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

21年3月期第3四半期 915 △23.0 △238 0.0 △1,586 0.0 △409 0.0
20年3月期第3四半期 1,188 △55.2 △783 0.0 △971 0.0 2,715 0.0

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3四半期 △0.96 0.00
20年3月期第3四半期 6.37 0.00

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3四半期 7,206 1,728 24.0 4.06
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3四半期  1,728百万円 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 0.00 0.00 ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 1,129 △19.9 △321 0.0 △1,543 0.0 △84 0.0 △0.20

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）  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。  

(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、当社が保有する持分法適用会社Leed Petroleum PLC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。  

新規 1 社 （社名 ASIA SPECIAL SITUATIONS GJP1 LTD. ） 除外 0 社 （社名 ）

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3四半期  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3四半期  21,838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3四半期  426,378,253株 20年3月期第3四半期  426,379,067株
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当第３四半期連結累計期間の連結売上高は915百万円（前年同期：1,188百万円）、営業利益は△238百

万円（前年同期：△783百万円）、経常利益は△1,536百万円（前年同期：△971百万円）、四半期純利益

は△409百万円（前年同期：2,715百万円）となりました。 

前年同期との比較において、営業損失については、経費削減努力等が功を奏し大幅に改善したものの、

平成20年６月19日付で、既存債務の借換のため、当社子会社Asia Special Situations  GJP1 Limited

（以下、「ASSGJP1社」）を通じ、ADM Galleus Fund Limited（以下、「ADM社」）より米ドル建て短期借

入金（以下、「ADMローン」）を新たに借り受けたために、金融費用（支払利息および資金調達費用）が

大きく嵩んだこと（当該期間における支払利息および資金調達費用の合計額：939百万円）、ならびに、

当社持分法適用会社Leed Petroleum PLC（以下、「リード社」）に係る持分法による投資損失△418百万

円を主な要因として、経常損失は前年同期より拡大しております。 

当第３四半期連結累計期間において、特別利益1,575百万円、特別損失△446百万円を計上しておりま

す。当該特別利益は、当社持分法適用会社リード社の新株発行に起因する持分変動利益686百万円およ

び、当社が保有していたByron Energy Pty Ltd.（オーストラリアの非上場の原油・ガス関連事業会社。

以下、「バイロン社」）株式を売却したことによる投資有価証券売却益778百万円、ならびに、当社連結

子会社ロドール社（当社完全子会社Lodore US Holdings, Inc.およびその連結子会社群を総称して言う)

が米国ルイジアナ陸上部エンデバー鉱区の探鉱中の暴噴事故につき保険金を回収したことによるその他特

別利益111百万円であり、当該特別損失は、当社が保有するAdavale Resources Limited（オーストラリア

証券取引所に上場するウラン探鉱事業会社。株式コード：ADD。以下、「アダヴェイル社」）の株式

21,333,334株（同社発行済株式の11.6%に相当）の再評価による投資有価証券評価損△123百万円および、

ASSGJP1社によるADMローンに関し当社が差し入れている、3.55百万米ドルを責任上限額とした保証債務に

つき、ADMローンの差入担保資産の時価の合計が予定返済額を大幅に下回っている現状から、満額引当金

を繰り入れることとし、偶発損失引当金繰入額323百万円を計上したためであります。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

当第３四半期連結累計期間において、当事業セグメントで売上高486百万円（前年同期：749百万円）、

営業利益118百万円（前年同期：△458百万円）を計上いたしました。 

当事業セグメントでは、前年同期との比較において、当第３四半期連結累計期間の売上高が減少してい

るものの、営業利益は大幅に改善しております。これは主に、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、同第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ことにより売上

高および営業損失が減少となったことによる影響に加え、ロドール社が、第２四半期連結会計期間中、ラ

イナー・ケーシング（原油・ガス試掘時に裸坑に挿入するパイプ）の販売を行ったことにより、売上高お

よび営業利益が増大したことによる影響によるものです。当該ライナー・ケーシングは、当初、米国ルイ

ジアナ陸上部ノースウエスト・カプラン鉱区における探鉱プロジェクトへの参加を予定し在庫として取得

していたものであり、同プロジェクトへの探鉱参加を平成20年３月に見合わせたため、第２四半期連結会

計期間中、第三者に346百万円で販売し、売上高として計上したものです。 

・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

（天然資源開発投資事業）
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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ます。また、第２四半期連結会計期間中に米国で発生した

２つのハリケーンの影響による一時的な操業停止の影響も受け、カミ鉱区における生産による売上高は大

幅に減少しております。カミ鉱区の水処理問題解決のための井戸の掘削については、前述の大型ハリケー

ンが襲来した影響もあり、井戸掘削のための設備（掘削リグ）の手配に時間を要しているほか、カミ鉱区

オペレーターによる 終的な掘削計画（予算およびスケジュール）の提示が本決算短信提出日現在未だな

されておらず、当該水処理用井戸掘削完了時期についての目処は立っておりません。 

  

各種撚糸（ミシン糸）の製造販売を行い、当第３四半期連結累計期間において、当事業セグメントで売

上高147百万円（前年同期：156百万円）、営業利益９百万円（前年同期：11百万円）を計上いたしまし

た。 

  

野菜の卸売事業を行い、当第３四半期連結累計期間において、当事業セグメントで売上高282百万円

（前年同期：283百万円）、営業利益０百万円（前年同期：１百万円）を計上いたしました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は7,206百万円となり、前連結会計年度末（7,242百万円）

に比べ35百万円の減少となりました。これは主に、流動資産が、前連結会計年度末（880百万円）との比

較において、現金及び預金が主にバイロン社株式売却による資金回収等を要因として899百万円増加した

こと等により828百万円増加して1,708百万円となったものの、固定資産については、前連結会計年度末

（6,361百万円）との比較において、リード社に係る関係会社株式が為替の変動等の影響により512百万円

減少となったこと等を主な理由として、863百万円減少し、5,497百万円となったことによるものでありま

す。 

  

当第３四半期連結会計期間末の負債総額は5,477百万円となり、前連結会計年度末（4,544百万円）に比

べ、933百万円増加いたしました。この増加の 大の理由は、平成20年６月19日付で、当社連結子会社

ASSGJP1社を通じ、当社グループの既存債務の一部（前連結会計年度末時点における合計残高4,192百万

円。うち、長期借入金1,001百万円、短期借入金1,679百万円および預り金1,511百万円）の借換のため、

上述のとおり、ADMローン（ADM社より受けている米ドル建て短期借入金。当第３四半期連結会計期間末の

残高4,983百万円）を受けておりますが、前述のとおり、金融費用（支払利息および資金調達費用）939百

万円が発生し、元本に組み入れられていることによるものであります。当第３四半期連結会計期間末にお

いて、前連結会計年度末と比較し、流動負債は1,944百万円増加し、一方固定負債は1,010百万円減少して

おります。 

（繊維事業）

（食品事業）

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（総資産）

（負債）
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なお、ADMローンのため、差入担保として、リード社株式（ASSGJP1社が保有する全104,615,384株）、

ASSGJP1社全株式、ASSGJP1社が保有する全現預金（当第３四半期連結会計期間末の残高：682百万円）、

ロドール社の全株式および資産、および、アダヴェイル社株式（当社が保有する全21,333,334株）を差

し入れております。平成20年９月以降、米国発の世界金融大不況の影響を受け、当該差入担保資産のう

ち、 も重要な比率を占めるリード社株式の株価（リード社が上場する英ロンドン証券取引所AIM市場に

おける取引値）および英ポンドの対米ドルレートが暴落したことにより、差入担保資産の時価の合計額

は、平成21年６月21日に予定する返済額である約58百万米ドルに対し、大きく下回る状況が継続しており

ます。当社は、借主たるASSGJP1社の親会社として、貸主たるADM社に対し、3.55百万米ドルを上限責任額

として保証を行っておりますが、現在の状況が大幅に改善しない場合、当社のかかる保証債務の履行の責

任が発生する可能性は極めて高く、当社が現在保有する現預金の金額（当第３四半期連結会計期間末の残

高316百万円）に鑑み、一時的に運転資金が不足する可能性があります。なお、当社のかかる保証債務に

ついては、満額（323百万円）、偶発損失引当金として繰入を行っております。 

当該状況の改善策につきましては、11ページ「５. 【四半期連結財務諸表】」「(４) 継続企業の前

提に関する注記」をご参照ください。 

  

当第３四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969百万円減少し、1,728百万円となりました。これは主に、四半期純利益△409百万円を計上したこ

とに加え、為替換算調整勘定が532百万円減少したことによるものであります。 

  

当社の平成21年３月期連結会計年度の四半期毎のこれまでの実績値および今後の業績予想値は下記のと

おりであります。 

 
  

売上高については、天然資源開発投資事業セグメントにおいて、上述のロドール社が保有するカミ鉱区

の水処理井戸の掘削による生産量の回復がさらに遅延することにより、第４四半期連結会計期間における

売上高が、上記の第４四半期の数値を下回り、このため、通期予想が若干未達となる可能性があります。

経常利益および当期純利益について、上記の第４四半期の数値より大きく悪化し、このため、通期予想

が大きく未達となる可能性があります。また、近時大きく変動する傾向にある為替レートの影響により、

大きな為替差損益が発生し、また、ADMローンの返済のため、リード社株式を一部または全部売却した場

合に、大きな影響が出る可能性があります。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。 

  

（少数株主持分を含めた純資産）

3. 連結業績予想に関する定性的情報

(単位：百万円）
第１四半期
（実）

第２四半期
（実）

第３四半期
（実）

第４四半期
（予）

通期（予）

売上高 206 551 156 214 1,129

天然資源事業 63 408 14 75 561

繊維事業 49 49 48 50 197

食品事業 93 94 94 89 371

営業利益 △ 176 78 △ 141 △ 83 △ 321

経常利益 △ 313 △ 281 △ 941 △ 7 △ 1,543

当期純利益 △ 204 1,067 △ 1,271 325 △ 84
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当社は、当社グループにおけるファイナンスおよび、リード社株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 社が設立したASSGJP1社を、平成20年６月16日付でADM 社より譲

り受け、新たに当社の連結子会社といたしました。 

その後、平成20年７月３日付で、当社は、連結子会社ASSGJP1社に対し、保有していたリード社株

（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。 

  

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、第２四半期連結会

計期間末の実地棚卸を基礎として、合理的な方法により算出する方法によっております。 

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。 

  

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. 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)

(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

② 固定資産の減価償却費の算定方法

(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
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１【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３四半期連結会計期間末
(平成２０年１２月３１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 1,020,838 121,724 

受取手形及び売掛金 133,673 395,774 

製品 43,542 68,578 

仕掛品 4,605 4,843 

貯蔵品 1,062 1,257 

その他 505,759 288,863 

貸倒引当金 △597 △430 

流動資産合計 1,708,884 880,611 

固定資産   

有形固定資産 325,415 404,961 

無形固定資産 48,286 64,155 

投資その他の資産   

関係会社株式 5,059,875 5,571,914 

その他 775,637 1,040,267 

貸倒引当金 △711,727 △720,189 

投資その他の資産合計 5,123,785 5,891,991 

固定資産合計 5,497,487 6,361,108 

繰延資産 322 903 

資産合計 7,206,694 7,242,623 

負債の部   

流動負債   

買掛金 75,627 75,331 

短期借入金 4,983,020 1,679,084 

未払法人税等 810 1,415 

賞与引当金 4,364 7,122 

偶発損失引当金 323,156 － 

その他 15,542 1,695,538 

流動負債合計 5,402,522 3,458,492 

固定負債   

長期借入金 － 1,001,900 

退職給付引当金 106 108 

廃坑引当金 75,099 82,656 

その他 － 1,172 

固定負債合計 75,206 1,085,838 

負債合計 5,477,728 4,544,330 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成２０年１２月３１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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,892,879 7,892,879 

利益剰余金 △5,743,515 △5,334,253 

自己株式 △1,843 △1,835 

株主資本合計 2,147,520 2,556,789 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,323 1,708 

為替換算調整勘定 △392,231 139,794 

評価・換算差額等合計 △418,554 141,503 

純資産合計 1,728,966 2,698,292 

負債純資産合計 7,206,694 7,242,623 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 915,513

売上原価 571,503

売上総利益 344,010

販売費及び一般管理費 582,215

営業損失（△） △238,205

営業外収益  

受取利息 7,091

為替差益 52,947

その他 314

営業外収益合計 60,353

営業外費用  

支払利息 258,825

資金調達費用 680,290

持分法による投資損失 418,906

その他 580

営業外費用合計 1,358,603

経常損失（△） △1,536,456

特別利益  

投資有価証券売却益 778,734

持分変動利益 686,089

その他 111,103

特別利益合計 1,575,927

特別損失  

投資有価証券評価損 123,104

偶発損失引当金繰入額 323,156

その他 111

特別損失合計 446,371

税金等調整前四半期純損失（△） △406,900

法人税、住民税及び事業税 2,360

法人税等合計 2,360

四半期純損失（△） △409,261
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 156,943

売上原価 174,291

売上総損失（△） △17,348

販売費及び一般管理費 123,713

営業損失（△） △141,062

営業外収益  

受取利息 450

その他 12

営業外収益合計 463

営業外費用  

支払利息 108,709

資金調達費用 532,069

為替差損 18,938

持分法による投資損失 141,325

その他 193

営業外費用合計 801,235

経常損失（△） △941,835

特別損失  

偶発損失引当金繰入額 323,156

その他 6,319

特別損失合計 329,476

税金等調整前四半期純損失（△） △1,271,311

法人税、住民税及び事業税 605

法人税等合計 605

四半期純損失（△） △1,271,916
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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（△） △406,900

減価償却費 48,100

のれん償却額 14,978

たな卸資産廃棄損 111

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,294

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 323,156

受取利息及び受取配当金 △7,111

支払利息 258,825

持分法による投資損益（△は益） 418,906

投資有価証券売却損益（△は益） △778,734

投資有価証券評価損益（△は益） 123,104

持分変動損益（△は益） △686,089

売上債権の増減額（△は増加） 228,264

たな卸資産の増減額（△は増加） 25,137

破産更生債権等の増減額（△は増加） 272

仕入債務の増減額（△は減少） 296

その他 269,809

小計 △176,166

利息及び配当金の受取額 7,111

利息の支払額 △259,978

法人税等の支払額 △2,965

営業活動によるキャッシュ・フロー △432,000

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 △1,626,694

投資有価証券の売却による収入 839,703

貸付金の回収による収入 8,190

その他 36,712

投資活動によるキャッシュ・フロー △742,088

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） 4,925,985

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 △7

担保預金の預入による支出 △682,725

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,393,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 216,388

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 338,113
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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。 

  

当社連結子会社ASSGJP1社がADM社より受けているADMローンにつき、２ページ「１．連結経営成績に

関する定性的情報」に記載のとおり、ASSGJP1社が保有するリード社株式104,615,384株等の資産を担保

として差し入れておりますが、ADMローンの満期日である平成21年６月21日に予定する返済額である約

58百万米ドルに対し、差入担保資産の時価の合計は大きく下回っております。当社は、ADMローンの保

証人として、3.55百万米ドルを責任上限額として保証を行っておりますが、現在の状況が大幅に改善し

ない場合、当社のかかる保証債務の履行の責任が発生する可能性は極めて高く、当社が現在保有する現

預金の金額（当第３四半期連結会計期間末時点の現預金残高316百万円）に鑑み、一時的に運転資金が

不足する可能性があります。このため、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、一般管理費の削減をはじめとする固定費の圧縮を図るほ

か、キャッシュ・フローを生むべき新規投資案件に投資することにより運転資金を借入によって賄う体

質からの脱出を図るべく、探索、精査および交渉等を重ねております。 

さらに、資金調達の実施により、運転資金、新規投資資金および上述の保証債務の履行に備えるため

の資金を確保すべく、具体的に潜在的な調達先と交渉中であり、すでに交渉の 終段階に入っているこ

とから、近い将来において合意に達し、十分な資金調達が可能であると判断しております。 

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、このような重要な疑義の影響を四半

期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

ａ. 事業の種類別セグメント情報 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(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        工業用ミシン糸、製袋用ミシン糸、非常用水土嚢(ウォーターゲル） 

（３）食品事業        青果物 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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 486,195 147,106 282,211 915,513 ― 915,513

(2) セグメント間の内部売上高 
    又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 486,195 147,106 282,211 915,513 ― 915,513

営業利益(又は営業損失) 118,142 9,599 823 128,565 (366,771) △238,205
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ｂ. 所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(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 

  

ｃ. 海外売上高 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(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。 

  

該当事項はありません。 

  

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 429,318 486,195 915,513 ― 915,513

 (2) セグメント間の内部売上高 
       又は振替高 ― ― ― ― ―

計 429,318 486,195 915,513 ― 915,513

営業利益(又は営業損失) 10,422 118,142 128,565 (366,771) △238,205

北米 
(千円）

計
(千円）

Ⅰ 海外売上高 486,195 486,195

Ⅱ 連結売上高 ― 915,513

Ⅲ 連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％) 53.1 53.1

(6) 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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前四半期に係る連結財務諸表等 

前第３四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）

区分 金額(千円） 百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 1,188,222 100.0
Ⅱ 売上原価 892,430 75.1
   売上総利益 295,791 24.9
Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 給与手当 339,225

 ２ 賞与引当金繰入額 10,440

 ３ 法定福利費 13,490

 ４  のれん償却費 150,358

 ５ 減価償却費 9,299

 ６ その他 556,868 1,079,682 90.9
   営業損失 783,890 △66.0
Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び受取配当金 14,571

 ２ 為替差益 37,476

 ３ その他 20,290 72,338 6.1
Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 251,067

 ２ 株式交付費償却 7,806

 ３ その他 852 259,727 21.9
   経常損失 971,278 △81.8
Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入額 11,345

 ２ 還付事業税 137,004

 ３ 持分変動利益 3,487,422 3,635,772 306.0
Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 16,988 16,988 1.4
   税金等調整前 
   四半期(当期)純利益 2,647,504 222.8
      法人税、住民税及び事業税 1,682

   法人税等調整額 ― 1,682 0.1
      少数株主損失 69,998 5.9
   四半期(当期)純利益 2,715,821 228.6
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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３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）
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 2,647,504

   減価償却費 272,864

   減損損失 16,988

   のれん償却額 150,358

   探鉱開発権償却額 63,795

   退職給付引当金の増減額 △ 5,823

   貸倒引当金の増減額 △ 11,345

   賞与引当金の増減額 2,735

   株式交付費償却 7,806

   受取利息及び受取配当金 △ 14,571

   支払利息 202,692

   為替差損益 △ 37,476

   持分変動利益 △ 3,487,422

   還付事業税 △ 137,004

   売上債権の増減額 △ 416,615

   たな卸資産の増減額 2,606

   未収入金の増減額 39,480

   長期前払費用の増加額 255

   仕入債務の増減額 31,770

   その他 22,705

    小計 △ 648,696

   利息及び配当金の受取額 22,708

   利息の支払額 △ 166,631

   法人税等の支払額 △ 2,287

   その他の受払額 98,668

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 696,238

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 △ 1,622,908

   無形固定資産の取得による支出 △ 2,009,437

   短期貸付金の回収による収入 11,179

   その他 △ 437,457

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,058,624

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 △ 69,691

   長期借入れによる収入 4,237,627

   連結子会社の株式の発行による収入 10,853,203

   その他 △ 43

   財務活動によるキャッシュ・フロー 15,021,096

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る為替換算差額 31,533

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 10,297,767

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 855,342

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少 △11,095,197

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 57,912
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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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）         

 
  

所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）         

 
  

天然資源開発
投資事業 
(千円)

繊維事業
(千円)

食品事業
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 

(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
    対する売上高

749,151 156,028 283,041 1,188,222 ― 1,188,222

 （2) セグメント間 
    の内部売上高 
   又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 749,151 156,028 283,041 1,188,222 ― 1,188,222

営業費用 1,207,842 144,614 281,937 1,634,394 337,718 1,972,112

営業利益(△営業損失) △458,690 11,414 1,103 △ 446,172 (337,718) △ 783,890

日本 
(千円)

北米
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社 

(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
    対する売上高

439,070 749,151 1,188,222 ― 1,188,222

 （2) セグメント間 
    の内部売上高 
   又は振替高

― ― ― ― ―

計 439,070 749,151 1,188,222 ― 1,188,222

営業費用 426,552 1,207,842 1,634,394 337,718 1,972,112

営業利益(△営業損失) 12,518 △ 458,690 △ 446,172 (337,718) △ 783,890

15

(株)アイビーダイワ（3587） 平成21年3月期第3四半期決算短信


