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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(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 ％

21年3月期 1,060 △24.8 △355 ― △1,764 ― △959 ―

20年3月期 1,409 △52.2 △1,096 ― △1,437 ― △3,481 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 △2.24 ― △48.4 △25.4 △33.5

20年3月期 △8.16 ― △80.1 △11.2 △77.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △320百万円 20年3月期  ―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

21年3月期 6,632 1,267 19.1 2.87
20年3月期 7,242 2,698 37.3 6.33

（参考） 自己資本   21年3月期  1,264百万円 20年3月期  2,698百万円

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

21年3月期 △1,523 △748 2,411 260
20年3月期 △480 △4,798 15,610 121

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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 ％

第2四半期 
連結累計期間

299 △60.6 △245 ― △705 ― △701 ―

通期 599 △43.5 △414 ― △869 ― △860 ―
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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、17頁「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、30頁「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、55頁「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 Asia Special Situations GJP1 Limited ） 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 441,400,000株 20年3月期 426,400,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  21,838株 20年3月期  21,437株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 556 △4.4 △453 ― △446 ― △4,305 ―

20年3月期 582 △48.9 △539 ― △613 ― △3,528 ―

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

21年3月期 △10.07 ―

20年3月期 △8.27 ―

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 1,520 110 7.1 0.24
20年3月期 7,231 4,364 60.4 10.24

（参考） 自己資本 21年3月期  107百万円 20年3月期  4,364百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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関連会社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、８頁「平成22年３月期の見通し」を合わせてご覧ください。 

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 ％

第2四半期 
累計期間

286 0.0 △178 ― △177 ― △173 ―

通期 586 5.4 △347 ― △339 ― △330 ―
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当連結会計年度開始当初、当社は、当時、支払期限が迫っていた既存債務（Bayerische Hypo-

und Vereinsbank AGおよびConiston International Capital Limitedからの各借入）の返済原資の調

達努力を行っており、可能な選択肢を検討した結果、ADM Galleus Fund Limited（以下、「ADM

社」）より、１年満期の米ドル建短期借入金47.3百万米ドル（以下、「ADMローン」）を借り入れる

こととし、当該融資の受け皿とすべく、Asia Special Situations GJP1 Limited（以下、「ASSGJP1

社」）を新たに当社の完全子会社とした上で、この子会社を通じてADMローンを借り入れ、既存債務

の借換を平成20年６月に実行いたしました。ADMローンのために、当社持分法適用会社

Leed Petroleum PLC（ロンドン証券取引所AIM上場。株式コード：LDP。以下、連結子会社群を総称し

て「リード社」）株式104,615,384株（以下、「リード株」）を担保として差し入れた他、当社およ

び当社連結子会社Lodore US Holdings, Inc.（以下、連結子会社群を総称して「ロドール社」）が当

初は責任が無限定であった保証を差し入れました。ADMローンの実行当初、リード株の米ドル換算の

時価は約118百万米ドルであり、ADMローンの返済に十分な担保価値を有しており、リード社がロンド

ン証券取引所AIM市場に上場してから１年の間売却制限にあったリード株の売却が可能となる平成20

年８月15日以降、一部ずつ売却することによって得る資金を用いて、ADMローンを返済していく計画

でありました。 

しかしながら、リード株の売却制限が解除された直後、米国に端を発した世界的金融恐慌・株安に

襲われ、リード株の米ドル建の時価は急落し、10月下旬には、契約で義務付けられていた担保カバー

率を下回る事態が生じました。このため当社は、ADM社と交渉し、当該財務制限条項抵触による期限

の利益喪失を回避すべく、ADMローンに係る契約条項の一部改定を行いました。これら一連の状況の

発生および契約改定の結果、ADM社に対する追加支払額4.9百万米ドルが発生し、また、追加担保とし

て、当社が平成20年に投資し、その後保有している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。なお、当連結会計年度中に、担保設定の解除を実

行）、ロドール社全株式および全資産、ならびにASSGJP1社が当時保有していた全現預金7.5百万米ド

ル（ただし、当連結会計年度中に、ADMローンの一部繰上弁済として全額充当済）の差入を行うこと

となりましたが、当初無限定責任であった当社が差し入れているADMローンの保証については、新た

に3.55百万米ドル（ただし、当連結会計年度中、257千米ドルについては繰上弁済を行ったため、当

連結会計年度時点では3.293百万米ドルに減額）の責任限度額を設けることにより、リード株等の差

入担保資産の時価が支払期限までに回復せず、ASSGJP1社が、全差入担保資産の充当によりADMローン

を完済できない場合であっても、当社自体が債務不履行に陥る可能性については大きく低減すること

ができました。 

  

1. 経営成績

(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 前連結会計年度 差異（%）

売上高 1,060 百万円 1,409 百万円 24.8%売上減

営業利益 △ 355 百万円  △ 1,096 百万円 67.6%損失減

経常利益 △ 1,764 百万円 △ 1,437 百万円 22.8%損失増

当期純利益 △ 959 百万円 △ 3,481 百万円 72.4%損失減
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当連結会計年度における売上高は、天然資源開発投資事業セグメントにおいて503百万円（前年同

期は827百万円）、繊維事業セグメントにおいて180百万円（前年同期は204百万円）、食品事業セグ

メントにおいて376百万円（前年同期は377百万円）を計上した結果、1,060百万円（前年同期は1,409

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、グループ全体の経費削減努力等が功を奏し大幅

に改善しておりますが、一方で経常損失は前年同期より拡大しております。経常損失の拡大は、主

に、既存債務の借換のためにADMローンを借り入れ、またその後、上述のADM社に対する追加支払額が

発生したこと等により、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（当連結会計

年度における支払利息および資金調達費用の合計額：1,134百万円）、ならびに、持分法適用会社リ

ード社に係る持分法による投資損失320百万円を計上したことによるものです。 

当連結会計年度において、特別利益1,575百万円、特別損失768百万円を計上しております。当該特

別利益は主に、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

が平成18年に投資し、その後保有していたByron Energy Pty Ltd.（オーストラリアの非上場の石

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、連結子会社ロドール社が米国ルイジアナ州陸上部エンデバー鉱区の探鉱中の暴墳

事故につき保険金を回収したことによるその他の特別利益111百万円の計上によるものであり、当該

特別損失は、主に、ASSGJP1社によるADMローンに関し当社が差し入れている、当連結会計年度末時点

において3.293百万米ドルを責任限度額とした上述の保証債務につき、ADMローンの差入担保資産の時

価の合計（当連結会計年度末現在：約25百万米ドル。ただし、時価評価不能な資産を含まず）が予定

返済額（約49百万米ドル）を大幅に下回っている現状から、全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こと、および、ロドール社が保有する米国ルイジアナ州カミ

鉱区における生産事業および、過去において複数の共同事業（探鉱事業）を行った共同事業者であ

り、当該共同事業のすべてにおいてオペレーターであったPel-Tex Oil Company, L.L.C.に対し保有

する売掛金等の債権（342百万円）につき回収が懸念されるため、概ね全額につき引き当てることと

し、貸倒引当金繰入額292百万円を計上したこと、ならびに、アダヴェイル社株式の再評価による投

資有価証券評価損123百万円を計上したこと等によるものであります。 

  

なお、当社は、当事業年度より導入された金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制

度に対応し、当該分野に専門性を有する公認会計士事務所から助言を得つつ、管理体制の再点検およ

び見直しを行い、当社の規模に応じた方法で有効な内部統制を構築・運営する一方で、組織のスリム

化と経費削減にも努めました。当社個別の販売費及び一般管理費は、前会計年度の571百万円から当

会計年度は475百万円と、前期比16.7%の削減を実現しております。翌会計年度につきましても、事業

基盤の拡大の努力を継続する一方で、事務所移転等も含めた一層の経費削減策についても実施してま

いる所存であります。 
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事業セグメント別の概況は以下のとおりです。 

（天然資源開発投資事業） 

当連結会計年度における当事業セグメントの売上高は503百万円（前年同期：827百万円）、営業利

益は82百万円（前年同期：△585百万円）となりました。 

前年同期との比較において、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ための売上高減少に加え、ロドール社

が保有するカミ鉱区の生産井において、石油・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、このことが石油・ガス生産量の低下を招き、カミ鉱

区からの売上高についても減少となりました。その一方で、当連結会計年度中、ロドール社が、当初

参加を予定していたために、米国ルイジアナ州陸上部ノースウエスト・カプラン鉱区における探鉱プ

ロジェクト用に在庫として取得していたライナー・ケーシング（石油・ガス試掘時に裸坑に挿入する

パイプ）の第三者への販売を行ったことによる売上高346百万円を計上し、結果的に、前年同期324百

万円の減少となりました。カミ鉱区の水処理問題解決策として、水処理用井戸の掘削を行う方法を検

討してまいりましたが、カミ鉱区のオペレーターが、同社の資金繰り等の事情により具体的な計画策

定に至っていないことに加え、上述のとおり、カミ鉱区を含めたロドール社の資産がADMローンの差

入担保資産として供されているために、当社グループとしてさらに修繕等の設備投資を行うことにつ

いての是非の判断もあり、掘削実施の目処は現時点において立っておりません。 

平成18年のカミ鉱区における比較的小規模の探鉱の成功後、３つの鉱区において（米国ルイジアナ

州陸上部ビッグ・マウス・バヨウ鉱区、米国テキサス州陸上部パドレ島プラム・ディープ鉱区および

米国ルイジアナ州陸上部エンデバー鉱区）、多額の探鉱資金を投入して行ったハイリスク・ハイリタ

ーンの深層部探鉱がいずれも結果として失敗に終わり、カミ鉱区においても水処理問題の発生等で十

分な営業キャッシュフローを生み出すことができず、マイナスのキャッシュフロー収支に陥っていた

ロドール社について、全役職員６名を、当連結会計年度中解雇しております。同社が保有するカミ鉱

区等の資産の管理については、その後、当社役職員が直接行っております。 

平成21年３月17日（日本時間）、上述の第三者割当増資の実行による資金調達を梃子として、当社

は新たに、Golden Gate Petroleum Ltd.（オーストラリア証券取引所に上場する石油・ガス探鉱・開

発・生産事業会社。株式コード：GGP）の完全子会社より、同社がオペレーターを務める、米国ルイ

ジアナ州陸上部バルザイユ鉱区の8%の権益を、1.5百万米ドル（159百万円。ただし、当連結会計年度

末現在掘削進行中のジュモンヴィル第２号井において、 深部の目標層であるシブ・ハズ層の探鉱に

成功し、商業生産が60日間以上継続した場合は、さらに0.5百万米ドルの支払を要する）の取得価額

で取得いたしました。同鉱区では、獲得時、ジュモンヴィル第１号井がすでにシブ・ハズ層より浅部

のマイオジップ層からの生産井として稼働中であり、獲得直後より、同生産井からの販売量の当社権

益比率分については、当社の取り分として貢献を開始しております。ただし、会計上は、獲得が当連

結会計年度末に極めて近く、金額が軽微であったため、売上高計上開始は、翌連結会計年度より行う

こととしております。同鉱区においては、ジュモンヴィル第２号井他、さらに井戸を掘削し、埋蔵量

および生産量の増大が計画されております。ジュモンヴィル第２号井において、シブ・ハズ層の探鉱

に成功しなかった場合であっても、ジュモンヴィル第１号井と同様マイオジップ層からの生産につい

てはほぼ確実であるものと見込まれております。 
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バルザイユ鉱区の概要 

 
(注)  ただし、オペレーターの推定による、確率考慮前の数値。 

P90：一定の経済条件を前提とし、90%以上の確率で採収可能であると推定される埋蔵量 

P50：一定の経済条件を前提とし、50%以上の確率で採収可能であると推定される埋蔵量 

P10：一定の経済条件を前提とし、10%以上の確率で採収可能であると推定される埋蔵量 

  

また資源・エネルギー分野におけるポートフォリオ分散の戦略の一環として、当社は、平成21年２

月、石炭・銅・オイルシェール等の鉱山権益を保有・開発するモンゴル国 大の民間鉱山企業である

Mongolyn Alt Corporationおよび、優れた石炭のアップグレード技術（品質改良技術）を保有するオ

ーストラリア証券市場上場企業White Energy Company Limited（株式コード：WEC）との間で、モン

ゴル石炭改質事業の企業化検討に関し三社間協定書を締結し、企業化の検討を行うことといたしまし

た。今後は、その後の共同事業についても２社と協議を行っていく予定です。 

さらに、平成20年11月の契約改定においてADMローンの差入担保に供していたアダヴェイル社株式

について、平成21年３月、契約の再改定を行い、担保設定の解除を実行いたしました。これは、平成

20年３月に実施した同社に対する投資は、当社の資源・エネルギー分野におけるポートフォリオ分散

の戦略の一環として行った戦略的投資であり、同社の株価はその後大きく下落したものの、当社は、

同社の探鉱事業の将来性に期待を継続して有しており、また、同社への出資を継続することにより、

当社のウラン事業への将来の進出の足掛かりを残しておきたいと考えたためであります。 

  

名称 バルザイユ鉱区

所在地 米国ルイジアナ州アイバーヴィル・パリッシュ

当社権益比率 8.00%

取得金額

1,500,000米ドル

ただし、現在掘削中のジュモンヴィル第2号井において、シブ・ハ
ズ層の探鉱が成功し、かつ 低60日間以上商業生産が継続した場合
は、さらに500,000米ドルの支払義務が発生し、購入金額は
2,000,000米ドルとなる。

100%ベースの 
推定埋蔵量(注) 
(単位： 百万バ
レル石油換算埋
蔵量) 
 

中間値 P90 P50 P10

マイオジップ層 4.2 3.2 4.4 5.5

カメライナ層 5.7 3.2 5.4 8.6

シブ・ハズ層 22.3 17.4 22.3 27.8

バルザイユ鉱区合計 32.5 27.1 32.5 38.4

共同事業者 
および 
権益比率 
(当社取得後)

Golden Gate Petroleum Ltd （ASXコード:GGP) 33.25%

Eastern Advisors 12.00%

Pantheon Resources PLC  11.25%

Modena Resources Limited （ASXコード:MDA) 9.00%

株式会社アイビーダイワ 8.00%

Quest Petroleum NL （ASXコード:QPN) 5.00%

プロジェクト・ベンダーの参加権 21.50%

主要な設備 
および現況

ジュモンヴィル第1号井 マイオジップ層より生産中。

ジュモンヴィル第1号井
平成20年12月に掘削開始し、当連結会計年度末
時点で掘削継続中。

アコスタ第1号井

浅層部で廃棄された井戸を使ってマイオジップ
層の拡がりを調査したが確認できず、枝堀によ
る再調査または上層部にあるカメライナ層から
の生産の可能性等につき検討中。
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（繊維事業） 

各種撚糸（ミシン糸）の製造販売を行い、当連結会計年度において、当事業セグメントで売上高

180百万円（前年同期：204百万円）、営業利益９百万円（前年同期：17百万円）を計上いたしまし

た。 

  

（食品事業） 

野菜の卸売事業を行い、当連結会計年度において、当事業セグメントで売上高376百万円（前年同

期：377百万円）、営業利益１百万円（前年同期：１百万円）を計上いたしました。 
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（平成22年３月期連結業績予想） 

 
  

（部門別売上高見通し） 

 
  

（天然資源開発投資事業からの収入の算定基礎） 

 
  

上述の予想における特に重要な前提およびリスク等につきましては、以下の各前提に関する説明お

よび13頁「事業等のリスク」を合わせてご覧ください。 

  

上述の予想販売量において、当社が保有し、本決算短信作成時点において１つの生産井が稼動し

ているバルザイユ鉱区の生産分（稼働中の生産井および本決算短信作成時点において検査中の井戸

の合計２本）を織り込んでおります。バルザイユ鉱区の予想販売量は、現在稼動中のジュモンヴィ

ル第１号井における生産量が現状維持で継続することを見込むほか、第２四半期中に生産開始が見

込まれるジュモンヴィル第２号井について、ジュモンヴィル第１号井と同様の浅層部マイオジップ

層から、同程度の生産が10月から開始されるとの前提を立てております。ジュモンヴィル第２号井

については、生産が開始されないリスク、生産開始が大きく遅延するリスク、生産量が予想を下回

るリスクがある一方で、より深層部のシブ・ハズ層からの生産となること等により、生産量が予想

を上回る可能性もあります。また、現時点において具体的な予定は決まっておりませんが、同鉱区

において、オペレーターは、今後さらに生産井を掘削し、生産量を増加させていく方針でありま

す。 

② 平成22年３月期の見通し

平成22年3月期
（予想）

平成21年3月期
（実績）

前期比

売上高 599 百万円 1,060 百万円 43.5%売上減

営業利益 △ 414 百万円 △ 355 百万円 16.6%損失増

経常利益 △ 869 百万円 △ 1,764 百万円 50.7%損失減

当期純利益 △ 860 百万円 △ 959 百万円 10.3%損失減

平成22年3月期
（予想）

平成21年3月期
（実績）

前期比

天然資源開発投資事業 58 百万円 503 百万円 △ 88.5%

繊維事業 171 百万円 180 百万円 △ 5.0%

食品事業 370 百万円 376 百万円 △ 1.6%

合計 599 百万円 1,060 百万円 △ 43.5%

品目 予想売上高 予想販売量 予想平均販売価格

原油 45 百万円 450 千US$ 11 千バレル US$40/バレル

天然ガス 13 百万円 138 千US$ 46 百万ft3 US$３/千ft3

合計 58 百万円  588 千US$ ― ―

(i) 予想販売量
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ロドール社が保有し現在生産中のカミ鉱区における生産分については、同鉱区のオペレーターか

らの売掛金等の回収問題が発生していること、また、同社の全資産が、平成21年６月に満期を迎え

るADMローンの担保として供されていること等の理由により、第１四半期についてのみ、概ね現状

維持の売上高が継続するものとの前提により織り込んでおります。一方で、当該回収問題の存在に

より、カミ鉱区からの予想売上高全額につき、貸倒引当金繰入額を営業費用として織り込んでおり

ます。 

  

原油および天然ガス価格については、現時点における実勢価格との比較において保守的に見積も

った価格を前提としております。しかしながら、実際の販売価格は予想を下回るリスクがありま

す。 

  

年間を通じ、円ドル為替レートは、１米ドルあたり100円の固定レートを使用しております。 

  

当社ならびに連結子会社ロドール社およびASSGJP1社の営業費用および営業外費用については、

現状を基準とし、一定の前提に基づき予測を立てております。 

当社グループがASSGJP1社を通じてADM社より借り入れているADMローンの返済期日が平成22年３

月期中に到来します。この返済資金に充当するためにリード株等の差入担保資産を売却し、また

は、ADM社に譲渡、もしくは担保が実行される可能性があります。この資産の移動により、また、

その他ADMローンの返済に関連し、特別損益が発生する可能性がありますが、当該特別損益につい

ては上記予想には織り込んでおりません。また、ADMローンの返済に関連し、上記予想に織り込ん

でいる金額以上の金融費用（営業外費用）および弁護士費用等（販売費及び一般管理費）が発生す

る可能性があります。 

当連結会計年度中またはそれ以前に減損処理または引当処理を行った資産につき、平成22年３月

期中に回収がなされた場合等には、特別利益が発生する場合がありますが、これらは上記予想には

織り込んでおりません。 

  

(ii) 予想平均販売価格

(iii) 円ドル為替レート

(iv) 費用および特別損益等
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（資産） 

当連結会計年度末における総資産は6,632百万円となり、前連結会計年度末（7,242百万円）に比べ

610百万円の減少となりました。流動資産は、前連結会計年度末（880百万円）との比較において、貸

倒引当金の292百万円の増加等により288百万円減少して592百万円となり、固定資産は、有形固定資

産については当社によるバルザイユ鉱区の権益獲得等の理由により坑井が141百万円増加した結果89

百万円増加したものの、無形固定資産については、ロドール社に係るのれんの減損を主な理由として

62百万円減少し、投資その他の資産については、主に、投資有価証券が211百万円減少したこと等を

理由として353百万円減少したため、前連結会計年度末（6,361百万円）との比較において、326百万

円減少し、6,034百万円となり、繰延資産は、前連結会計年度末（０百万円）との比較において、４

百万円増加し、５百万円となりました。 

  

（負債） 

当連結会計年度末の負債総額はは5,364百万円となり、前連結会計年度末（4,544百万円）に比べ、

820百万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

ため借り受けたADMローンに起因するものであります。前述のとおり、金融費用（支払利息および資

金調達費用）1,134百万円が発生しておりますが、これらは元本に組み入れられております。なお、

当連結会計年度中、一部繰上弁済を行っており、当連結会計年度末の残高は4,745百万円となってお

ります。当連結会計年度末において、前連結会計年度末と比較し、流動負債は1,825百万円増加し、

一方固定負債は1,004百万円減少しております。 

  

（純資産） 

当連結会計年度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

1,430百万円減少し、1,267百万円となりました。これは主に、ADMローンに係る当社の保証債務の弁

済のための資金の確保および新規投資資金の調達のため、当連結会計年度中の平成21年３月16日、第

三者割当増資の方法によって、新株式15,000,000株および新株予約権90個（行使により発行される株

式数90,000,000株）を発行し、当連結会計年度末までに77百万円の資金調達を行っており（ただし、

翌連結会計年度以降に新株予約権が行使された場合に払い込まれるべき金額を含まず）、その結果、

資本金および資本準備金がそれぞれ37.5百万円増加したものの、当期純利益△959百万円を計上した

ことに加え、為替換算調整勘定が522百万円減少したことによるものです。 

  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、260百万円となり、前連結会計

年度末121百万円と比較して139百万円の増加となりました。 

各区分におけるキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債および純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度は、956百万円の税金等調整前当期純損失となり、前連結会計年度3,548百万円の損

失と比較し縮小されました。その主な理由は、貸倒引当金483百万円、持分法による投資損失320百万

円、売上債権253百万円、投資有価証券評価損123百万円および坑井に係わる減価償却費63百万円やの

れんに係わる減損損失等60百万円を計上したものの、投資有価証券売却益778百万円、持分変動益686

百万円および未収入金等373百万円を計上したことが主要因となり、結果として当連結会計年度にお

ける営業活動によるキャッシュ・フローは、1,523百万円の資金減少(前連結会計年度は480百万円の

資金減少)となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度は、投資有価証券（バイロン社株式）の売却による収入839百万円があったもの

の、平成18年３月に連結子会社ロドール社がConiston International Capital Limitedより探鉱資金

として受けていた預り金のうち、米国ルイジアナ州陸上部ノースウエスト・カプラン鉱区の探鉱プロ

ジェクトへの参加を資金繰り等の理由で断念したために返還することが必要となっていた15百万米ド

ルにつき、平成20年６月、ADMローンの借入で得た資金を原資として当社が立て替えてConiston 

International Capital Limitedに対し支払を行ったことによる、1,628百万円の無形固定資産の取得

に対する資金投入の結果、当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、748百万

円の資金減少（前連結会計年度は4,798百万円の資金減少）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度は、新たに短期資金の借入を実施し、既存の長期借入金の返済を実施した結果、当

連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは2,411百万円の資金増加（前連結会計年

度は15,610百万円の資金増加）となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
(注) 1. 自己資本比率：（純資産－新株予約権－少数株主持分）／総資産 

2. 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

3. キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（営業キャッシュ・フローが 

マイナスの期は記載しておりません） 

4. 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 

＊ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

＊ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

＊ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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、連結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すべての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 50.2 80.4 32.7 37.3 19.1

時価ベースの自己資本比率 140.5 188.3 125.6 106.0 46.6

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

― ― 57 ― ―

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

― ― 3 ― ―
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当社は、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確

保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行うことを目標とし、また、基本方針として

おります。 

営業利益を安定的に計上し得る状況を確保し得た段階で、配当性向の目処等の具体的な数値目標を設

定します。 

なお当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に掲げる事項につき、将来的な事業戦略を勘

案しつつ経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行い、また機動的な資本政策を実行するため、

法令に別段の定めがある場合を除いて、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることと

する旨を定款で定めております。 

  

現時点においては、未だ営業利益を安定的に計上し得る段階に至っていないため、内部留保の充実

の確保の観点から、平成21年３月期に関しては誠に遺憾ながら無配の予定であります。 

平成22年３月期の配当につきましては、業績が確定した時点で、前述の利益配分に関する基本方針

に則り検討し決定いたします。 

  

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

① 利益配分に関する基本方針

② 当期・次期の配当
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当社グループの事業展開上の主なリスク要因には以下のようなものがあります。以下の記載事項は当

社グループの事業上のリスクをすべて網羅するものではありません。また、ここに記載の内容・事項に

ついては、本決算短信作成時点において当社グループが認識しているものであり、当該時点以降の諸情

勢等の状況により変更されることがあります。 

連結子会社ASSGJP1社がADM社より受けているADMローンにつき、リード株等の差入担保資産を供し

ておりますが、平成20年秋以降発生した世界的な経済不況・株安・原油安等の影響を大きく受け、差

入担保資産の時価の合計額が、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49百万米ドルを大きく下回る現象が発生しております。当社は、本件融資の保証人として、当連結

会計年度末時点において3.293百万米ドルを責任上限額とした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なって

おります。当社は、かかる保証債務の履行のための資金等を確保すべく、平成21年３月16日、第三者

割当増資により新株式および新株予約権を発行し、資金調達を行いました。しかしながら、本決算短

信作成時点において、新株予約権が順調かつタイムリーに行使されるか否かの保証はなく、当社が債

務不履行に陥り、一時的に運転資金が不足する可能性があります。 

  

探鉱事業においては、探鉱に先立ち、権益・リースの取得、技術資料の購入・評価、掘削リグ等の

設備のレンタル等に多くの時間と費用（いわゆる先行投資）を要します。探鉱事業では、商業性のあ

る天然資源が発見されないという探鉱失敗のリスクのみならず、探鉱を推進する過程においても技術

的・地政学的な様々なリスクが存在し、結果として商業性のある天然資源が発見された場合であって

も当初予想した費用および時間を大幅に超過する場合があります。成功した場合、大きなリターンを

見込むことができる可能性のある事業である一方で、失敗の場合は先行投資がすべて無駄になりま

す。これらの費用は、探鉱開発権として資産計上を行い、成功した場合は、生産開始後に生産量に応

じて（生産高比例法）減価償却を行いますが、失敗した場合は、一括償却し、減損損失（特別損失)

として損失計上されます。さらに、探鉱事業は資本集約的な性格の事業であるため、探鉱プロジェク

ト推進のための資金を確保できない等の場合には、プロジェクトに参加する権利や鉱区のリースを失

うことがあります。このような場合においては、リース費用等の資産計上された費用の除却による減

損損失（特別損失)が生じます。 

当社およびロドール社は、ハイリスク・ハイリターンの深層部探鉱の実施については現在見合わせ

ておりますが、今後の資金繰りその他の状況に応じて、深層部探鉱との比較において低リスクな浅層

部探鉱またはPUD（既発見未開発）探鉱等については着手する可能性もあります。 

  

当社グループは米国における原油・天然ガスの生産事業を主要な営業収入源としているため、米国

における原油・天然ガス市況の動向により当社の業績は大きく左右されます。米国における原油・天

然ガスの価格はいずれも市場で決定されますが、米国経済や天候等により短期間であっても非常に大

きく変動します。 

  

(4) 事業等のリスク

① 債務不履行リスク

② 探鉱リスク

③ 原油・天然ガス価格変動リスク

㈱アイビーダイワ（3587）平成21年３月期 決算短信

-13-



天候または技術的トラブルその他の要因により、既存の生産井の生産量が大幅に低下し、また、既

存の生産井の修繕・アップグレード計画および開発井の掘削進行に遅延が生じる等の理由により、見

込みどおりの生産が達成できないことがあります。 

  

当社グループの主な営業収入源は米国における原油・天然ガスの生産事業による収入であるため、

円ドル為替レートの変動により、日本円ベースでの業績は直接的な影響を受けます。 

また、当社グループは外貨建て資産を多く保有し、また多くの外貨建て取引を行っているため、為

替の変動により、為替差損益が発生するリスクがあります。 

  

環境に関する規制等、米国における関連の規制の変更によって、当社グループの中核事業である天

然資源開発投資事業が影響を受ける場合があります。 

  

大型ハリケーン等の自然災害による被害や操業中の事故のリスクがあります。このリスクに対して

は、保険の付保により影響を低減するよう努めております。 

  

当社が保有するバルザイユ鉱区およびロドール社が保有するカミ鉱区において、当社およびロドー

ル社は、操業者（オペレーター。掘削・設備調整その他全般的なオペレーションにつき、計画の立

案、人員および機材の手配、またオペレーションの監督等をすべて行う権限と義務を有する共同事業

者)ではなく、第三者が操業者となっております。自らオペレーションを直接コントロールすること

ができないため、意に沿わない状況に陥り、またその状況を速やかに解消できないリスクがありま

す。実際に、ロドール社において、カミ鉱区のオペレーターであるPel-Tex Oil Company, L.L.C.よ

り、売掛金等の債権の回収問題が発生しております。 

ただし、このようなリスクはあるものの、オペレーターの責任および経済的負担は非常に大きいた

め、当社およびロドール社のいずれも、自らオペレーターとなることについては現時点においては検

討しておりません。 

  

当社が保有するバルザイユ鉱区における坑井（当連結会計年度末時点における簿価：159百万円）

およびロドール社が保有するカミ鉱区における坑井（当連結会計年度末時点における簿価：325百万

円）、また今後掘削し、あるいは獲得する坑井等の資産につき、何らかの原因により減損損失が発生

するリスクがあります。このほか、リード社に係る関係会社株式、アダヴェイル社に係る投資有価証

券、その他の資産についても減損のリスクがあります。 

  

④ 原油・天然ガス生産量変動リスク

⑤ 為替変動リスク

⑥ 規制関連リスク

⑦ 災害・事故等のリスク

⑧ 非操業者リスク

⑨ 減損リスク
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当連結会計年度末時点において、当社の総資産は、6,632百万円です。うち、リード社に係る関係

会社株式は5,474百万円であり、小さくない割合を占めております（総資産に対する割合：

82.5％）。 

リード社は、平成19年８月に持株法人を上場して上場会社となったこと、また、当社の連結子会社

でなく持分法適用会社となったことから、当社は、同社の経営の独立性を重視する立場を表明してお

ります。原則として、同社が対外的に正式に発表した情報を入手するほか、当社で独自に情報を入手

すること等は認められず、また、通常の株主権の行使以上に大株主として特別な影響力を行使するこ

とについても認められておりません。 

このことから、同社の今後の経営方針が必ずしも当社の意に沿わない状況となる可能性がありま

す。 

  

⑩ 関連会社非コントロール・リスク
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当グループは、当連結会計年度において、連結子会社ASSGJP1社とADM社との融資契約を平成20年６月

に締結し（以下、「ADMローン契約」）、ASSGJP1社が保有するリード株104,615,384株を担保として差

し入れたほか、当社および連結子会社Lodore US Holdings, Inc.が当初は責任が無限定であった保証を

差し入れました。 

当初は、リード株の米ドル換算の時価は約118百万米ドルであり、ADMローン返済に十分な担保価値を

有しておりました。しかし、リード株の売却制限（ロンドン証券取引所AIM市場上場後１年間）が解除

された平成20年８月15日の直後より、米国に端を発した世界的金融恐慌・株安に襲われ、リード株の米

ドル建の時価は急落し、平成20年10月下旬には、契約で義務付けられていた担保カバー率を下回る事態

が生じました。 

当社は、当該財務制限条項の抵触による期限の利益喪失を解消すべく、平成20年11月にADMローン契

約を修正し、ロドール社全株式および全資産、ASSGJP1社が当時保有していた全現預金7.5百万米ドル

（ただし、当連結会計年度中に全額を一部繰上弁済に充当済）、ならびに、当社が保有するアダヴェイ

ル社株式全21,333,334株（ただし、当連結会計年度中にADMローン契約の再改定により担保解除済）を

担保として供することとなりました。一方で、当初無限定責任であった当社が差し入れているADMロー

ンの保証債務については、新たに3.55百万米ドル（ただし、当連結会計年度中、0.257百万米ドルにつ

いては繰上弁済を行ったため、当連結会計年度末時点において3.293百万米ドルに減額）の責任限度額

を設ける措置を講じました。 

この結果、当社自体のADMローンに係る責任は大きく制限することができたものの、平成20年11月の

ADMローン契約改定以降もリード株の株価はさらに大きく下落し、大幅な担保割れの状況が継続してお

ります。このため、当社の3.293百万米ドルを上限とした保証債務の履行の可能性が高まっておりま

す。 

当グループが保有する現預金の残高に鑑み、当該保証債務の履行が必要となった場合、債務不履行に

陥る可能性があります。これにより、当グループには、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な状況が存在しております。 

このような状況を解消すべく、当社は、平成21年３月16日、第三者割当増資により、新株式

15,000,000株および新株予約権90個（新株予約権の対象となる当社株式90,000,000株）を発行し、資金

調達を実施いたしました。新株予約権が順調に行使された場合、当社は、当該保証債務の履行のための

資金の確保ができる見通しであります。さらに、残りの調達資金については、米国における石油・ガス

生産鉱区の権益獲得等の新規投資に充当し、営業キャッシュフローの確保を行う予定であり、平成21年

３月17日、当社は、米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区の８%の権益獲得を実行しております。 

しかし、新株予約権の行使期間中であることから、このまま権利行使が順調に行われるか否かについ

て確証が得られていないため、現時点では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、連結計算書類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

の影響を連結計算書類には反映しておりません。 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当連結会計年度末現在、当社グループは、当社（天然開発投資開発事業、繊維事業および食品事業に従

事）および、下記の連結子会社６社（１社は当社グループのファイナンスおよび資産管理運用等を担当、他

の５社はすべて天然開発投資開発事業に従事）ならびに持分法適用会社４社（すべて天然開発投資開発事業

に従事）で構成されております。 

当社 

連結子会社：「ASSGJP1社」 

連結子会社：「ロドール社」（５法人） 

持分法適用会社：「リード社」（４法人） 

  

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、当連結会計年度中の平成20年６月３日に、ADM 社が設立したASSGJP1 社の当時の発行済株式

全１株を、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Leed Petroleum PLCの株式

（全104,615,384 株）の現物出資を行い、ASSGJP1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、現在に至っております。 

  

2. 企業集団の状況

(1) 株式会社アイビーダイワ

(2) Asia Special Situations GJP1 Limited

(3) Lodore US Holdings, Inc.

(4) Lodore Delaware Petroleum, L.L.C.

(5) Lodore Louisiana, L.L.C.

(6) Lodore Oil & Gas Texas, L.L.C.

(7) Lodore Oil & Gas, L.P.

(8) Leed Petroleum LLC

(9) Leed Petroleum Inc

(10) Leed Petroleum Holdings LLC

(11) Leed Petroleum LLC
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関係会社の範囲
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当社は、天然資源に対する需要がかつてないほどの高まりを見せるなか、天然資源関連分野には大き

な将来性があると確信し、平成18年３月期において、事業戦略を見直し、今後高成長が期待できる天然

資源開発投資事業を新たな経営基盤とすることとしました。 

当社は現時点において、米国において原油・天然ガス資源の探鉱・開発・生産事業を推進している子

会社および関連会社への投資および豪州においてウラン資源の探鉱事業を推進している投資先会社への

投資を行っており、子会社および関連会社からの営業収益・持分投資損益の確保および株式・権益等の

資産売買による投資収益の確保を目指しています。 

  

当社グループは、天然資源関連事業の収益の根源であり、資産の価値を図る上で重要な指標である

天然資源の埋蔵量を拡大すること、特に、予想埋蔵量、推定埋蔵量および探鉱鉱区の未発見の埋蔵量

を、探鉱（ただしハイリスクの深層部探鉱については当面行わない）および開発の推進により、確認

埋蔵量のレベルに引き上げることを重要な経営指標の一つとしております。 

当社が当連結会計年度中新規に獲得したバルザイユ鉱区の埋蔵量については、上述のとおり、オペ

レーターの予想による埋蔵量の推定が行われておりますが、第三者評価機関による査定については、

今後行うこととなる見通しです。なお、連結子会社ロドール社が保有するカミ鉱区の埋蔵量および持

分法適用会社リード社が保有する複数の鉱区の埋蔵量については、ロドール社資産およびリード株が

いずれもADMローンの担保に供されており、担保割れの状態にあることから、当社グループの埋蔵量

の指標に算入することはしておりません。 

  

当社グループは、営業キャッシュフローを十分に生む事業の構築には現段階で至っておりません。

このため、従来、運転資金を借入によって調達を行う体質となっておりました。今後の運転資金を賄

うべき営業キャッシュフローを生み出すような事業を構築し、運転資金を営業キャッシュフローによ

って賄えるようになることが当社の主要な目標の一つであります。 

営業キャッシュフローの推移は、以下のとおりです。 

 
  

当社グループの中核事業である天然資源開発投資事業における重要な柱の一つは、権益および関係

会社株式等の当社が保有する資産の売買によって収益を確保する投資事業であります。当該投資事業

における利益には、固定資産売却益、持分変動利益、関連会社に係る持分法投資損益等があります

が、これらは、当期純利益に反映されるものであり、また、当期純利益は、将来株主配当を行う際に

も重要な指標のひとつであります。このため、当社グループは、当期純利益を非常に重要な経営指

標であると考えております。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

① 埋蔵量

② 営業キャッシュフロー

平成19年3月期 
(実績）

平成20年3月期
(実績）

平成21年3月期
(実績）

営業CF 125 百万円 △ 480 百万円 △ 1,523 百万円

③ 当期純利益
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当期純利益の推移は、以下のとおりです。 

 
  

当社グループは、天然資源・エネルギー関連分野において、新規事業・資産に対する投資についても

積極的に検討を行い、ポートフォリオを拡大・分散化し、一層の収益の機会を探求してまいります。 

  

原油・天然ガス開発事業において安定的に収益を確保するため、当社グループは、生産事業、開発事

業、探鉱事業を会社の発展段階に応じてバランスよく推進し、リスクとリターンのバランスの取れた計

画となるよう常に見直しつつ、事業運営を行っていく所存であります。 

生産事業はすでに発見されたものを順調に生産し、かつ 新技術と技術者の経験に基づく判断を駆使

して、当初の予定以上の生産を可能にすることにより安定した収入およびキャッシュ・フローが期待で

き、それを新たな権益獲得や一層の探鉱計画の実施に再投資できます。 

一方探鉱事業は、 新の技術を駆使し、 高の技術者の経験と地質学に関する知識に基づく判断力を

もって新規原油・ガスの発見に挑戦します。しかしながら、地下資源の発見という自然への挑戦には常

に不確定要素が伴い、その上掘削の結果必ずしも発見があるとは限りません。幸いにも発見に成功すれ

ば大きなリターンが得られる魅力があります。 

  

当社がADMローンにつき、当連結会計年度末時点において3.293百万米ドルを責任限度額して差し入れ

ている保証債務の弁済を確実に行うことにより、ADMローンの借入元である連結子会社ASSGJP1社が債務

不履行に陥り、ADMローンのため差し入れている全担保資産（ASSGJP1社株式および同社保有の全現預

金、ロドール社株式および同社保有の全資産、ならびにリード株）につき担保が実行された場合であっ

ても、当社自体の存続は確保することができます。このため、当社は、平成21年３月16日、第三者割当

増資を実行しておりますが、15,000,000株の新株式発行と同時に発行した新株予約権の行使が予定通り

行われることが保証債務弁済資金の確保のためには不可欠であります。新株予約権の権利行使が順調に

行われるか否かについて、本決算短信作成時時点において確証が得られていないため、当該時点では、

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。今後とも、当該新株予約権者と協議しつつ、

新株予約権の行使の促進の努力を継続して行う所存であります。 

  

平成20年3月期 
(実績）

平成21年3月期
(実績）

平成22年3月期
(予測）

当期純利益 △ 3,481 百万円 △ 959 百万円 △ 860 百万円

(3) 中長期的な会社の経営戦略

① 天然資源分野における投資事業の推進および新規機会の探求

② 米国原油・天然ガス開発事業の安定的なオペレーション

(4) 会社の対処すべき課題

① 債務不履行の阻止による企業の継続の確保
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当社グループは、平成18年３月期において天然資源開発投資事業を当社グループの新しい中核事業と

して位置づけ、新規参入し、現在に至っております。 

平成17年12月に買収し完全子会社化した、石油・ガス開発事業を中心とするリード社の持株法人であ

るLeed Petroleum PLCを平成19年8月に上場し、資産価値の増加の顕在化を行った一方で、ほぼ同時期

に買収し完全子会社化した、ハイリスク・ハイリターンの石油・ガス深層部探鉱事業を中心とするロド

ール社の探鉱事業の失敗により、探鉱資産の減損および同社に係るのれんの一括消却による大幅な減損

損失の計上を行いました（第62期から第64期までのロドール社探鉱資産の減損および同社に係るのれん

の一括消却による減損損失の累計額約27,417百万円）。また、平成20年３月に実施したアダヴェイル社

に対する投資についても、同社が推進するウラン探鉱事業で成果を挙げるに至っておらず、同社株式の

時価と当社の投資額との乖離額を投資有価証券評価損として計上しております（第63期から第64期まで

の累計計上額414百万円）。 

中核事業である当事業において安定した営業収益を継続的に計上する段階に至っていないことから、

当社グループは、企業の継続に必要な運転資金および事業規模拡大のための投資資金を外部調達によっ

て賄う体質となっております。少なくとも通常の運転資金については、営業キャッシュフローで賄える

体質とすべく、合理的な経費削減策を継続して実施し必要な運転資金の額を低減するとともに、営業キ

ャッシュフローを生むべき資産への選択的投資を行っていくことが必要と考えております。当連結会計

年度中実施した米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区の権益獲得はこの一環として行ったものです。

  

平成17年３月に新経営体制が発足して以降、当社グループは、収益性向上および経営資源のより有効

的な活用のため、各事業の見直しを継続的に行い、その結果、不採算事業および事業所の閉鎖等を行っ

てまいりました。 

引き続き、今後成長の見込めない事業については見直しを行い、 適な経営判断を行っていくことが

重要な課題であります。 

② 運転資金を営業キャッシュフローから確保する事業基盤固め

③ 成長の見込めない既存事業の見直し
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 121,724 260,992 

受取手形及び売掛金 395,774 137,306 

たな卸資産 74,679 － 

製品 － 46,775 

仕掛品 － 4,357 

貯蔵品 － 1,064 

前払費用 30,802 94,014 

未収入金 199,770 293,775 

差入保証金 21,863 26,350 

その他 36,426 21,319 

貸倒引当金 △430 △293,417 

流動資産合計 880,611 592,538 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 36,493 36,493 

減価償却累計額 △27,091 △28,813 

建物及び構築物（純額） 9,401 7,679 

坑井 877,848 1,019,780 

減価償却累計額 △488,006 △535,072 

坑井（純額） 389,841 484,708 

車両運搬具及び工具器具備品 22,964 15,356 

減価償却累計額 △17,246 △13,562 

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 5,717 1,793 

有形固定資産合計 404,961 494,181 

無形固定資産 

のれん 59,914 － 

その他 4,240 1,880 

無形固定資産合計 64,155 1,880 

投資その他の資産 

投資有価証券 239,991 28,590 

関係会社株式 *1 5,571,914 *1 5,474,037 

出資金 50 50 

長期貸付金 476,566 465,646 

破産更生債権等 272 － 

長期営業債権 223,350 223,350 

長期前払費用 12,269 4,526 

差入保証金 87,766 50,912 

貸倒引当金 △720,189 △708,997 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産合計 5,891,991 5,538,117 

固定資産合計 6,361,108 6,034,178 

繰延資産 

株式交付費 903 5,462 

繰延資産合計 903 5,462 

資産合計 7,242,623 6,632,179 

負債の部 

流動負債 

買掛金 75,331 72,607 

短期借入金 *1 － *1 4,745,823 

1年内返済予定の長期借入金 1,679,084 － 

未払金 143,422 122,805 

未払費用 35,401 224 

未払法人税等 1,415 1,415 

預り金 1,511,280 13,257 

賞与引当金 7,122 6,674 

偶発損失引当金 － 320,881 

その他 5,434 － 

流動負債合計 3,458,492 5,283,689 

固定負債 

長期借入金 1,001,900 － 

繰延税金負債 1,172 － 

退職給付引当金 108 102 

廃坑引当金 82,656 81,039 

固定負債合計 1,085,838 81,141 

負債合計 4,544,330 5,364,831 

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,892,879 7,930,379 

資本剰余金 － 37,500 

利益剰余金 △5,334,253 △6,293,986 

自己株式 △1,835 △1,843 

株主資本合計 2,556,789 1,672,049 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,708 △24,445 

為替換算調整勘定 139,794 △382,640 

評価・換算差額等合計 141,503 △407,086 

新株予約権 － 2,385 

純資産合計 2,698,292 1,267,348 

負債純資産合計 7,242,623 6,632,179 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 1,409,801 1,060,071 

売上原価 1,134,864 738,905 

売上総利益 274,936 321,166 

販売費及び一般管理費 *1 1,371,324 *1 676,592 

営業損失（△） △1,096,387 △355,426 

営業外収益 

受取利息 17,844 15,958 

受取配当金 21 19 

為替差益 － 52,784 

雑収入 20,572 3,815 

営業外収益合計 38,437 72,577 

営業外費用 

支払利息 239,799 373,704 

資金調達費用 72,495 760,463 

持分法による投資損失 － 320,584 

株式交付費償却 10,408 774 

為替差損 55,562 － 

雑損失 852 25,958 

営業外費用合計 379,119 1,481,484 

経常損失（△） △1,437,069 △1,764,332 

特別利益 

投資有価証券売却益 － 778,734 

持分変動利益 *2 3,487,422 *2 686,089 

貸倒引当金戻入額 14,410 － 

還付事業税 137,004 － 

その他 － 111,103 

特別利益合計 3,638,837 1,575,927 

特別損失 

減損損失 *3 5,458,302 *3 39,943 

たな卸資産廃棄損 428 361 

貸倒引当金繰入額 － 281,795 

偶発損失引当金繰入額 － 323,156 

投資有価証券評価損 291,513 123,104 

特別損失合計 5,750,244 768,360 

税金等調整前当期純損失（△） △3,548,475 △956,766 

法人税、住民税及び事業税 2,862 2,965 

法人税等合計 2,862 2,965 

少数株主損失（△） △69,998 － 

当期純損失（△） △3,481,340 △959,732 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 20,194,544 7,892,879 

当期変動額 

新株の発行 － 37,500 

資本金の取崩 △12,301,664 － 

当期変動額合計 △12,301,664 37,500 

当期末残高 7,892,879 7,930,379 

資本剰余金 

前期末残高 9,212,572 － 

当期変動額 

新株の発行 － 37,500 

資本準備金の取崩 △9,212,572 － 

当期変動額合計 △9,212,572 37,500 

当期末残高 － 37,500 

利益剰余金 

前期末残高 △23,367,150 △5,334,253 

当期変動額 

資本金の取崩 12,301,664 － 

資本準備金の取崩 9,212,572 － 

当期純損失（△） △3,481,340 △959,732 

当期変動額合計 18,032,897 △959,732 

当期末残高 △5,334,253 △6,293,986 

自己株式 

前期末残高 △1,792 △1,835 

当期変動額 

自己株式の取得 △43 △7 

当期変動額合計 △43 △7 

当期末残高 △1,835 △1,843 

株主資本合計 

前期末残高 6,038,173 2,556,789 

当期変動額 

新株の発行 － 75,000 

資本金の取崩 － － 

資本準備金の取崩 － － 

当期純損失（△） △3,481,340 △959,732 

自己株式の取得 △43 △7 

当期変動額合計 △3,481,383 △884,740 

当期末残高 2,556,789 1,672,049 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 3,203 1,708 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,494 △26,154 

当期変動額合計 △1,494 △26,154 

当期末残高 1,708 △24,445 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △42,958 139,794 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

182,752 △522,434 

当期変動額合計 182,752 △522,434 
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当期末残高 139,794 △382,640 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △39,754 141,503 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

181,258 △548,589 

当期変動額合計 181,258 △548,589 

当期末残高 141,503 △407,086 

新株予約権 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2,385 

当期変動額合計 － 2,385 

当期末残高 － 2,385 

少数株主持分 

前期末残高 387,991 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △387,991 － 

当期変動額合計 △387,991 － 

当期末残高 － － 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 6,386,409 2,698,292 

当期変動額 

新株の発行 － 75,000 

資本金の取崩 － － 

資本準備金の取崩 － － 

当期純損失（△） △3,481,340 △959,732 

自己株式の取得 △43 △7 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △206,732 △546,204 

当期変動額合計 △3,688,116 △1,430,944 

当期末残高 2,698,292 1,267,348 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純損失（△） △3,548,475 △956,766 

減価償却費 297,561 63,171 

減損損失 5,458,302 39,943 

のれん償却額 185,760 19,971 

探鉱開発権償却額 63,795 － 

たな卸資産廃棄損 428 361 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,816 △6 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,708 483,205 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,335 △447 

株式交付費償却 10,408 774 

投資有価証券評価損益（△は益） 291,513 123,104 

持分変動損益（△は益） △3,487,422 △686,089 

受取利息及び受取配当金 △17,865 △15,978 

支払利息 239,799 373,704 

為替差損益（△は益） 55,562 △52,784 

持分法による投資損益（△は益） － 320,584 

投資有価証券売却損益（△は益） － △778,734 

売上債権の増減額（△は増加） △260,226 253,190 

還付事業税 △137,004 － 

たな卸資産の増減額（△は増加） △35,287 21,280 

未収入金の増減額（△は増加） △157,696 △98,400 

長期前払費用の増減額（△は増加） 340 6,262 

仕入債務の増減額（△は減少） 32,317 △2,724 

その他 801,041 △275,014 

小計 △224,335 △1,161,393 

利息及び配当金の受取額 17,865 15,978 

利息の支払額 △369,906 △374,857 

法人税等の支払額 △2,862 △2,965 

その他 98,668 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー △480,570 △1,523,238 

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 △2,111,862 △47,399 

無形固定資産の取得による支出 △1,762,343 △1,628,311 

投資有価証券の取得による支出 △467,801 － 

有形固定資産の売却による収入 － 38,694 

投資有価証券の売却による収入 － 839,703 

短期貸付金の回収による収入 13,909 10,920 

その他 △470,463 38,064 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,798,560 △748,328 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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） △519,064 5,019,976 

長期借入れによる収入 5,276,508 － 

長期借入金の返済による支出 － △2,680,984 

担保預金の解除による収入 － 682,725 

担保預金の預入による支出 － △682,725 

株式の発行による収入 － 75,000 

連結子会社の株式の発行による収入 10,853,203 － 

自己株式の取得による支出 △43 △7 

その他 － △2,948 

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,610,604 2,411,036 

現金及び現金同等物に係る換算差額 30,107 △202 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,361,579 139,267 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △11,095,197 － 
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現金及び現金同等物の期首残高 855,342 121,724 

現金及び現金同等物の期末残高 121,724 260,992 
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月3１日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月3１日) 

当グループは、当連結会計年度において、連結子会社ASSGJP1社とADM社との融資契約を平成20年６

月に締結し（以下、「ADMローン契約」）、ASSGJP1社が保有するLeed Petroleum PLCの全株式

104,615,384株(以下、「リード株」）を担保として差し入れたほか、当社および連結子会社

Lodore US Holdings, Inc.が当初は責任が無限定であった保証を差し入れました。 

当初は、リード株の米ドル換算の時価は約118百万米ドルであり、ADMローン返済に十分な担保価値

を有しておりました。しかし、リード株の売却制限（ロンドン証券取引所AIM市場上場後１年間）が

解除された平成20年８月15日の直後より、米国に端を発した世界的金融恐慌・株安に襲われ、リード

株の米ドル建の時価は急落し、平成20年10月下旬には、契約で義務付けられていた担保カバー率を下

回る事態が生じました。 

当社は、当該財務制限条項の抵触による期限の利益喪失を解消すべく、平成20年11月にADMローン

契約を修正し、ロドール社全株式および全資産、ASSGJP1社が当時保有していた全現預金7.5百万米ド

ル（ただし、当連結会計年度中に全額を一部繰上弁済に充当済）、ならびに、当社が保有するアダヴ

ェイル社株式全21,333,334株（ただし、当連結会計年度中にADMローン契約の再改定により担保解除

済）を担保として供することとなりました。一方で、当初無限定責任であった当社が差し入れている

ADMローンの保証債務については、新たに3.55百万米ドル（ただし、当連結会計年度中、0.257百万米

ドルについては繰上弁済を行ったため、当連結会計年度末時点において3.293百万米ドルに減額）の

責任限度額を設ける措置を講じました。 

この結果、当社自体のADMローンに係る責任は大きく制限することができたものの、平成20年11月

のADMローン契約改定以降もリード株の株価はさらに大きく下落し、大幅な担保割れの状況が継続し

ております。このため、当社の3.293百万米ドルを上限とした保証債務の履行の可能性が高まってお

ります。 

当グループが保有する現預金の残高に鑑み、当該保証債務の履行が必要となった場合、債務不履行

に陥る可能性があります。これにより、当グループには、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような状況が存在しております。 

このような状況を解消すべく、当社は、平成21年３月16日、第三者割当増資により、新株式

15,000,000株および新株予約権90個（新株予約権の対象となる当社株式90,000,000株）を発行し、資

金調達を実施いたしました。新株予約権が順調に行使された場合、当社は、当該保証債務の履行のた

めの資金の確保ができる見通しであります。さらに、残りの調達資金については、米国における石

油・ガス生産鉱区の権益獲得等の新規投資に充当し、営業キャッシュフローの確保を行う予定であ

り、平成21年３月17日、当社は、米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区の８%の権益獲得を実行し

ております。 

しかし、新株予約権の行使期間中であることから、このまま権利行使が順調に行われるか否かにつ

いて確証が得られていないため、現時点では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は反映しておりません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項

  連結子会社の数   ５社   連結子会社の数   ６社

  連結子会社の名称   連結子会社の名称

   ロドール・ＵＳ・ホールディングス・インク    ロドール・ＵＳ・ホールディングス・インク

   ロドール・デラウェア・ 

            ペトロリアム・エルエルシー

   ロドール・デラウェア・ 

            ペトロリアム・エルエルシー

   ロドール・ルイジアナ・エルエルシー    ロドール・ルイジアナ・エルエルシー

 ロドール・オイル・アンド・ガス・ 

             テキサス・エルエルシー

 ロドール・オイル・アンド・ガス・ 

             テキサス・エルエルシー

 ロドール・オイル・アンド・ガス・エルピー  ロドール・オイル・アンド・ガス・エルピー

なお、当連結会計年度における連結子会社の異動は

以下の通りであります。

なお、当連結会計年度における連結子会社の異動は

以下の通りであります。 

 

      ――――――――― アジア・スペシャル・シテュエイションズ・ジージ

ェイピーワン・リミテッド

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金

管理運用等を行うことを目的として、平成20年６月

３日にエーディーエム・ガレウス・ファンド・リミ

テッドが設立した同社を平成20年６月16日にその全

株式を取得したため、当連結会計年度より、連結子

会社に含めることといたしました。 

 

(連結除外)４社 (連結除外)    ――――――――― 

 ダーシー・エナジー・ホールディングス・ 

              ＵＫ・リミテッド 

 ダーシー・エナジー・ＵＳ・インク 

 ダーシー・エナジー・ 

       ホールディングス・エルエルシー

 

 

 ダーシー・エナジー・エルエルシー

上記４社は、平成19年４月１日から６月30日(第１四

半期)までの金額を連結に含め、その後平成19年７月

１日以降は、連結の範囲から除外しております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数  ４社      

当連結会計年度中、当社連結子会社であった下記４

社は、当社の持分比率低下により、連結除外とな

り、新たに持分法適用関連会社となりました。

  ダーシー・エナジー・ホールディングス・ 

              ＵＫ・リミテッド 

  ダーシー・エナジー・ＵＳ・インク 

 ダーシー・エナジー・ 

       ホールディングス・エルエルシー

 ダーシー・エナジー・エルエルシー

さらに、上記４社は、平成19年７月に下記の通り

各々名称を変更しております。

(1) 持分法を適用した関連会社の数   ４社      

  リード・ペトロリアム・ピーエルシー

 リード・ペトロリアム・インク
 リード・ペトロリアム・

      ホールディングス・エルエルシー
 リード・ペトロリアム・エルエルシー

 リード・ペトロリアム・ピーエルシー

 リード・ペトロリアム・インク

 リード・ペトロリアム・ 

      ホールディングス・エルエルシー

 リード・ペトロリアム・エルエルシー
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 持分法の適用の手続について特に記載する必要が  

  あると認められる事項

持分法適用会社については、平成19年６月30日現在

で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しており

ます。

(2) 持分法の適用の手続について特に記載する必要が  

  あると認められる事項

  持分法適用会社については、平成20年６月30日現在 

  で実施した決算に基づく財務諸表を使用しており 

  ます。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 ３ 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決算日は、連結決算日と一致

しております。

連結子会社のうち、アジア・スペシャル・シテュエ

イションズ・ジージェイピーワン・リミテッドは、

12月31日が決算日となっているため、平成21年3月31

日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し

ております。 

なお、その他の連結子会社の決算日は連結決算日と

一致しております。 

 

４ 会計処理基準に関する事項 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) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 イ 有価証券の評価基準及び評価方法  イ 有価証券の評価基準及び評価方法

 ① その他有価証券  ① その他有価証券

時価のあるもの  時価のあるもの      

決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は、総平均法による原価法により

算定しております。

       同  左

時価のないもの 時価のないもの 

総平均法による原価法によって評価しておりま

す。 

同  左

 ロ たな卸資産の評価基準及び評価方法  ロ たな卸資産の評価基準及び評価方法

 ① 商品           通常の販売目的で保有する棚卸資産         

移動平均法による原価法により評価しておりま

す。

   先入先出法による原価法（収益性の低下による 

   簿価切り下げの方法）によっております。

 ② 製品 仕掛品 貯蔵品 

先入先出法による低価法により評価しておりま

す。

（会計方針の変更） 

（たな卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」(企業会計基準第９号 平成１８年７月５日公

表分)を適用しております。 

これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失に与える影響はありません。 
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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  ① 有形固定資産（リース資産を除く） 

              イ 坑井  生産高比例法               イ 坑井  生産高比例法 

       ロ その他 定率法        ロ その他 定率法       

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）は定額法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであります。

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）は定額法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであります。

   建物     ８～31年

   車両運搬具    ５年

   建物     ８～31年 

   車両運搬具    ５年

   工具器具備品 ４～20年    工具器具備品 ４～20年

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額資産は

３年で償却しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額資産は

３年で償却しております。

 (会計方針の変更)

法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号）)に伴い、当連結会計年度から、平成19

年４月１日以降に取得したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変更しております。  

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。

 (追加情報)  

当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可能限度額まで償却が終

了した翌年から５年間で均等償却する方法によって

おります。   

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。

 ② 無形固定資産  

 イ 探鉱開発権  生産開始時期から生産高比例法 

          にて償却しております。

 ② 無形固定資産（リース資産を除く）  

 イ 探鉱開発権   同  左

ロ その他    ソフトウェア（自社利用分）につ

いては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

ロ その他     同  左

③ 長期前払費用 期間（５年）に応じた経過月数で

償却しております。

③ 長期前払費用  同  左

(3) 重要な繰延資産の処理方法 (3) 重要な繰延資産の処理方法

 ① 株式交付費  ① 株式交付費

  ３年間で均等償却しております。         同  左

(4) 重要な引当金の計上基準 (4) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金  ① 貸倒引当金

売上債権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検討し、回収不

能見込額を計上しております。

        同  左

 ② 賞与引当金  ② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給

見込額のうち当連結会計期間の負担額を計上して

おります。

        同  左

 ③ 退職給付引当金  ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計期間

末における退職給付債務の見込額に基づき、当連

結会計期間末において発生していると認められる

額を計上しております。

        同  左

④ 廃坑引当金   ④ 廃坑引当金 

生産終結時における生産設備の撤去等の廃坑費用

の支出に備えるため、廃坑計画に基づき、当該費

用見積額と期間を基準に計上しております。

        同  左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

⑤ 偶発損失引当金

当連結会計年度から、当社連結子会社アジア・ス

ペシャル・シテュエイションズ・ジージェイピー

ワン・リミテッドが、エーディーエム・ガレウ

ス・ファンド・リミテッドから借りている米ドル

建て融資契約につき、当社が返済期日までにエク

イティ・ファイナンスを実施した場合又は返済期

日に担保資産による返済で不足が生じた場合等に

生じる可能性のある損失に備え必要見込額を計上

しております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。

 ――――――――

(6) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 (5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社等の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘

定に含めております。

        同  左

(7) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

在外連結子会社は所在地国の会計基準に基づい

て、ヘッジ対象に係る損益を認識する方法を採用

しております。ただし、金利スワップ取引につい

ては、特例処理の要件を充足している場合は、特

例処理によっております。

 ――――――――

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段   デリバティブ取引
       （金利スワップ取引及び商品価
        格ヘッジ取引）

――――――――

ヘッジ対象   借入金の元本と金利

 ③ ヘッジ方法

借入金元本返済のリスクを回避する目的で商品価

格ヘッジ取引を行い、また借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利スワップ取引を行ってお

ります。ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っ

ております。

――――――――

 ④ ヘッジ有効性評価の方法  

商品価格ヘッジ取引及び金利スワップについて

は、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロ

ー変動の累積及び相場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断しております。金利

スワップ取引については、特例処理によっている

ものは、有効性評価を省略しております。

――――――――

（8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 （8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

 ① 消費税等の会計処理  ① 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。        同  左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法によっております。

       同  左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

６ 探鉱開発権及びのれんの償却に関する事項 ６ 探鉱開発権及びのれんの償却に関する事項

(1) 探鉱開発権及びのれんの認識 (1) 探鉱開発権及びのれんの認識

在外子会社の買収に関わる会計処理は「企業結合に係

る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会

平成15年10月31日)に準拠し、買収によって獲得した

権利を探鉱開発権及びのれんとして認識しておりま

す。買収後の探鉱開発に係る支出については資産計上

し、生産段階で償却しております。

        同  左

(2) 探鉱開発権の償却 (2) 探鉱開発権の償却

生産高比例法により償却しております。         同  左

(3) のれんの償却 (3) のれんの償却

20年間で均等償却しております。         同  左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ７ 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が到来す

る短期投資からなっております。

        同  左
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 会計方針の変更 

 
  

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ―――――――――――― （リース取引に関する会計基準の適用）

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、当連結会計年度より、「リ

ース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)

(平成５年６月17日(企業審議会第一部会)、平成19

年３月30日改正)及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）

(平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正)を適用し、通

常の売買取引に係る会計処理によっております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失に与える影響はありません。

 ――――――――――――
（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に
  関する当面の取扱いの適用）

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用して

おります。なお、これによる損益へ与える影響はあ

りません。
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該当事項はありません。 

  

 
  

    該当事項はありません。 

  

【会計処理の変更】

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ―――――――――――― 財務諸表等の用語・様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月7日内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記された

ものは、当連結会計年度から「製品」「仕掛品」

「貯蔵品」に区分掲記しております。

【追加情報】
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

 

＊１ 担保資産及び担保付債務

   以下の通り貸出コミットメント契約、および他社

株転換特約付ローン契約における借入金の担保と

して資産を担保に供しております。

   担保に供している資産の額（簿価）

坑井 389,841千円

関係会社株式 5,571,914千円

計 5,961,755千円
なお、連結上消去された連結子会社株式、
2,563,374千円が下記の借入金の担保として供さ
れております。

   上記に対応する債務

一年内返済予定の長期借入金 1,679,084千円

長期借入金 1,001,900千円

計 2,680,984千円

 

 

＊１ 担保資産及び担保付債務

   以下の通り融資契約および修正契約における借入

金の担保として資産を担保に供しております。

   担保に供している資産の額（簿価）

関係会社株式 5,474,037千円

  上記に対応する債務

短期借入金 4,745,823千円

な お、連 結 上 消 去 さ れ た 連 結 子 会 社 株 式
853,155千円、およびロドール社全資産が上記の
借入金の担保として供されております。

＊２ 貸出コミットメント契約

   当社においては、バイエリッシェ・ヒポ・フェラ

インス銀行とコミットメント契約を締結してお

り、当連結会計年度末における貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は以下の通りでありま

す。

貸出コミットメントの総額 2,003,800千円

借入未実行残高 324,716千円

差引額 1,679,084千円

    ―――――――――――
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

＊１ 販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売

費 0.3％、一般管理費 99.7％であります。

   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当 421,818千円

法定福利費 16,332

のれん償却額 185,760

賃借料 67,521

保険料 75,195

旅費交通費 66,393

業務委託料 32,449

支払手数料 213,326

＊１ 販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売費

0.5％、一般管理費99.5％であります。

   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当 284,345千円

法定福利費 12,447

のれん償却額 19,971

賃借料 56,939

保険料 5,914

旅費交通費 43,504

業務委託料 23,928

支払手数料 165,915

＊２ 持分変動利益 ＊２ 持分変動利益

   連結子会社であるリード・ペトロリアム・ピーエ

ルシーの上場に伴う少数株主に対する時価発行増

資によるものであります。  

 

持分法適用関連会社であるリード・ペトロリア
ム・ピーエルシーの時価発行増資によるものであ
ります。  
 

＊３ 減損損失 ＊３ 減損損失

   当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。
当連結会計年度において、当社グループは以下の
資産グループについて減損損失を計上しました。

 (１)減損損失を認識した資産グループの概要  (１)減損損失を認識した資産グループの概要

 

場所 用途 種類 その他

北米
天然資源開
発投資事業

のれん・ 
探鉱開発権

―

 

場所 用途 種類 その他

北米
天然資源開
発投資事業

のれん ―

 (２)減損損失の認識に至った経緯  (２)減損損失の認識に至った経緯

   試掘結果が商業生産に値する成果を得ることが出

来ないと判断したため、当該探鉱鉱区の費用、お

よび当該鉱区に配賦したのれん、5,458,302千円

を減損損失として計上しております。 

     

   株式取得時に想定した生産計画に基づく超過収益

力に変更が生じたことから当該鉱区に配賦したの

れん、39,943千円を減損損失として計上しており

ます。

 (３)減損損失の金額  (３)減損損失の金額

のれん 2,630,693千円

探鉱開発権  2,827,608

のれん 39,943千円

 (４)資産のグルーピングの方法  (４)資産のグルーピングの方

   当社グループは、原則として事業の種類別毎、会

社毎、鉱区毎にグルーピングをしております。

            同 左

 (５)回収可能価額  (５)回収可能価額

   当該分野における専門の鑑定人により予想可採埋

蔵量に関する評価書を主な資料として回収可能価

額を算定しております。

   当該分野における専門の鑑定人により予想可採埋

蔵量に関する評価書を主な資料とし、今後の生産

計画を勘案して回収可能価額を算定しておりま

す。
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(変動事由の概要)  

増加は単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

 
（注）目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

  

   

(注）増加した15,000,000株は、平成21年３月16日に第三者割当増資により発行した新株式であります。 

  

   

(変動事由の概要)  

増加は単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

 
(注）目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

  

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 426,400,000 ― ― 426,400,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,428 1,009 ― 21,437

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
 （千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
ストックオプションとしての

第２回新株予約権
普通株式 ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ―

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 426,400,000 15,000,000 ― 441,400,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 21,437 401 ― 21,838

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計年
度末残高 
 （千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

ストックオプションとし
ての第２回新株予約権

普通株式 ― ― ― ― ―

第３回新株予約権 普通株式 ― 90,000,000 ― 90,000,000 2,385

合計 ― ― ― ― 2,385
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日)

現金及び預金勘定 121,724千円

預金期間が３か月を超える定期預金 ― 千円

現金及び現金同等物 121,724千円
 

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 260,992千円

預金期間が３か月を超える定期預金 ― 千円

現金及び現金同等物 260,992千円
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（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） 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(558,530千円)の主なものは、当社(本社)

の経営管理、財務経理等管理部門に係る費用等であります。 

 ４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（315,757千円）の主なものは、当社での余資運用資産

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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)

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

827,781 204,826 377,193 1,409,801 ― 1,409,801

(2) セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 827,781 204,826 377,193 1,409,801 ― 1,409,801

営業費用 1,413,132 187,577 375,816 1,976,526 529,662 2,506,188

営業利益 
(△営業損失)

△585,350 17,248 1,377 △566,724 (529,662） △1,096,387

Ⅱ 資産、減価償却 
   費、減損損失 
  及び資本的支出

資産 6,765,381 93,062 68,422 6,926,865 315,757 7,242,623

減価償却費 541,098 2,005 ― 543,104 4,013 547,117

減損損失 5,458,302 ― ― 5,458,302 ― 5,458,302

資本的支出 4,121,364 ― ― 4,121,364 1,580 4,122,944

（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
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（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） 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(464,646千円)の主なものは、当社(本社)

の経営管理、財務経理等管理部門に係る費用等であります。 

 ４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（403,661千円）の主なものは、当社での余資運用資産

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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)

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

503,464 180,413 376,193 1,060,071 ─ 1,060,071

(2) セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 503,464 180,413 376,193 1,060,071 ― 1,060,071

営業費用 421,240 170,679 375,096 967,016 448,481 1,415,497

営業利益 
(△営業損失)

82,223 9,733 1,097 93,054 (448,481) △355,426

Ⅱ 資産、減価償却 
   費、減損損失 
  及び資本的支出

資産 6,074,169 85,892 68,455 6,228,518 403,661 6,632,179

減価償却費 78,894 1,460 ― 80,354 2,788 83,143

減損損失 39,943 ― ― 39,943 ― 39,943

資本的支出 159,105 ― ― 159,105 ― 159,105

（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
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(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域  

 北米……………米国等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（558,530千円）の主なものは、当社(本

社)の経営管理、財務経理等管理部門に係る費用等であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（315,757千円）の主なものは、当社での余資運用資産

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

 
(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 北米……………米国等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（464,646千円）の主なものは、当社(本

社)の経営管理、財務経理等管理部門に係る費用等であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（403,661千円）の主なものは、当社での余資運用資産

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

日本 
(千円)

北米
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 582,019 827,781 1,409,801 ― 1,409,801

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 582,019 827,781 1,409,801 ― 1,409,801

  営業費用 563,393 1,413,132 1,976,526 529,662 2,506,188

  営業利益 
  (△営業損失)

18,626 △585,350 △566,724 (529,662) △1,096,387

Ⅱ 資産 337,624 6,589,240 6,926,865 315,757 7,242,623

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

日本 
(千円)

北米
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 556,606 503,464 1,060,071 ― 1,060,071

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 556,606 503,464 1,060,071 ― 1,060,071

  営業費用 545,775 421,240 967,016 448,481 1,415,497

  営業利益 
  (△営業損失)

10,830 82,223 93,054 （448,481） △355,426

Ⅱ 資産 182,939 6,045,578 6,228,518 403,661 6,632,179
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(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域  

(1) 北米……………米国等 

３ 海外売上高は、当社及び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。 

  

 
(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国等 

３ 海外売上高は、当社及び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。 

  

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

北米 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 827,781 827,781

Ⅱ 連結売上高（千円） ― 1,409,801

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

58.7 58.7

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

北米 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 503,464 503,464

Ⅱ 連結売上高（千円） ― 1,060,071

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

47.5％ 47.5%
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(リース取引関係)

前連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引（借主側）

１ ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

① リース資産の内容

有形固定資産

   本社使用の器具備品他であります。

② リース資産の減価償却の方法

     該当はありません。

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引
  のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日 
  以前のリース取引については、通常の賃貸借取引 
  に係る方法に準じた会計処理によっており、その 
  内容は次の通りであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具器
具備品

32,340 15,471 16,869

合計 32,340 15,471 16,869

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

 

取得価額
相当額
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高 
相当額 
(千円)

工具器
具備品

29,820 19,545 10,275

合計 29,820 19,545 10,275

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 6,594 千円

１年超 10,275 千円

16,869 千円
 

１年内 5,964 千円

１年超 4,311 千円

10,275 千円

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

 

支払リース料 7,224 千円

減価償却費相当額 7,224 千円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。

 

  支払リース料 5,964 千円

  減価償却費相当額 5,964 千円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。
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(注) １ 上記借入については、一般の取引条件と同様に決定しております。 

２ 他社株転換特約付ローン契約における保証金として、375,000ドルを差し入れております。 

３ 他社株転換特約付ローン契約において、リード・ペトロリアム・ピーエルシー、およびロドール・ＵＳ・ホ

ールディングス・インクの株式を担保提供しております。（第二順位） 

４ ロドール・ＵＳ・ホールディングス・インクの試掘費用1,500万ドルの債務保証をしております。 

５ クロスビー・コーポレート・ファイナンス（ホールディングス）リミテッドを通じてアダヴェイル社の株式

を取得しております。なお、取得価額は市場価格等を勘案して決定しております。 

  

(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(US$)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

その他
の関係
会社

コ ニ ス ト
ン・イ ン
タ ー ナ シ
ョ ナ ル・
キ ャ ピ タ
ル・リ ミ
テッド

英領 
バージ
ン諸島

1  投資業  （―） ―
資金の借
入

融資取引フ
ァームイン
契約

576,788 ― ―

他社株転換
特約付ロー
ン契約 
(注)２・３

1,001,900
長期借
入金

1,001,900

11,701
未収入
金

11,701

利息の支払 38,023 ― ―

資金調達コ
ストの支払

57,959 ― ―

手数料の支
払

3,953
前払費
用

21,884

保証金の差
入(注)２

37,571
差入保
証金

37,571

債務保証
債務保証
(注)４

1,502,850 ― ―

ク ロ ス ビ
ー・コ ー
ポ レ ー
ト・フ ァ
イ ナ ン ス
(ホールデ
ィングス)
リ ミ テ ッ
ド

ケイマ
ン諸島

1
投資持株会
社

 （―） ― 株式取得
株式の取得
(注)５

467,654
投資有
価証券

176,140

手数料の支
払

14,087 ― ―
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

(追加情報） 

当連結会計年度から平成18年10月17費公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計

基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 企業会計基準第13号）を適用しております。 

 
(注)   平成20年３月31日時点において「その他の関係会社」に該当していたクロスビー・キャピタル・リミテッド 

およびその 子会社群（コニストン・インターナショナル・キャピタル・リミテッド、およびクロスビー・ 

コーポレート・ファイナンス（ホールディングス）リミテッドを含む）は、平成20年６月25日から27日にかけ

て同グループが所有する当社株式を複数の第三者に売却したため、平成20年６月27日をもって当社の親会社及

び法人主要株主に該当しないこととなりました。 

よって、上記記載の取引の内容は、当会計年度から平成20年６月27日現在までの取引について記載しておりま

す。 

  

 
(注)資本金又は出資金10.2百万ドルは、当社の出資金額であります。  

  

該当はありません。 

                                                 

該当はありません。 

  

１ 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金 
(US$)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

そ の 他
の 関 係
会社

コニストン・イ
ンターナショナ
ル・キ ャ ピ タ
ル・リミテッド
（注） 

英領 
バージン
諸島

1  投資業 (―) 資金の借入

資金の返済

1,001,900 ─     ─

11,701 ─ ─

資金調達コスト
の支払

20,431 ─
─

手数料の支払 22,736 ─ ─

保証金の支払 37,571 ─ ─

(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(US$)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

関 連 
会 社

リ ー ド・ペ ト
ロ リ ア ム・ピ
ーエルシー

米国
10.2百万 
(注)

天然資源開
発

37.9
役員の  

兼任
監査費用の 
一部支払

4,407   未払金 4,407 

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係

会社の子会社等

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等
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該当はありません。 

  

当連結会計年度において、重要な関連会社はリード・ペトロリアム・ピーエルシーであり、

その要約財務情報は以下の通りであります。 

 
  

なお、上記財務情報は平成20年６月30日現在のものであり(損益項目は平成19年７月１日から平成

20年６月30日まで)、平成20年８月５日に実施された時価発行増資28.1百万ドルの金額は含まれてお

りません。 

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

流動資産合計 2,028,299 千円

固定資産合計 18,435,063

流動負債合計 1,787,022

固定負債合計 7,330,180

純資産合計 11,346,159

売上高 2,746,369

税引前当期純損失 △ 1,451,340

当期純損失 △ 788,820
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差 

  異の原因となった主要な項目別の内訳 

  税金等調整前当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

  

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   (繰延税金資産)

税務上の繰越欠損金 3,616,309千円

その他 397,821

繰延税金資産小計 4,014,130

評価性引当額 △4,014,130

繰延税金資産合計 ―

   (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △1,172

繰延税金負債合計 △1,172

繰延税金負債の純額 △1,172

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   (繰延税金資産)

税務上の繰越欠損金 4,727,824千円

その他有価証券評価差額金 9,950

その他 648,033

繰延税金資産小計 △5,385,807

評価性引当額 △5,385,807

繰延税金資産合計 ―
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行

い、投資有価証券評価損291,513千円を計上しております。 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行

い、投資有価証券評価損 123,104千円を計上しております。 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

  

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度（平成20年３月31日現在）

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

 連結貸借対照表計上額が 
 取得原価を超えないもの

 株式（注） 176,140 176,140 ―

連結貸借対照表計上額(千円）

   その他有価証券

    非上場株式 63,851

当連結会計年度（平成21年３月31日現在）

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

 連結貸借対照表計上額が 
 取得原価を超えないもの

 株式（注） 53,036 28,590 △24,445

連結貸借対照表計上額(千円）

   その他有価証券

    非上場株式 ―

区分
当連結会計年度     

（自 平成20年４月１日      
至 平成21年３月31日)

  売却額(千円) 839,703

  売却益の合計額(千円) 778,734
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

 
  

２．取引の時価等に関する事項 

在外連結子会社の利用しているデリバティブ取引は、所在地国の会計基準に基づいてすべてヘ

ッジ会計が適用されているため、記載対象から除外しております。 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

      該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

１．取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容及び利用目的等

在外連結子会社は、借入金元本返済リスク及び金利変動リスクを回避するために商
品価格ヘッジ取引及び金利スワップ取引を利用して所在地国の会計基準に基づいて
ヘッジ会計を行っております。

(2) 取引に対する取組方針

在外連結子会社のデリバティブ取引は、限度額を実需の範囲とし、投機目的の取引
またはレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない方針であります。

(3) 取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引の契約先は信用度の高い銀行であるため、相手先の契約不履行に
よる信用リスクはほとんどないと判断しております。

(4) 取引にかかるリスク管理体制

在外連結子会社のデリバティブ取引のリスク管理体制については、社内規定に従い
担当役員の承認を得て担当部署が行っております。
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当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。 

  

 
(注) 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

 
  

    簡便法を採用しているため、該当事項はありません。 

  

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

(1) 退職給付債務 (千円) △318 △156

(2) 年金資産 (千円) 209 54

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) (千円) △108 △102

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 (千円) ― ―

(5) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4) (千円) △108 △102

(6) 前払年金費用 (千円) ― ―

(7) 退職給付引当金(5)－(6) (千円) △108 △102

３ 退職給付費用の内訳  

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

退職給付費用 (千円) ― ―

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
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前連結会計年度（自平成19年４月１日至平成20年３月31日） 

 
  

 
  

(ストック・オプション等関係)

(1) ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年９月16日

付与対象者の区分及び人数 取締役８名および従業員14名

株式の種類 普通株式

株式の付与数 （株） 3,050,000

付与日 平成17年９月16日

権利確定条件

決議日在籍の取締役及び使用人に対し付与され、連結損益計算書の
当期純利益累計額が6,008,781千円を超過した後、 初に到来する定
時株主総会の日から６ヵ月後、12ヵ月後、18ヵ月後それぞれ30%、 
30%、40%の権利が確定します。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間 平成19年９月３日から平成27年９月２日まで

(2) ストック・オプションの規模及び変動状況

①ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年９月16日

権利確定前

 期首（株） 3,050,000

 付与（株） ―

 失効（株） ―

 権利確定（株） ―

 未確定残（株） 3,050,000

権利確定後

 期首（株） ―

 権利確定（株） ―

 権利行使（株） ―

 失効（株） ―

 未行使残（株） ―

②単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年9月16日

権利行使価格（円） 220

行使時平均株価（円） ―

付与日における公正な評価単価
（円）

―
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当連結会計年度（自平成20年４月１日至平成21年３月31日） 

 
  

 
  

 
  

(1) ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年９月16日

付与対象者の区分及び人数 取締役８名および従業員14名

株式の種類 普通株式

株式の付与数 （株） 3,050,000

付与日 平成17年９月16日

権利確定条件

決議日在籍の取締役及び使用人に対し付与され、連結損益計算書の
当期純利益累計額が6,008,781千円を超過した後、 初に到来する定
時株主総会の日から６ヵ月後、12ヵ月後、18ヵ月後それぞれ30%、 
30%、40%の権利が確定します。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間 平成19年９月３日から平成27年９月２日まで

(2) ストック・オプションの規模及び変動状況

①ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年９月16日

権利確定前

 期首（株） 3,050,000

 付与（株） ―

 失効（株） ―

 権利確定（株） ―

 未確定残（株） 3,050,000

権利確定後

 期首（株） ―

 権利確定（株） ―

 権利行使（株） ―

 失効（株） ―

 未行使残（株） ―

②単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年9月16日

権利行使価格（円） 220

行使時平均株価（円） ─

付与日における公正な評価単価
（円）

─
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該当事項はありません。 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額  

 
  

２ １株当たり当期純損失 

 
  

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 6円33銭 2円87銭

１株当たり当期純損失 8円16銭 2円24銭

なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、１株
当たり当期純損失であり、希薄
化効果を有している潜在株式が
存在しないため記載しておりま
せん。

なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、１株
当たり当期純損失であり、希薄
化効果を有している潜在株式が
存在しないため記載しておりま
せん。

項目
前連結会計年度 当連結会計年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,698,292 1,267,348

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円）

― 2,385

 （うち新株予約権） ( ― ) ( 2,385 )

普通株式に係る純資産額（千円） 2,698,292 1,264,963

普通株式の発行済株式数（千株） 426,400 441,400

普通株式の自己株式数（千株） 21 21

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（千株）

426,378 441,378

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純損失金額(円） 8円16銭 2円24銭

当期純損失(千円） 3,481,340 959,732

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） 3,481,340 959,732

普通株式の期中平均株式数(千株） 426,378 427,652

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要

(当社発行新株予約権）
平成17年９月２日臨時株主総会決
議ストックオプション 
    （新株予約権3,050個） 
     普通株式3,050,000株
(持分法適用関連会社発行) 
     新株予約権  
     普通株式4,145,863株

(当社発行新株予約権）
平成17年９月２日臨時株主総会決
議ストックオプション 
    （新株予約権3,050個） 
    普通株式3,050,000株
平成21年２月26日取締役会決議
    （新株予約権90個） 
    普通株式90,000,000株

(持分法適用関連会社発行）
   新株予約権 
    普通株式4,145,863株
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該当事項はありません。 

  

平成21年３月16日に第三者割当により当社が発行した第３回新株予約権は、当連結会計年度末時点

において、発行総数90個全て未行使でありましたが、当連結会計年度末以降、本決算短信発表日の前

日である平成21年５月14日までの期間において、下記のとおり行使がなされております。 

 行使個数    30個（平成21年５月14日現在の未行使個数60個） 

 交付株式数   30,000,000株（新株予約権１個につき1,000,000株） 

 払込総額    159,000,000円 

上記の結果、平成21年５月14日現在の当社の発行済株式総数および資本金の額は以下のとおりとな

っております。 

 発行済株式総数  471,400,000株 

 資本金の額   8,010,276,840円 

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 
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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20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 111,543 251,595 

受取手形 18,552 17,837 

売掛金 94,947 85,581 

製品 32,149 36,954 

仕掛品 4,843 4,357 

貯蔵品 1,257 1,064 

前払費用 30,802 14,325 

未収収益 *3 80,123 *3 982 

未収入金 *3 15,863 *3 1,184,654 

未収消費税等 7,312 7,658 

その他 618 6,296 

貸倒引当金 △430 △1,184,297 

流動資産合計 397,584 427,010 

固定資産 

有形固定資産 

建物 36,493 36,493 

減価償却累計額 △27,091 △28,813 

建物（純額） 9,401 7,679 

車両運搬具 4,529 4,529 

減価償却累計額 △3,732 △4,026 

車両運搬具（純額） 796 502 

工具、器具及び備品 10,827 10,827 

減価償却累計額 △8,454 △9,536 

工具、器具及び備品（純額） 2,372 1,290 

坑井 － 159,105 

有形固定資産合計 12,570 168,578 

無形固定資産 

電話加入権 1,210 － 

ソフトウエア 3,030 1,880 

無形固定資産合計 4,240 1,880 

投資その他の資産 

投資有価証券 239,991 28,590 

関係会社株式 *1 3,805,016 *1 3,805,016 

出資金 50 50 

長期貸付金 476,566 465,646 

関係会社長期貸付金 2,691,238 － 

破産更生債権等 272 － 

長期営業債権 223,350 223,350 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

長期前払費用 12,269 4,526 

差入保証金 *3 87,766 50,912 

貸倒引当金 △720,189 △708,997 

投資損失引当金 － △2,951,860 

投資その他の資産合計 6,816,331 917,235 

固定資産合計 6,833,143 1,087,694 

繰延資産 

株式交付費 903 5,462 

繰延資産合計 903 5,462 

資産合計 7,231,631 1,520,167 

負債の部 

流動負債 

買掛金 75,331 72,607 

1年内返済予定の長期借入金 *1, *4 1,679,084 － 

未払金 68,406 *3 118,660 

未払費用 18,739 *3 23,411 

未払法人税等 1,415 1,415 

前受金 5,434 － 

預り金 8,430 13,257 

賞与引当金 7,122 6,674 

偶発損失引当金 － 320,881 

流動負債合計 1,863,964 556,908 

固定負債 

関係会社長期借入金 *1 1,001,900 *1 853,155 

繰延税金負債 1,172 － 

退職給付引当金 108 102 

固定負債合計 1,003,181 853,257 

負債合計 2,867,146 1,410,166 

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,892,879 7,930,379 

資本剰余金 

資本準備金 － 37,500 

資本剰余金合計 － 37,500 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △3,528,267 △7,833,974 

利益剰余金合計 △3,528,267 △7,833,974 

自己株式 △1,835 △1,843 

株主資本合計 4,362,776 132,061 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,708 △24,445 

評価・換算差額等合計 1,708 △24,445 

新株予約権 － 2,385 

純資産合計 4,364,485 110,001 

負債純資産合計 7,231,631 1,520,167 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

製品売上高 204,826 180,413 

商品売上高 377,193 376,193 

売上高合計 582,019 556,606 

売上原価 

製品期首たな卸高 32,650 32,149 

当期商品仕入高 375,784 375,068 

当期製品仕入高 100,351 98,689 

当期製品製造原価 69,635 70,079 

合計 578,422 575,986 

製品期末たな卸高 32,149 36,954 

他勘定振替高 △4,388 4,488 

売上原価合計 550,661 534,543 

売上総利益 31,358 22,063 

販売費及び一般管理費 *1, *2 571,262 *1, *2 475,879 

営業損失（△） △539,904 △453,815 

営業外収益 

受取利息 *1 158,431 *1 48,719 

受取配当金 21 19 

為替差益 － 57,438 

受取手数料 *1 28,814 *1 － 

雑収入 4,857 18,847 

営業外収益合計 192,124 125,025 

営業外費用 

支払利息 *1 100,309 *1 50,435 

資金調達費用 *1 62,667 *1 40,553 

株式交付費償却 10,408 774 

為替差損 90,998 － 

支払手数料 － *3 24,685 

雑損失 852 1,273 

営業外費用合計 265,236 117,721 

経常損失（△） △613,015 △446,511 

特別利益 

投資有価証券売却益 － 778,734 

貸倒引当金戻入額 14,410 － 

還付事業税 137,004 － 

特別利益合計 151,415 778,734 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別損失 

たな卸資産廃棄損 428 361 

貸倒引当金繰入額 － 1,237,026 

投資損失引当金繰入額 － 2,951,860 

偶発損失引当金繰入額 － 323,156 

投資有価証券評価損 291,513 123,104 

関係会社株式評価損 2,772,304 － 

特別損失合計 3,064,247 4,635,509 

税引前当期純損失（△） △3,525,847 △4,303,286 

法人税、住民税及び事業税 2,420 2,420 

法人税等合計 2,420 2,420 

当期純損失（△） △3,528,267 △4,305,706 
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   【製造原価明細書】

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 労務費 29,052 44.3 26,853 38.6

Ⅱ 経費 ＊１ 36,464 55.7 42,739 61.4

   当期総製造費用 65,516 100.0 69,593 100.0

   期首仕掛品棚卸高 8,962 4,843

合計 74,479 74,436

   期末仕掛品棚卸高 4,843 4,357

   当期製品製造原価 69,635 70,079

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

(原価計算方法) 
 実際原価による総合原価計算を行っております。

(原価計算方法)
                  同    左

* 経費の内訳は、次のとおりです。 * 経費の内訳は、次のとおりです。

 

外注工賃 33,587千円

減価償却費 2,005

その他 870

合計 36,464
 

外注工賃 32,111千円

減価償却費 1,460

その他 9,167

合計 42,739
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 20,194,544 7,892,879 

当期変動額 

新株の発行 － 37,500 

資本金の取崩 △12,301,664 － 

当期変動額合計 △12,301,664 37,500 

当期末残高 7,892,879 7,930,379 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 9,212,572 － 

当期変動額 

新株の発行 － 37,500 

資本準備金の取崩 △9,212,572 － 

当期変動額合計 △9,212,572 37,500 

当期末残高 － 37,500 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △21,514,237 △3,528,267 

当期変動額 

資本金の取崩 12,301,664 － 

資本準備金の取崩 9,212,572 － 

当期純損失（△） △3,528,267 △4,305,706 

当期変動額合計 17,985,969 △4,305,706 

当期末残高 △3,528,267 △7,833,974 

自己株式 

前期末残高 △1,792 △1,835 

当期変動額 

自己株式の取得 △43 △7 

当期変動額合計 △43 △7 

当期末残高 △1,835 △1,843 

株主資本合計 

前期末残高 7,891,087 4,362,776 

当期変動額 

新株の発行 － 75,000 

資本金の取崩 － － 

資本準備金の取崩 － － 

当期純損失（△） △3,528,267 △4,305,706 

自己株式の取得 △43 △7 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 △3,528,310 △4,230,714 

当期末残高 4,362,776 132,061 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 3,203 1,708 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,494 △26,154 

当期変動額合計 △1,494 △26,154 

当期末残高 1,708 △24,445 

新株予約権 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2,385 

当期変動額合計 － 2,385 

当期末残高 － 2,385 

純資産合計 

前期末残高 7,894,290 4,364,485 

当期変動額 

新株の発行 － 75,000 

資本金の取崩 － － 

資本準備金の取崩 － － 

当期純損失（△） △3,528,267 △4,305,706 

自己株式の取得 △43 △7 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,494 △23,769 

当期変動額合計 △3,529,805 △4,254,483 

当期末残高 4,364,485 110,001 
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当事業年度において、連結子会社ASSGJP1社は、ADM社との融資契約を平成20年６月に締結し（以

下、「ADMローン契約」）、同社が保有するLeed Petroleum PLCの株式全104,615,384株(以下、「リ

ード株」）を担保として差し入れたほか、当社および連結子会社Lodore US Holdings, Inc.が当初は

責任が無限定であった保証を差し入れました。 

当初は、リード株の米ドル換算の時価は約118百万米ドルであり、ADMローン返済に十分な担保価値

を有しておりました。しかし、リード株の売却制限（ロンドン証券取引所AIM市場上場後１年間）が

解除された平成20年８月15日の直後より、米国に端を発した世界的金融恐慌・株安に襲われ、リード

株の米ドル建の時価は急落し、平成20年10月下旬には、契約で義務付けられていた担保カバー率を下

回る事態が生じました。 

当社は、当該財務制限条項の抵触による期限の利益喪失を解消すべく、平成20年11月にADMローン

契約を修正し、ロドール社全株式および全資産、ASSGJP1社が当時保有していた全現預金7.5百万米ド

ル（ただし、当事業年度中に全額を一部繰上弁済に充当済）、ならびに、当社が保有するアダヴェイ

ル社の全21,333,334株（ただし、当事業年度中にADMローン契約の再改定により担保解除済）を担保

として供することとなりました。一方で、当初無限定責任であった当社が差し入れているADMローン

の保証債務については、新たに3.55百万米ドル（ただし、当事業年度中、0.257百万米ドルについて

は繰上弁済を行ったため、当事業年度末時点では3.293百万米ドルに減額）の責任限度額を設ける措

置を講じました。 

この結果、当社自体のADMローンに係る責任は大きく制限することができたものの、平成20年11月

のADMローン契約改定以降もリード株の株価はさらに大きく下落し、大幅な担保割れの状況が継続し

ております。このため、当社の3.293百万米ドルを上限とした保証債務の履行の可能性が高まってお

ります。 

当社が保有する現預金の残高に鑑み、当該保証債務の履行が必要となった場合、債務不履行に陥る

可能性があります。これにより、当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が

存在しております。 

このような状況を解消すべく、当社は、平成21年３月16日、第三者割当増資により、新株式

15,000,000株および新株予約権90個（新株予約権の対象となる当社株式90,000,000株）を発行し、資

金調達を実施いたしました。新株予約権が順調に行使された場合、当社は、当該保証債務の履行のた

めの資金の確保ができる見通しであります。さらに、残りの調達資金については、米国における石

油・ガス生産鉱区の権益獲得等の新規投資に充当し、営業キャッシュフローの確保を行う予定であ

り、平成21年３月17日、当社は、米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区の８%の権益獲得を実行し

ております。 

しかし、新株予約権の行使期間中であることから、このまま権利行使が順調に行われるか否かにつ

いて確証が得られていないため、現時点では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、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

影響を財務諸表には反映しておりません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(5)【重要な会計方針】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原

価法によって評価

しております。

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式

               同  左

 

 (2) その他有価証券

   時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法 

なお、評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価

は、総平均法による原価法によ

り算定しております。
 

 (2) その他有価証券

   時価のあるもの 同  左

    時価のないもの       総平均法による原価法

によって評価しており

ます。

   時価のないもの          同  左

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

 (1) 商品          移動平均法による原価

法により評価しており

ます。

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

 通常の販売目的で保有する棚卸資産        

   先入先出法による原価法（収益性の低下による 

   簿価切り下げの方法）によっております。

 

 (2) 製品 仕掛品 貯蔵品    先入先出法による低価

法により評価しており

ます。

 

３ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産 定率法

          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)は

定額法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

３ 固定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）

  坑井     生産高比例法
  その他    定率法

          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)は

定額法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

           建物     ８～31年 

           車両運搬具  ５年 

           工具器具備品 ４～20年

           建物     ８～31年 

           車両運搬具  ５年 

           工具器具備品 ４～20年

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額資産は

３年で償却しております。 

 

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額資産は

３年で償却しております。

 (会計方針の変更)

法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号）)に伴い、当事業年度から、平成19年

４月１日以降に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更しております。  

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。 

     

――――――――

 (追加情報)

当事業年度から、平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却する方法によっており

ます。   

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。

――――――――
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (2) 無形固定資産 定額法

          ソフトウェア(自社利用分)につい

ては、社内における見込利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。

 (2) 無形固定資産(リース資産を除く）

             同左

 (3) 長期前払費用 期間(５年)に応じた経過月数で償

却しております。

 (3) 長期前払費用       同  左

４ 繰延資産の処理方法

 (1) 株式交付費 ３年間で均等償却しております。

４ 繰延資産の処理方法

 (1) 株式交付費      同  左

５ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金 売上債権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

能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

 

５ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金      同  左

 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払いに

充てるため、支給見込額のうち

当期の負担額を計上しておりま

す  

 (2) 賞与引当金      同  左

 

 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。  

 (3) 退職給付引当金      同  左

 

 (4) 投資損失引当金 子会社の投資に係る損失に供え

るため、当該会社の財務状況、

および回収可能性を勘案して必

要額を繰入計上しております。

 

 (5) 偶発損失引当金 当社連結子会社アジア・スペシ

ャル・シチュエイション・ジー

ジェイピーワン・リミテッドが

エーディーエム・ガリウス・フ

ァンド・リミテッドから借りて

いる米ドル建て融資契約につ

き、当社が返済期日までにエク

イティ・ファイナンスを実施し

た場合又は返済期日に担保資産

による返済で不足が生じた場合

等に生じる可能性のある損失に

備え必要見込額を計上しており

ます。

６ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。

  ―――――――――――                      
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(6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――――――― （たな卸資産の評価に関する会計基準）

 当会計年度より、「棚卸資産の評価に関する基準」

(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分)を適用

しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響は軽微であります。

―――――――――――― （リース取引に関する会計基準等）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関す

る会計基準」(企業会計基準第13号)(平成５年６月17日

(企業審議会第一部会)、平成19年３月30日改正)及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号）(平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正)

を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始

前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

これにより営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に

与える影響はありません。 
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該当事項はありません。 

【会計処理の変更】
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該当事項はありません。 

【表示方法の変更】
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   該当事項はありません。 

【追加情報】
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

 

＊１ 担保資産及び担保付債務

   以下の通り貸出コミットメント契約、および他社

株転換特約付ローン契約における借入金の担保と

して資産を担保に供しております。

   担保に供している資産の額（簿価）

関係会社株式 3,805,016千円

  計 3,805,016千円
   上記に対応する債務

一年内返済予定の長期借入金 1,679,084千円

関係会社長期借入金 1,001,900千円

  計 2,680,984千円

 

 

＊１ 担保資産及び担保付債務

   以下の通り子会社の借入、融資契約、及び修正契

約における借入金の担保として、以下の資産を担

保に供しております。

   担保に供している資産の額（簿価）

関係会社株式 853,155千円

   上記資産のほか、ロドール社の全資産（449,085

千円）、及び子会社が所有するリード社株式

（1,241,641千円）も担保に供されております。

  上記に対応する債務

子会社の短期借入金 4,745,823千円

＊２ 偶発債務

   コニストン・インターナショナル・キャピタル・

リミテッドが立替えているロドール・ＵＳ・ホー

ルディングス・インクの試掘費用1,500万ドルの

債務保証をしております。

＊２

――――――――――――

   

 

＊３ 関係会社項目

  関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

流動資産 未収入金 14,361千円

未収収益 80,123

固定資産 差入保証金 37,571

 

＊３ 関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

流動資産 未収入金 1,183,759千円

未収収益   982

流動負債 未払金 4,407

未払費用 23,815

＊４ 貸出コミットメント契約

   当社においては、バイエリッシェ・ヒポ・フェラ

インス銀行とコミットメント契約を締結してお

り、当事業年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は以下の通りであります。

貸出コミットメントの総額 2,003,800千円

借入未実行残高 324,716千円

差引額 1,679,084千円

 

＊４

――――――――――――
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

＊１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社からの受取利息  145,278千円

関係会社からの受取手数料 28,814

関係会社への支払手数料 18,041

関係会社への支払利息 38,079

関係会社への資金調達コスト 57,959

＊１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社からの受取利息  35,412千円

関係会社からの受取手数料 16,033

関係会社への支払手数料 4,407

関係会社への支払利息 23,815

関係会社への資金調達コスト

＊２ 販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売

費 0.9％、一般管理費 99.1％であります。

   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当 192,141千円

賞与引当金繰入額 13,920

賃借料 42,301

減価償却費 4,013

旅費交通費 53,945

業務委託料 23,381

支払手数料 170,302

＊２ 販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売

費 0.8％、一般管理費 99.2％であります。

   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当 162,167千円

賞与引当金繰入額 9,240

賃借料 43,056

減価償却費 2,788

旅費交通費 35,412

業務委託料 22,361

支払手数料 144,536

＊３  ―――――――――――――― ＊３ 営業外費用の支払手数料24,685千円は、担保資産

となっていた投資有価証券（アダヴェイル社株

式）の担保解除手数料であります。
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(変動事由の概要)  

増加は単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

   

(変動事由の概要)  

増加は単元未満株式の買取によるものであります。 

  

  

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 20,428 1,009 ― 21,437

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 21,437 401 ─ 21,838
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引（借主

側）

１ ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

   本社使用の器具備品他であります。

② リース資産の減価償却の方法

     該当はありません。

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引
  のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日 
  以前のリース取引については、通常の賃貸借取引 
  に係る方法に準じた会計処理によっており、その 
  内容は次の通りであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具器
具備品

27,875 13,373 14,501

合計 27,875 13,373 14,501
 

取得価額
相当額
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高 
相当額 
(千円)

工具器
具備品

25,625 16,811 8,814

合計 25,625 16,811 8,814

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 5,796 千円

１年超 9,713 千円

15,510 千円
 

１年内 5,518 千円

１年超 4,200 千円

9,718 千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

 

支払リース料 7,224 千円

減価償却費相当額 6,250 千円

支払利息相当額 1,220 千円
 

支払リース料 5,964 千円

減価償却費相当額 5,125 千円

支払利息相当額 781 千円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

 (減価償却費相当額の算定方法)

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

 (利息相当額)

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。    

 (減価償却費相当額の算定方法)  

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(利息相当額)

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5) 取得価額相当額の算定方法

当事業年度より、取得価額相当額の算定方法を支払

利子抜き法に変更しております。
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  子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

  子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

  

 
  

該当事項はありません。 

(有価証券関係)

前事業年度(平成20年３月31日現在)

区分
貸借対照表計上額 

(千円）
時価(千円） 差額(千円）

関連会社株式 1,241,641 8,792,525 7,550,884

当事業年度(平成21年３月31日現在)

(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   (繰延税金資産)

税務上の繰越欠損金 1,836,782千円

子会社株式評価損 9,282,832

その他 326,058

繰延税金資産小計 11,445,672

評価性引当額 △11,445,672

繰延税金資産合計 ―

   (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △1,172

繰延税金負債合計 △1,172

繰延税金負債の純額 △1,172

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   (繰延税金資産)

税務上の繰越欠損金 1,660,640千円

子会社株式評価損 9,282,832

その他有価証券評価差額金 9,950

その他 2,331,230

繰延税金資産小計 13,284,652

評価性引当額 △13,284,652

繰延税金資産合計 ―

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  税引前当期純損失を計上しているため記載しており

ません。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

          同    左

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

  

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純損失 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
（自 平成19年４月１日

  至 平成20年３月31日）

当事業年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 10円24銭 １株当たり純資産額 0円24銭

１株当たり当期純損失 8円27銭 １株当たり当期純損失 10円07銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であり、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在しない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について
は、１株当たり当期純損失であり、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

前事業年度 当事業年度
(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 4,364,485 110,001

貸借対照表の純資産の部の合計額から控除す
る金額（千円）

― 2,385

 （うち新株予約権） （ ― ） （2,385）

普通株式に係る純資産額（千円） 4,364,485 107,616

普通株式の発行済株式数（千株） 426,400 441,400

普通株式の自己株式数（千株） 21 21

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（千株）

426,378 441,378

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純損失(千円) 3,528,267 4,305,706

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) 3,528,267 4,305,706

普通株式の期中平均株式数(千株) 426,378 427,652

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

平成17年9月2日臨時株主総会決
議ストックオプション 
    （新株予約権3,050個） 
         普通株式3,050,000株

平成17年9月2日臨時株主総会決
議ストックオプション 
       （新株予約権3,050個） 
         普通株式3,050,000株

平成21年２月26日取締役会決議
    （新株予約権90個） 
    普通株式90,000,000株
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該当事項はありません。 

  

平成21年３月16日に第三者割当により当社が発行した第３回新株予約権は、当事業年度末時点にお

いて、発行総数90個全て未行使でありましたが、当事業年度末以降、本決算短信発表日の前日である

平成21年５月14日までの期間において、下記のとおり行使がなされております。 

 行使個数    30個（平成21年５月14日現在の未行使個数60個） 

 交付株式数   30,000,000株（新株予約権１個につき1,000,000株） 

 払込総額    159,000,000円 

上記の結果、平成21年５月14日現在の当社の発行済株式総数および資本金の額は以下のとおりとな

っております。 

 発行済株式総数  471,400,000株 

 資本金の額   8,010,276,840円 

(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 
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現任の取締役６名は、いずれも、平成21年６月24日開催予定の第64回定時株主総会の終結の時をもっ

て任期満了となります。このため、当該定時株主総会において、取締役選任の決議を付議する予定であ

ります。 

また、現任の常勤監査役である荒木洋光より、第64回定時株主総会の終結の時をもって、辞任したき

旨の届出が出ております。このため、監査役候補者１名の選任につき、当該定時株主総会において付議

する予定であります。 

このほか、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、当該定時株主総会において、監

査役補欠者１名の選任につき、付議する予定であります。 

当該定時株主総会において当社が提案する予定の取締役および監査役、ならびに補欠監査役の候補者

は、次のとおりです。 

6. その他

(1) 役員の異動

① 取締役候補者

候補者 
番 号

氏名 
（生年月日）

主な経歴等

1

昭和40年７月 三井物産株式会社入社

髙橋 正紀 昭和63年10月 同社天然ガス部長

(昭和16年７月13日） 平成６年６月 米国三井物産上級副社長兼ロスアンゼルス店長

平成10年１月 三井石油開発株式会社移籍

平成10年６月 同社取締役

平成15年６月 同社代表取締役副社長

平成17年１月 同社顧問

平成17年８月 当社顧問

平成17年９月 当社代表取締役社長 (現在）

2

平成５年 Cambridge Technology Group入社

スティーヴン 平成７年 Robertson, Stephens & Company入社

サミュエルフレミング 平成13年 Harvard Business School卒業

Stephen Samuel Fleming 平成13年 Massachusetts Renewable Energy Trust, Venture Capital 

(昭和46年７月25日) Program入社

平成17年 Asia Debt Management Hong Kong Limited
シニア・インベストメント・アナリスト（現任）

平成20年６月 当社取締役副社長 (現在）

(保有資格等) MBA (Harvard Business School)

3

昭和58年12月 Chase Manhattan Bank N.A. 入社

ジョニーコック 平成３年11月 Citicorp International Limited 入社

チェンチャン 平成５年12月 Union Bank of Switzerland 入社

Johnny Kok Chung Chan 平成９年４月 Bear Stearns Asia Limited 入社

(昭和34年12月10日) 平成11年８月 Techpacific Capital Limited (現Crosby Capital Limited )

取締役副会長CEO

平成17年６月 当社代表取締役副社長

平成19年６月 当社代表取締役 (現在）

平成20年４月 Crosby Asset Management Inc. 取締役（現任）

平成20年４月 Crosby Capital Limited 取締役(現任)

平成20年６月 当社取締役 (現在）
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注  (1) 現任の代表取締役副社長である山下喜八郎は、当該定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する

予定であります。 

(2) 吉田敏之氏およびロバート・クライヴ・アップルビー氏は社外取締役の候補者であります。 

(3) 豊島慶子氏は新任取締役の候補者であります。 

  

候補者 
番 号

氏名 
（生年月日）

主な経歴等

4

昭和56年 三井物産株式会社入社

吉田 敏之 平成６年 Mitsui Oil (Asia) Pty. Ltd. 上級副社長

(昭和32年３月９日) 平成10年 三井物産株式会社エネルギー本部

平成13年 Novus Petroleum Ltd. 取締役会オブザーバー

平成16年 Thompson & Knight LLP（ダラス事務所）

平成17年 Thompson & Knight LLP（ニューヨーク事務所）(現任)

平成19年 Thompson & Knight LLP 東京連絡事務所代表（現任)

平成20年６月 当社取締役 (現在）

(保有資格等) 米国ニューヨーク州弁護士

米国国際石油交渉者協会会員

法学修士(University of Pennsylvania Law School)

5

昭和57年 Lehman Brothers マネージング・ディレクター

ロバートクライヴ 平成６年 Crédit Agricole Indosuez 
アップルビー マネージング・ディレクター（Asian Fixed Income）

Robert Clive Appleby 平成６年 Singapore Foreign Exchange Markets Committee, 

(昭和36年８月２日) Monetary Authority of Singapore  評議会議員

平成９年 Asia Debt Management Hong Kong Limited 

取締役チーフ・インベストメント・オフィサー (現任)
平成20年６月 当社取締役 (現在）

6

平成６年４月 モニター・カンパニー・インク入社

豊島 慶子 平成９年５月 フォーバル・インターナショナル・

(荒井 慶子) テレコミュニケーションズ株式会社

(昭和44年４月29日) (現株式会社フォーバル・テレコム)入社

平成11年12月 パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・

ジャパン・リミテッド ヴァイス・プレジデント

平成12年11月 パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・

ジャパン株式会社(現株式会社EMCOMホールディングス)

シニア・ヴァイス・プレジデント

平成16年８月 同社 執行役員チーフ・フィナンシャル・オフィサー

平成18年９月 当社 専務執行役員(現在)

(保有資格等) 米国イリノイ州公認会計士(但し未登録)

法学修士(東京大学)
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注  (1) 阿井公宗氏は社外監査役の候補者であります。 

(2) 阿井公宗氏は新任監査役の候補者であります。 

  

 
注  (1) 竹林満浩氏は社外監査役（補欠）の候補者であります。 

(2) 竹林満浩氏は新任監査役（補欠）の候補者であります。 

② 監査役候補者

候補者
番 号

氏名 
（生年月日）

主な経歴等

1

昭和42年４月 日本電子株式会社入社

阿井 公宗 昭和50年９月 コーニング・インターナショナル株式会社入社

(昭和20年３月22日) 昭和51年11月 クラウン・リーシング株式会社香港法人社長 

兼 国際部副部長

平成２年８月 コスモ信用組合営業推進本部部長第２ブロック長 兼

芝支店長

平成４年２月 株式会社日本設計総務本部参事

平成17年５月 株式会社ジーエヌアイ経営管理部ジェネラルマネージャー

平成17年10月 シュアラスターホールディングス株式会社 

経営統括本部副本部長 兼

経理部長 兼 同社子会社 監査役

平成18年９月 株式会社ノッキングオン常勤監査役

平成19年７月 マッチングワールド株式会社常勤監査役

③ 補欠監査役候補者

候補者
番 号

氏名 
（生年月日）

主な経歴等

1

平成２年４月 花王株式会社 入社

竹林 満浩 平成８年10月 青山監査法人 入所

(昭和42年２月23日) 平成18年９月 プロアクティブ・マネジメント・コンサルティング代表

平成19年11月 株式会社プロアクティブ代表取締役（現任）

平成21年３月 サイレックス・テクノロジー株式会社

取締役（非常勤、現任）

(保有資格等) 公認会計士

MBA (Hult International Business School)
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