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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 158 △23.5 △73 ― △188 ― △190 ―

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

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

22年3月期第1四半期 △0.40 ―

21年3月期第1四半期 △0.48 ―

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

22年3月期第1四半期 6,460 1,295 20.0 2.63
21年3月期 6,632 1,267 19.1 2.87

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,294百万円 21年3月期  1,264百万円

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

21年3月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22年3月期 0.00

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 0.00

3.  平成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）

（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
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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注)詳細は、６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） 

(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天然資源生産量は、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・制御困難な天然資源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、当社グループが保有する持分法関連会社リード・ペトロリアム・ピーエルシー株式またはその他の資産の譲渡等を行った場合においては、当社グ 
ループの業績に大きな影響が生じる場合があります。 
業績予想についてはまた、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 「3. 連結業績予想に関する定性的情報」を合わせてご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 491,400,000株 21年3月期  441,400,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  21,838株 21年3月期  21,838株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 479,378,162株 21年3月期第1四半期 426,378,389株
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当第１四半期連結会計期間の連結売上高は158百万円（前年同四半期は206百万円）、営業損失は73百万

円（前年同四半期は176百万円）、経常損失は188百万円（前年同四半期は313百万円）、四半期純損失は

190百万円（前年同四半期は204百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

当第１四半期連結会計期間において、当社連結子会社ロドール社（ロドール・US・ホールディング

ス・インクおよびその連結子会社群を総称して言う）が保有する生産鉱区である米国ルイジアナ州陸上

カミ鉱区および、当社が前連結会計年度において新規に獲得した生産鉱区である米国ルイジアナ州陸上

バルザイユ鉱区において、原油・天然ガスを生産し、当事業セグメントで売上高26百万円（前年同四半

期は63百万円）、営業損失19百万円（前年同四半期は27百万円）を計上いたしました。 

カミ鉱区においては、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（以下、

「水処理問題」）が継続して発生しており、このため、売上原価が売上高を上回る状況となっておりま

す。水処理問題の対策のための選択肢として、水処理用井戸を新規に掘削することが考えられますが、

ロドール社の株式および資産（カミ鉱区を含む）が、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（以下、「ASSGJP1社」）がエイディーエム・ガレウス・

ファンド・リミテッド（以下、「ADM社」）より受けている融資（以下、「ADMローン」）の担保として

差入れられているため、現時点においては、水処理用井戸の新規掘削のための資金を投入することにつ

いては計画しておりません。ADMローンの支払状況およびADM社との今後の協議の状況によって、対策を

行うべきか否か等、検討いたします。 

バルザイユ鉱区における生産からの当第１四半期連結会計期間の売上高（９百万円）は、ほぼ、ジュ

モンヴィル第１号井における生産によるものです。当第１四半期連結会計期間中の６月29日に、ジュモ

ンヴィル第２号井が新たに生産を開始いたしました。ジュモンヴィル第２号井の日量生産量は、ジュモ

ンヴィル第１号井の日量生産量を上回って推移しております。また、ジュモンヴィル第１号井におい

て、カミ鉱区におけるほどではないものの、水処理問題が多少発生しており、売上原価が嵩んでいたた

め、当第１四半期連結会計期間中、同鉱区内の既存の坑井であるアコスタ第１号井を、水処理用井戸に

転換する作業を施しました。 

さらに、当第１四半期連結会計期間中、当事業セグメントにおいて、新規事業調査活動を行いまし

た。 

  

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

売上高37百万円（前年同四半期は49百万円）、営業利益26百万円（前年同四半期は１百万円）を計上い

たしました。 

  

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

（前年同四半期は93百万円）、営業利益０百万円（前年同四半期は０百万円）を計上いたしました。 

  

・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）

（繊維事業）

（食品事業）
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は6,460百万円となり、前連結会計年度末（6,632百万

円）に比べ171百万円の減少となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末（592百万円）から78百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末に

は513百万円となり、固定資産は、前連結会計年度末（6,034百万円）から105百万円減少し、当第１四

半期連結会計期間末には5,928百万円となり、繰延資産は、前連結会計年度末（５百万円）から12百万

円増加し、当第１四半期連結会計期間末には18百万円となりました。固定資産の減少の主な理由は、持

分法適用会社リード・ペトロリアム・ピーエルシー株式に係る関係会社株式が、前連結会計年度末

（5,474百万円）から、為替の影響等により、90百万円減少して、当第１四半期連結会計期間末には

5,383百万円となったことによるものです。 

  

当第１四半期連結会計期間末の負債総額は5,164百万円となり、前連結会計年度末（5,364百万円）に

比べ、199百万円減少いたしました。これは主に、流動負債が前連結会計年度末の5,283百万円から、当

第１四半期連結会計期間末は201百万円減少し、5,081百万円となったことによるものです。 

前連結会計年度末において、上述のADMローンに係る当社の保証債務の支払のために引当を行った、

偶発損失引当金320百万円につき、当第１四半期連結会計期間中に79百万円の支払を行っております。

また、当第１四半期連結会計期間中に、支払義務が確定したため、当第１四半期連結会計期間末におけ

る残高（237百万円）を未払金に振り替えました。また、当第１四半期連結会計期間中に、前連結会計

年度末において未払であった、バルザイユ鉱区の８％の権益獲得のための対価の残金１百万米ドルの支

払等を行っております。 

  

当第１四半期連結会計期間末の少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末（1,267百万円）

に比べ27百万円増加し、1,295百万円となりました。これは主に、当第１四半期連結会計期間におい

て、第３回新株予約権の行使により266百万円の払込みがなされて当社株式が発行され、資本金および

資本準備金が増加したものの、四半期純損失190百万円を計上したこと、また、為替換算調整勘定が51

百万円減少したことによるものです。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（総資産）

（負債）

（少数株主持分を含めた純資産）

㈱アイビーダイワ（3587）平成22年3月期第1四半期決算短信

4



 
  

  

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

然資源開発投資事業セグメントにおいて予想を若干上回ったことを主な原因として、４百万円（2.6%）

予想値より改善しております。 

当第１四半期連結会計期間における営業利益は、主に、連結子会社ロドール社において、第１四半期

に計上することを見込んでいた費用が第２四半期連結会計期間移行に持ち越されたために改善し、予想

値△152百万円より52.0%改善の△73百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における経常利益は、上述の営業利益の改善に加え、予想策定時には、第

１四半期連結会計期間中に、ADMローンおよびADMローンに係る当社の保証債務がそれぞれ満期を迎える

ことを予想し、それに関連し、資金調達費用等の計上を見込んでおりましたが、第１四半期連結会計期

間中、ADMローンの契約期間の延長およびADMローンに係る当社の保証債務の履行期限の猶予につき合意

に達し、当該費用の計上が、第２四半期連結会計期間移行に持ち越されたために改善し、予想値△614

百万円より69.4%改善の△188百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における四半期純利益は、主に、経常利益の改善の影響により、予想値△

612百万円より69.0%改善の△190百万円となりました。 

本四半期決算短信作成時点において、業績予想の修正が必要とは判断しておりませんが、今後、何ら

かの理由により、予想の修正が必要との判断となった場合には、直ちに開示いたします。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

第２四半期 
累計期間

通期 第１四半期

予想値 予想値 予想値 実績値 差異

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (%)

売上高 299 599 154 158 4 2.6%増

 天然資源 29 58 22 26 4 18.2%増

 繊維 82 171 38 37 △ 1 2.6%減

 食品 188 370 94 93 △ 1 1.1%減

営業利益 △ 245 △ 414 △ 152 △ 73 79 52.0%改善

経常利益 △ 705 △ 869 △ 614 △ 188 426 69.4%改善

当期純利益 △ 701 △ 860 △ 612 △ 190 422 69.0%改善
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

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。 

  

 該当事項はありません。  

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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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 220,408 260,992

受取手形及び売掛金 181,218 137,306

製品 68,774 46,775

仕掛品 11,776 4,357

貯蔵品 2,555 1,064

前払費用 15,275 94,014

未収入金 280,785 293,775

差入保証金 － 26,350

未収消費税等 2,826 －

その他 799 21,319

貸倒引当金 △270,668 △293,417

流動資産合計 513,751 592,538

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 △29,204 △28,813

建物及び構築物（純額） 7,289 7,679

坑井 1,004,460 1,019,780

減価償却累計額 △537,097 △535,072

坑井（純額） 467,362 484,708

車両運搬具及び工具器具備品 15,356 15,356

減価償却累計額 △13,844 △13,562

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 1,511 1,793

有形固定資産合計 476,163 494,181

無形固定資産 1,655 1,880

投資その他の資産   

投資有価証券 33,216 28,590

関係会社株式 5,383,453 5,474,037

出資金 50 50

長期貸付金 462,916 465,646

長期営業債権 223,350 223,350

長期前払費用 2,961 4,526

差入保証金 50,762 50,912

貸倒引当金 △706,267 △708,997

投資その他の資産合計 5,450,443 5,538,117

固定資産合計 5,928,261 6,034,178

繰延資産   

株式交付費 18,218 5,462

繰延資産合計 18,218 5,462

資産合計 6,460,231 6,632,179
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 72,376 72,607

短期借入金 4,739,847 4,745,823

未払金 257,178 122,805

未払費用 1,250 224

未払法人税等 605 1,415

預り金 2,864 13,257

賞与引当金 7,724 6,674

偶発損失引当金 － 320,881

流動負債合計 5,081,847 5,283,689

固定負債   

退職給付引当金 39 102

廃坑引当金 83,048 81,039

固定負債合計 83,087 81,141

負債合計 5,164,935 5,364,831

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,063,541 7,930,379

資本剰余金 170,662 37,500

利益剰余金 △6,484,429 △6,293,986

自己株式 △1,843 △1,843

株主資本合計 1,747,931 1,672,049

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,820 △24,445

為替換算調整勘定 △433,873 △382,640

評価・換算差額等合計 △453,694 △407,086

新株予約権 1,060 2,385

純資産合計 1,295,296 1,267,348

負債純資産合計 6,460,231 6,632,179
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 206,896 158,242

売上原価 170,914 141,990

売上総利益 35,982 16,251

販売費及び一般管理費 212,044 90,161

営業損失（△） △176,062 △73,909

営業外収益   

受取利息 3,235 3,083

為替差益 68,654 －

雑収入 16 41

持分法による投資利益 － 67,212

営業外収益合計 71,906 70,337

営業外費用   

支払利息 37,985 102,642

資金調達費用 51,405 78,999

持分法による投資損失 119,870 －

株式交付費償却 193 129

為替差損 － 2,865

営業外費用合計 209,454 184,637

経常損失（△） △313,610 △188,209

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,160 3,267

その他 － 47

特別利益合計 3,160 3,314

特別損失   

偶発損失引当金繰入額 － 2,049

特別損失合計 － 2,049

税金等調整前四半期純損失（△） △310,450 △186,943

法人税、住民税及び事業税 761 3,499

法人税等調整額 △106,619 －

法人税等合計 △105,857 3,499

四半期純損失（△） △204,592 △190,443
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △310,450 △186,943

減価償却費 20,871 14,784

のれん償却額 4,992 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △62

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,002 △339,968

賞与引当金の増減額（△は減少） － 1,050

株式交付費償却 － 129

受取利息及び受取配当金 △3,235 △3,083

支払利息 37,985 102,642

持分法による投資損益（△は益） 119,870 △67,212

売上債権の増減額（△は増加） 250,171 △51,621

たな卸資産の増減額（△は増加） △785 △31,130

仕入債務の増減額（△は減少） △165 △230

その他 △263,481 274,281

小計 △147,229 △287,365

利息及び配当金の受取額 3,235 373

利息の支払額 △38,197 －

法人税等の支払額 △1,571 △4,309

営業活動によるキャッシュ・フロー △183,762 △291,301

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 － △4,130

無形固定資産の取得による支出 △1,626,694 －

短期貸付金の回収による収入 2,730 2,730

その他 37,359 150

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,586,604 △1,250

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,693,780 －

長期借入金の返済による支出 △2,850,191 －

株式の発行による収入 － 266,325

自己株式の取得による支出 △5 －

その他 － △14,210

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,843,583 252,115

現金及び現金同等物に係る換算差額 576 △146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 73,793 △40,583

現金及び現金同等物の期首残高 121,724 260,992

現金及び現金同等物の四半期末残高 195,518 220,408
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当グループは、前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(当社持分法適用会社)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。 

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、前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・リソーシス・リミテッド株式全21,333,334株（ただし、前連結会計年度中に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3,550,000米ドル（ただし、前連結会計年度中

から当第１四半期連結会計期間にかけて、1,072,695.22米ドルについては繰上弁済を行ったため、当第

１四半期連結会計期間末時点において2,477,304.78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ました。 

しかしながら、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たため、当社の保証債務の履行日として設定されていた平成21年６月23日

に、2,477,304.78米ドルをADM社に対し支払う義務が生じることが確定し、当グループが保有する現預

金の残高が当該債務額を下回っていた状況から、債務不履行回避のため、ADM社と協議し、平成21年６

月19日および平成21年８月５日、二度に亘り支払期限を45日間ずつ、合計90日間延長し、平成21年９月

21日とすることで合意いたしました。 

本四半期決算短信作成時点においても、当社がADM社に対して負っている保証債務額が当グループが

保有する現預金の残高を上回っていることから、支払期限である平成21年９月21日において、状況が改

善していない場合、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日に当社がジェネレーション・キャピタル・

リミテッドおよびADM社（以下、「現保有権者」）に対し発行した第３回新株予約権の未行使の40個

（新株予約権の対象となる当社株式40,000,000株）が早期に行使されるべく、現保有権者に対し早期の

行使を依頼するほか、並行して、現保有権者より第３回新株予約権を譲受けて早期の行使をしてくれる

潜在的投資家の探索を行う等の努力を行っております。当該未行使の第３回新株予約権が行使された場

合、当社は、ADMローン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。一方で、ADMロ

ーン保証債務履行の期限である平成21年９月21日までに当社が当該未行使の第３回新株予約権の行使等

により資金の確保ができない場合に備え、ADM社との間で、履行期限の再猶予についても、交渉を継続

しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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しかし、新株予約権の権利行使が確実に行われるか否か、また、ADM社がADMローン保証債務の履行期

限のさらなる猶予に合意するか否かについてはリスクを伴い、ADMローン保証債務履行のための資金の

確保が履行期限までにできない可能性があるため、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、四半期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

確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品(役務を含む） 

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

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

（３）食品事業        青果物 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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        工業用ミシン系、製袋用ミシン系、非常用水土嚢(ウォーターゲル） 

（３）食品事業        青果物 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

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

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

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

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

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

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

26,552 37,808 93,881 158,242 ― 158,242

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 26,552 37,808 93,881 158,242 ― 158,242

営業利益又は営業損失(△） △19,557 26,803 273 7,519 (81,429) △73,909
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

  

【所在地別セグメント情報】

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

143,644 63,252 206,896 ― 206,896

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 143,644 63,252 206,896 ― 206,896

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

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

141,243 16,998 158,242 ― 158,242

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 141,243 16,998 158,242 ― 158,242

営業利益又は営業損失(△） 7,746 △227 7,519 (81,429) △73,909
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

  

【海外売上高】

北米 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 63,252 63,252

Ⅱ 連結売上高(千円) ― 206,896

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

30.5 30.5

北米 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 26,552 26,552

Ⅱ 連結売上高(千円) ― 158,242

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.8 16.8
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当第１四半期連結会計(累計)期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

当社は、平成21年３月16日に第三者割当増資によって、第３回新株予約権90個（新株予約権の対象と

なる当社株式90,000,000株）を発行いたしました。このうち、当第１四半期連結会計期間において、50

個が行使されたため、払込みを受け、当社株式50,000,000株を発行いたしました。この結果、当第１四

半期連結会計期間において資本金が133百万円、資本準備金が133百万円増加し、当第１四半期連結会計

期間末において資本金が8,063百万円、資本剰余金が170百万円となっております。 

  

(株主資本等関係)

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 491,400,000

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 21,838

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) 当第１四半
期連結会計
期間末残高
(千円)

前連結会計
年度末

増加 減少
当第１四半
期連結会計
期間末

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 ― 50,000,000 40,000,000 1,060

合計 ― ― ― ― 1,060
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