期との比較において、当第１四半期連結会計期間の当事業セグメントにおける売上高と損失のいず

れもが大幅に減少している最大の要因は、前述のとおり、リード社が前連結会計年度の第１四半期限りで連

結除外となり、第２四半期以降については同社が当社の持分法適用会社となったためです。

当社連結子会社ロドール社が保有する唯一の生産鉱区である米国ルイジアナ州陸上カミ鉱区において、原

油・天然ガスの生産にあたり、水の排出量が通常より増加する現象が生じたため、水の処理作業が必要とな

り、このことが原油・天然ガス生産量の低下を招いており、今般のエネルギー市況、特に原油価格の高騰の

好影響にも拘らず低い生産量にとどまり、また今後も注視すべき状況が続いております。このカミ鉱区にお

ける水処理問題対策のため、共同事業体は、水処理用井戸を掘削することを予定しております。当該水処理

用井戸の掘削については、関係各省の許可が下りたため、現在は、掘削作業の開始時期につき検討しており

ます。

（繊維事業）

各種撚糸（ミシン糸）の製造販売を行い、当第１四半期連結会計期間において、当事業セグメントで売上

高49百万円（前年同期：52百万円）、営業利益１百万円（前年同期：４百万円）を計上いたしました。

（食品事業）

野菜の卸売事業を行い、当第１四半期連結会計期間において、当事業セグメントで売上高93百万円（前年

同期：94百万円）、営業利益０百万円（前年同期：０百万円）を計上いたしました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（総資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は7,464百万円となり、前連結会計年度末（7,242百万円）に

比べ221百万円の増加となりました。その主な要因は、未収入金等の増加により流動資産のその他が675百万

円増加しましたが、一方で、関係会社株式、投資有価証券および売掛金が、それぞれ、242百万円、59百万円

および238百万円減少したこと等によるものであります。
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（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債総額は5,405百万円となり、前連結会計年度末（4,544百万円）に比べ、

861百万円増加いたしました。これは主に、後述のとおり、既存の長期借入金の返済資金および未払金の支払

資金の確保を目的として行った借換によるものであり、この借換の結果、短期借入金が3,394百万円増加し、

一方で、未払金および長期借入金がそれぞれ1,540百万円および1,001百万円減少しております。

当 社 は、 平 成 20 年 6 月 19 日、 連 結 子 会 社 Asia Special Situations GJP1 Limited を 通 じ、

Asia Debt Management Hong Kong Limited（以下、「ADM Capital社」)が管理運営するADM Galleus Fund 

Limitedとの間で、Bayerische Hypo- und Vereinsbank A.G.およびConiston International Capital

Limitedに対し当社グループが当時有していた債務約43百万米ドル（約46.9億円）全額の借換を主たる目的と

し、47,300,000米ドルの融資の借入（以下、「本件融資」）に係る契約（以下、「本件融資契約」）を締結いた

しました。当社は、本件融資契約に基づき、当時当社が保有していた全リード社株式を担保として差し入れ、

本 件 融 資 の 実 行 の た め、 当 社 は、 当 該 リ ー ド 社 株 式 全 て を、 本 件 融 資 の 借 主 た る 子 会 社

Asia Special Situations GJP1 Limitedに、平成20年７月３日付で現物出資（以下、「本件現物出資」）の形

で移転いたしました。この結果、同社に対する当社出資額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当する額

となり、子会社Asia Special Situations GJP1 Limitedは、当社の特定子会社となりました。本件融資につ

き詳しくは、平成20年６月19日付「新規融資契約の締結および特定子会社の異動に関するお知らせ」をご覧

ください。

（少数株主持分を含めた純資産）

当第１四半期連結会計期間末の少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末（2,698百万円）に比べ

639百万円減少し、2,058百万円となりました。これは主に、四半期純損失204百万円を計上したことおよび為

替換算調整勘定が372百万円減少したことによるものであります。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間における、当社が開示している業績予想と実績値との乖離の状況は下記のとお

りであります。

第２四半期
累計期間

通期 第１四半期

予想値 予想値 予想値 実績値 差異

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (％)

売上高 371 904 183 206 24 13.15%

天然資源事業 85 337 40 63 23 58.70%

繊維事業 98 196 49 49 1 1.49%

食品事業 188 371 94 93 0 △0.09%

営業利益 △341 △599 △148 △176 △28 △18.84%

経常利益 △402 △810 △176 △313 △137 △78.04%

当期純利益 811 208 △274 △204 70 25.37%

当第１四半期連結会計期間における売上高は、当社が開示している同期間の予想売上高と比較し、天然資

源開発投資事業セグメントにおいて予想を上回ったことを主な原因として、24百万円（13.15%）予想値より

改善しております。

当第１四半期連結会計期間における営業損失は、当社が開示している同期間の予想営業損失より28百万円

（18.84%）拡大しております。これは主に、ADM Galleus Fund LimitedからAsia Special Situations GJP1 

Limitedに対する新規融資に係る費用が嵩んだことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間における経常損失は、当社が開示している同期間の予想経常損失より137百万円

（78.04%）拡大しております。これは主に、上述のとおり営業損失が拡大したことに加え、当社持分法適用会

社リード社に係る持分投資損失につき、業績予想策定時においては、税引前当期純利益の下方の少数株主損

益において調整するものとの前提で予想を策定していたところ、営業外費用（持分法による投資損失）119百

万円として計上したことによるものであります。当第１四半期連結会計期間において、乖離幅が大きくなっ

ておりますが、第２四半期連結期間における為替差損益の発生の状況等によっては乖離幅が縮小する可能性

もあることから、現時点においては、予想を維持することとしております。今後、予想の修正が必要との判

断となった場合には、直ちに開示いたします。

当第１四半期連結会計期間における四半期純損失は、当社が開示している同期間の予想四半期純損失より

70百万円（25.37%）縮小しております。これは主に、当第１四半期連結会計期間において、後述の

Byron Energy Pty Ltd.（以下、「バイロン社」）株式の譲渡に関連し、法人税等調整額106百万円を計上した

ことによるものであります。

なお、平成20年８月５日付「特別利益の発生およびこれに伴う平成21年3月期業績予想（連結）の修正に関

するお知らせ」にて発表いたしましたように、当社持分法適用会社が、平成20年８月５日付で25百万株の新

株発行による資金調達を実施しております。この結果、当社の同社に対する所有割合が、当該新株発行直前

の41.7%から37.9%に低下するとともに、710百万円の持分変動利益（特別利益）が発生しております。
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さらに、平成20年８月12日付「特別利益の発生およびこれに伴う平成21年3月期業績予想（連結・個別）の

修正に関するお知らせ」にて発表いたしましたように、当社が平成18年３月期第４四半期に696,000豪ドル

（当時の為替レート換算で58百万円）の取得価額で取得し保有していたバイロン社（非上場の豪州法人）の株

式1,160,000株を、1株6.57米ドルの売却価額（売却価額の合計：7.6百万米ドル。日本円換算で約811百万円。

取得価額の約13倍）で、平成20年8月14日を実行予定日として譲渡することにつき合意が成立しております。

このため、当社は、当該株式譲渡実行日において、投資有価証券売却益（特別利益）700百万円（本四半期決

算短信作成時点における概算値）を計上する見通しであります。

今後業績予想の修正が必要となる場合については、直ちにお知らせいたします。

4. その他

(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)

(主要な関係会社の異動）

当社は、当社グループにおけるファイナンスおよび、リード・ペトロリアム・ピーエルシー株式等の資

産管理運用等を行うことを目的として、平成20年６月３日に、ADM Galleus Fund Limitedが設立した

Asia Special Situations GJP1 Limitedを、平成20年６月16日、ADM Galleus Fund Limitedより譲り受け

たため、当第１四半期連結会計期間において、同社は新たに当社の連結子会社となりました。

その後、平成20年７月３日付で、Asia Special Situations GJP1 Limitedに対し、当社が保有していた

リード社株式全104,615,384株の現物出資を行い、同社の新株式１株を引き受けております。当該現物出資

の結果、当社の同社に対する出資の額が、当社の資本の額の100分の10以上となったため、同社は当社の特

定子会社となりました。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① たな卸資産の評価方法

四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の

実施たな卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月３０日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月３１日)

資産の部

　流動資産

　 現金及び預金 195,518 121,724

　 受取手形及び売掛金 158,688 395,774

　 製品 71,373 68,578

　 仕掛品 3,644 4,843

　 その他 966,089 290,120

    貸倒引当金 △157 △430

　 流動資産合計 1,395,156 880,611

　固定資産

　 有形固定資産 408,524 404,961

　 無形固定資産 110,945 64,155

　投資その他の資産

　 関係会社株式 5,329,011 5,571,914

　 その他 937,600 1,040,267

　 貸倒引当金 △717,459 △720,189

　 投資その他の資産合計 5,549,152 5,891,991

　 固定資産合計 6,068,622 6,361,108

　繰延資産 709 903

　資産合計 7,464,489 7,242,623

負債の部

　流動負債

　 買掛金 75,166 75,331

　 短期借入金 5,073,480 1,679,084

　 未払法人税等 605 1,415

　 賞与引当金 9,432 7,122

　 その他 154,991 1,695,538

　 流動負債合計 5,313,674 3,458,492

　固定負債

　 長期借入金 ― 1,001,900

　 退職給付引当金 95 108

　 廃坑引当金 87,796 82,656

　 その他 4,185 1,172

　 固定負債合計 92,077 1,085,838

　負債合計 5,405,752 4,544,330

純資産の部

　株主資本

　 資本金 7,892,879 7,892,879

　 利益剰余金 △5,538,846 △5,334,253

　 自己株式 △1,841 △1,835

　 株主資本合計 2,352,191 2,556,789

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 △60,834 1,708

　 為替換算調整勘定 △232,620 139,794

　 評価・換算差額等合計 △293,454 141,503

　純資産合計 2,058,736 2,698,292

負債純資産合計 7,464,489 7,242,623
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(2) 【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）

                当第１四半期連結累計期間
                （自 平成20年４月１日 
                 至 平成20年６月30日）

売上高 206,896

売上原価 170,914

売上総利益 35,982

販売費及び一般管理費 212,044

営業損失（△） △176,062

営業外収益

　受取利息 3,235

　為替差益 68,654

　その他 16

　営業外収益合計 71,906

営業外費用

　支払利息 37,985

　資金調達費用 51,405

　持分法による投資損失 119,870

　その他 193

　営業外費用合計 209,454

経常損失（△） △313,610

特別利益

　貸倒引当金戻入額 3,160

　特別利益合計 3,160

税金等調整前四半期純損失（△） △310,450

法人税、住民税及び事業税 761

法人税等調整額 △106,619

法人税等合計 △105,857

四半期純損失（△） △204,592
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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）

       当第１四半期連結累計期間
       （自 平成20年４月１日
         至 平成20年６月30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（△） △310,450

　減価償却費 20,871

　のれん償却額 4,992

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,002

　受取利息及び受取配当金 △3,235

　支払利息 37,985

　持分法による投資損益（△は益） 119,870

　売上債権の増減額（△は増加） 250,171

　たな卸資産の増減額（△は増加） △785

　仕入債務の増減額（△は減少） △165

　その他 △263,481

　小計 △147,229

　利息及び配当金の受取額 3,235

　利息の支払額 △38,197

　法人税等の支払額 △1,571

　営業活動によるキャッシュ・フロー △183,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

　無形固定資産の取得による支出 △1,626,694

　貸付金の回収による収入 2,730

　その他 37,359

　投資活動によるキャッシュ・フロー △1,586,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額（△は減少） 4,693,780

　長期借入金の返済による支出 △2,850,191

　自己株式の取得による支出 △5

　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,843,583

現金及び現金同等物に係る換算差額 576

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 73,793

現金及び現金同等物の期首残高 121,724

現金及び現金同等物の四半期末残高 195,518
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) セグメント情報

ａ. 事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

天然資源開
発投資事業

繊維事業 食品事業 計
消去又は

全社
連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

　売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 63,252 49,731 93,912 206,896 ― 206,896

(2) セグメント間の内部売上高

    又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 63,252 49,731 93,912 206,896 ― 206,896

営業利益(又は営業損失) △27,748 1,248 273 △26,226 (149,835) △176,062

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分の主な製品(役務を含む）

（１）天然資源開発投資事業 ガス、石油及びその他の天然資源の探鉱開発及び生産事業

（２）繊維事業 工業用ミシン系、製袋用ミシン系、非常用水土嚢(ウォーターゲル）

（３）食品事業 青果物

ｂ. 所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

日本 北米 計 消去又は全社 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
 売上高
　(1) 外部顧客に対する売上高 143,644 63,252 206,896 ― 206,896
　(2) セグメント間の内部売上高

       又は振替高
― ― ― ― ―

計 143,644 63,252 206,896 ― 206,896

営業利益(又は営業損失) 1,522 △27,748 △26,226 （149,835） △176,062

(注) １ 国又は、地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　 北米 ------- 米国等
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ｃ. 海外売上高

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

北米
(千円）

計
(千円）

Ⅰ 海外売上高 63,252 63,252

Ⅱ 連結売上高 ― 206,896

Ⅲ 連結売上高に占める

    海外売上高の割合(％)
30.5 30.5

(注) １ 国又は、地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

     北米 ------- 米国等

３ 海外売上高は、連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る連結財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

科 目

前年同四半期
(平成20年３月期
第１四半期)
金額(千円）

Ⅰ 売上高 620,295
Ⅱ 売上原価 466,275
　 売上総利益 154,019
Ⅲ 販売費及び一般管理費
　1. 給与手当 188,698
　2. 賞与引当金繰入額 3,480
　3. 法定福利費 5,279
　4.  のれん償却費 79,552
　5. 地質解析調査費 198,059
　6. 減価償却費 5,747
　7. その他 203,112
　 販売費及び一般管理費合計 683,929
　 営業損失 529,909
Ⅳ 営業外収益
　1. 受取利息 4,999
　2. 為替差益 100,782
　3. 雑収入 15,734
　 営業外収益合計 121,516
Ⅴ 営業外費用
　1. 支払利息 160,168
　2. 新株発行費償却額 ―
　3. 株式交付費償却額 2,602
　4. その他 ―
　 営業外費用合計 162,770

　 経常損失 571,163

Ⅵ 特別利益
　1. 固定資産売却益 ―
　2. 持分変動利益 ―
　3. 還付事業税 74,797
　4. その他の特別利益 6,220
　 特別利益合計 81,017
　 税金等調整前

490,145
　 四半期(当期)純損失
      法人税、住民税及び事業税 472
　 法人税等調整額 ―
      少数株主損失 69,998
　 四半期(当期)純損失 420,619
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

前年同四半期
(平成20年３月期第１四半期)

区分 金額(千円）
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
　 税金等調整前四半期(当期)純利益 △490,145
　 減価償却費 154,656
　 減損損失 ―
　 のれん償却額 79,552
　 持分変動利益 ―
　 たな卸資産評価損 ―
　 退職給付引当金の増減額 38
　 貸倒引当金の増減額 △6,087
　 賞与引当金の増減額 3,480
　 株式交付費の償却額 2,602
　 受取利息及び受取配当金 △4,999
　 支払利息 160,168
　 為替差損益 100,782
　 売上債権の増加額 △158,827
　 たな卸資産の増減額(△は増加) △569
　 未収入金の増減額 △26,302
　 長期前払費用の増加額 85
　 仕入債務の増減額(△は減少) 43,175
　 その他 △340,241
　 小計 △482,633
　 利息及び配当金の受取額 4,999
　 利息の支払額 △291,427
　 法人税等の支払額 △472
　 その他の受払額 96,752
　 営業活動によるキャッシュ・フロー △672,780
Ⅱ 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 △859,493
　 無形固定資産の取得による支出 △833,515
　 短期貸付金の回収による収入 5,719
　 その他 △412,501
　 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,099,790
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
　 短期借入金の純増減額 364,153
　 長期借入れによる収入 1,823,799
　 自己株式の取得による支出 ―

　 連結子会社の第三者割当増資による収入 ―

　 その他 ―
　 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,187,953

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る為替換算差額 32,393

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △552,224
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 855,342
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 303,117
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（３）セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） (単位:千円)

天然資源開発
繊維事業 食品事業 計 消去又は全社 連結

投資事業

売上高 473,148 52,717 94,429 620,295 620,295

営業費用 881,437 48,503 93,873 1,023,814 126,390 1,150,205

営業利益 △408,289 4,214 555 △403,518 (126,390) △529,909

所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） (単位:千円)

日本 北米 計 消去又は全社 連結

売上高 147,147 473,148 620,295 620,295

営業費用 142,377 881,437 1,023,814 126,390 1,150,205

営業利益 4,770 △ 408,289 △ 403,518 (126,390) △ 529,909
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