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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年12月31日） 

(注) 当社は、連結の対象となる子会社の重要性が乏しくなったため、当事業年度より連結財務諸表は作成しておりません。また、平成21年6月期第2四半
期においては連結財務諸表を作成しており、個別の経営成績（累計）を開示していないため、平成21年6月期第2四半期の経営成績（累計）及び平成22年3
月期第2四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 3,579 ― △516 ― △552 ― △635 ―
21年6月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △8,243.77 ―
21年6月期第2四半期 ― ―

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2四半期 2,032 △727 △35.8 6,879.33
21年6月期 1,438 △818 △61.7 13,208.07

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  △727百万円 21年6月期  △887百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
当社は、平成21年11月６日に発表しました「決算期（事業年度の末日）の変更に関するお知らせ」の通り、事業年度の末日を６月30日から３月31日に変更
することを平成21年12月18日の臨時株主総会で承認されました。従いまして、今期は平成21年７月１日から平成22年３月31日までの９ヶ月の変則決算にな
ります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,787 △0.4 △786 ― △788 ― △939 ― △571.63



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期 105,805株 21年6月期  67,226株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  54株 21年6月期  54株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期  77,128株 21年6月期第2四半期 67,172株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異な
る可能性がありますのでご注意下さい。 



 

【定性的情報・財務諸表等】 
1. 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による様々な景気浮揚策等が実施されたも
のの、将来の雇用と所得に対する不安に起因し、低迷を続ける消費マインドを解消するには至らず、
流通小売関連業は引き続き厳しい状況で推移いたしました。  
 このような環境のなか当社は、組織と人員配置を改め、直販と卸の両事業部門の強化を進めて参り
ました。その成果は昨年 12 月の単月ではありますが営業利益を創出することに成功し、本年１月以降
における直販部門におきましては、戦略商品の媒体展開を集中させるなどの施策を積極的に展開する
ことと合わせ成果の創出へ向けた基盤の準備が出来たものと考えております。また卸売事業部門にお
きましても、東京と名古屋の２拠点間での人員再配置を行い、新たな販売先獲得へ向けた営業活動を
進めて参りました。  
 売上高につきましては、戦略商品への集中とクロスメディア展開による販売攻勢を図り、効果的な
スポット枠の獲得、ＷＥＢサイトの再構築とホールセールによる直接取引先の開拓により、売上高は
3,579 百万円（前年同四半期の物販事業売上高 3,100 百万円）と前年同期比 15.4%増（前第２四半期
連結累計期間の物販事業売上高と比較）となりました。  
 損益面につきましては、電波料の最適化を更に進め、効率の悪化した地域での放映を差し止め、費
用の再配分を実施いたしました。また商品の集中により映像制作に関わる費用の抑制も実現し、営業
損失は 516 百万円（前第２四半期連結累計期間営業損失 1,103 百万円）と損失幅を 50%以上改善（前
第２四半期連結累計期間営業損失と比較）する成果を創出することが出来ました。経常損失におきま
しても同様に、平成 21 年 12 月に新株予約権の行使による新株発行費 27 百万円を計上したことによ
り、経常損失は 552 百万円（前第２四半期連結累計期間経常損失 1,097 百万円）と 50%程度回復いた
しました。四半期純損失におきましても、平成 22 年１月１日に株式会社ジパング（吸収合併消滅会
社）を吸収合併したことによる合併関連費用 60 百万円を計上したことを含めましても、四半期純損失
を 635 百万円（前第２四半期連結累計期間四半期純損失 1,334 百万円）とするなど、損失幅の改善を
実現いたしました。  
 
※当期より四半期財務諸表を作成しているため、前期については四半期連結財務諸表の数字を用いて
おり、前期との比較につきましても、前期の四半期連結財務諸表と当期の四半期財務諸表との比較を
しております。     

 
2. 財政状態に関する定性的情報 

(1)資産・負債及び純資産の状況  
（資産）  
  流動資産は、前事業年度末に比べ 46.4％増加し 1,808 百万円となりました。これは、現金及び預金
が 140 百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が 488 百万円増加したことなどによります。  
 固定資産は、前事業年度末に比べ 10.0％増加し、224 百万円となりました。 
  この結果、総資産は、前事業年度末に比べ 41.3％増加し、2,032 百万円となりました。  
（負債） 
  流動負債は、前事業年度末に比べて 32.2％増加し 2,341 百万円となりました。これは、支払手形及
び買掛金が 545 百万円増加し、１年内返済予定の長期借入金が 11 百万円増加したことなどによります。 
  固定負債は、前事業年度末に比べて 13.9％減少し 418 百万円となりました。これは、長期借入金が
67 百万円減少したことなどによります。  
  この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて 22.3％増加し、2,759 百万円となりました。  
（純資産） 
  純資産合計は、前事業年度末に比べて 90 百万円増加し、△727 百万円となりました。これは、主と
して資本金が 397 百万円増加し、資本剰余金が 397 百万円増加し、利益剰余金が 635 百万円減少した
ことなどによります。 
 
（2）キャッシュ・フローの状況  
  当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、293 百万円とな
りました。  
 各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  
 （営業活動によるキャッシュ・フロー）  
  営業活動の結果支出した資金は 755 百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上
634 百万円、仕入債務の増加額 545 百万円、売上債権の増加額 488 百万円、たな卸資産の増加額 223
百万円によるものであります。  
 （投資活動によるキャッシュ・フロー）  
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  投資活動の結果支出した資金は 26 百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支
出 19 百万円、差入保証金の差入による支出 8 百万円によるものであります。  
 （財務活動によるキャッシュ・フロー）  
  財務活動の結果獲得した資金は 642 百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入 698
百万円、短期借入金の返済による支出 199 百万円、短期借入れによる収入 200 百万円によるものであ
ります。   

 
3. 業績予想に関する定性的情報 

当社は、平成 21 年 11 月６日に発表しました「決算期（事業年度の末日）の変更に関するお知ら
せ」の通り、事業年度の末日を６月 30 日から３月 31 日に変更することを平成 21 年 12 月 18 日の臨
時株主総会で承認されました。従いまして、今期は平成 21 年７月１日から平成 22 年３月 31 日まで
の９ヶ月の変則決算になります。詳しくは、平成 22 年２月 10 日付、「特別損失発生及び通期業績予
想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め
られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

②固定資産の減価償却費の算定方法  

    減価償却費の算出は、年間償却予定額を期間按分して算定しております。  

  

(2)継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、前事業年度において1,819,443千円の営業損失を計上し、当第２四半期累計期間においても
516,072千円の営業損失を計上しております。また、当第２四半期累計期間において635,833千円の四半
期純損失を計上した結果、純資産が727,495千円のマイナスと債務超過の状態になっております。これ
らの状況により、前事業年度に引き続き、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。  
 当社は当該状況を解消すべく、財務基盤強化と収益構造の多様化による営業利益創出へ向けた基礎作
りを目指し、当第２四半期会計期間において新株予約権の行使により698,773千円の資金調達を行いま
した。同時に、平成22年１月１日に株式会社ジパング（以下「旧ジパング」という）を吸収合併するこ
とを平成21年10月28日の取締役会において決議し、合併いたしました。当該合併により、当社は継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせる理由の１つであります債務超過の状態を解消することに成功し、将
来の安定的な営業利益を創出する仕組み作りを終えております。  
 また、当該合併を契機として事業構造の抜本的改革に着手しており、主要な改革ポイントを以下に示
します。   
①合併当事会社２社の拠点統合と統合効果創出  
 合併当事会社２社は、それぞれ名古屋、東京（品川）を拠点として事業を進めておりましたが、本年
１月より両社事業所を東京（広尾）へ統合すると共に、経営管理部門の強化と重複業務の排除等を通し
て統合効果の創出へ向けた取り組みを進めております。既に組織と機能の統合を終え、販売管理費の低
減などを含めた経営資源の最適配分に着手しております。  
②商品と媒体投下地域の集中  
 不採算な傾向が顕著となりつつある地方ローカル局での長尺放送枠を大幅に削減し、媒体採算の効率
化を推し進める一方で、大都市圏（東名阪）での地上波キー局中心の短尺スポット（90秒・60秒）運用
に重点を移します。  
 また戦略商品の集中を進め、商品認知の拡大を通した売上の増大と、商品在庫数の最適化を通した費
用の抑制を実現致します。  
③新たな収益モデルの確立  
 当社が保有するテレビ放送事業である「365.tv」を活用し、旧ジパングが進める金（ゴールド）の流
通や個人の資産形成へ向けた情報流通を積極的に展開し、従来の「物販型」から「情報提供型」への展
開を進めて参ります。こうした新たな施策を展開することによって両社の統合効果を極大化させると共
に、我が国において全く新しい事業モデルを持つ企業としての認知拡大を実現致します。  
④鉱山事業部門の強化  
 当社の金鉱山部門ではグループ全体における金埋蔵量の確保と生産量の拡大を目的とし、北米地域を
中心に金生産会社及び探鉱会社の買収を進めて参ります。また、連結子会社であり現在操業中のアメリ
カ合衆国ネバダ州における金生産子会社Florida Canyon Mining, Inc.では、生産量を増強し、本年度
からStandard Gold Mining, Inc.も操業を再開いたします。  
 これにより、当社は連結ベースでの営業利益創出を実現すると共に、安定的な資金確保をグループ全
体で実施する体制を整えて参ります。  
 しかしながら、これらの対応策を進めている途上であるため、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、四半期財務諸表は、上記の事業計画及び吸収合併が実行される前提のもと、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財務諸表に反映しておりま
せん。  
  

  

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 313,139 453,594

受取手形及び売掛金 899,361 410,621

商品 509,699 286,200

貯蔵品 1,092 1,186

その他 86,600 84,265

貸倒引当金 △1,700 △900

流動資産合計 1,808,192 1,234,968

固定資産   

有形固定資産 23,447 5,850

投資その他の資産   

投資有価証券 132,721 138,197

その他 67,853 59,471

投資その他の資産合計 200,574 197,669

固定資産合計 224,022 203,519

資産合計 2,032,215 1,438,488

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,008,662 463,230

短期借入金 650,259 650,000

1年内返済予定の長期借入金 147,329 135,996

未払法人税等 4,130 4,578

賞与引当金 1,102 1,246

事務所移転費用引当金 3,800 －

未払金 509,818 498,991

その他 16,464 17,187

流動負債合計 2,341,566 1,771,230

固定負債   

長期借入金 337,007 405,005

退職給付引当金 21,697 21,059

役員退職慰労引当金 59,440 59,440

固定負債合計 418,144 485,504

負債合計 2,759,710 2,256,734
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,582,334 1,184,717

資本剰余金 1,810,730 1,413,113

利益剰余金 △4,104,499 △3,468,666

自己株式 △16,197 △16,197

株主資本合計 △727,632 △887,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 136 △179

評価・換算差額等合計 136 △179

新株予約権 － 68,965

純資産合計 △727,495 △818,246

負債純資産合計 2,032,215 1,438,488
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,579,051

売上原価 1,699,730

売上総利益 1,879,321

販売費及び一般管理費 2,395,393

営業損失（△） △516,072

営業外収益  

受取利息 144

仕入割引 2,261

その他 1,763

営業外収益合計 4,169

営業外費用  

支払利息 10,897

新株発行費 27,494

その他 2,590

営業外費用合計 40,983

経常損失（△） △552,885

特別損失  

合併関連費用 60,400

減損損失 3,150

事務所移転費用引当金繰入額 18,190

特別損失合計 81,741

税引前四半期純損失（△） △634,626

法人税、住民税及び事業税 1,206

法人税等合計 1,206

四半期純損失（△） △635,833
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,146,527

売上原価 1,028,659

売上総利益 1,117,868

販売費及び一般管理費 1,274,524

営業利益 △156,656

営業外収益  

受取利息 47

仕入割引 －

その他 157

営業外収益合計 204

営業外費用  

支払利息 5,413

新株発行費 26,312

その他 －

営業外費用合計 31,725

経常利益 △188,177

特別利益  

貸倒引当金戻入額 △200

特別利益合計 △200

特別損失  

合併関連費用 60,400

減損損失 －

事務所移転費用引当金繰入額 △809

特別損失合計 59,591

税引前四半期純利益 △247,970

法人税、住民税及び事業税 611

法人税等合計 611

四半期純利益 △248,582
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △634,626

減価償却費 1,672

減損損失 3,150

貸倒引当金の増減額（△は減少） 800

賞与引当金の増減額（△は減少） △144

退職給付引当金の増減額（△は減少） 637

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） 3,800

受取利息及び受取配当金 △144

支払利息 10,897

株式交付費 27,494

売上債権の増減額（△は増加） △488,740

たな卸資産の増減額（△は増加） △223,404

仕入債務の増減額（△は減少） 545,431

未払金の増減額（△は減少） 10,868

その他 △2,777

小計 △745,085

利息及び配当金の受取額 106

利息の支払額 △9,472

法人税等の還付額 625

法人税等の支払額 △2,156

営業活動によるキャッシュ・フロー △755,982

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 4,000

有形固定資産の取得による支出 △19,268

無形固定資産の取得による支出 △3,150

差入保証金の差入による支出 △8,591

その他 210

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,800

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 200,000

短期借入金の返済による支出 △199,740

長期借入金の返済による支出 △56,665

株式の発行による収入 698,773

配当金の支払額 △41

財務活動によるキャッシュ・フロー 642,327

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,455

現金及び現金同等物の期首残高 433,594

現金及び現金同等物の四半期末残高 293,139
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当社は、前事業年度において1,819,443千円の営業損失を計上し、当第２四半期累計期間においても
516,072千円の営業損失を計上しております。また、当第２四半期累計期間において635,833千円の四半
期純損失を計上した結果、純資産が727,495千円のマイナスと債務超過の状態になっております。これ
らの状況により、前事業年度に引き続き、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。  
 当社は当該状況を解消すべく、財務基盤強化と収益構造の多様化による営業利益創出へ向けた基礎作
りを目指し、当第２四半期会計期間において新株予約権の行使により698,773千円の資金調達を行いま
した。同時に、平成22年１月１日に株式会社ジパングを吸収合併することを平成21年10月28日の取締役
会において決議し、合併いたしました。当該合併により、当社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せる理由の１つであります債務超過の状態を解消することに成功し、将来の安定的な営業利益を創出す
る仕組み作りを終えております。  
 また、当該合併を契機として事業構造の抜本的改革に着手しており、主要な改革ポイントを以下に示
します。   
①合併当事会社２社の拠点統合と統合効果創出  
 合併当事会社２社は、それぞれ名古屋、東京（品川）を拠点として事業を進めておりましたが、本年
１月より両社事業所を東京（広尾）へ統合すると共に、経営管理部門の強化と重複業務の排除等を通し
て統合効果の創出へ向けた取り組みを進めております。既に組織と機能の統合を終え、販売管理費の低
減などを含めた経営資源の最適配分に着手しております。  
②商品と媒体投下地域の集中  
 不採算な傾向が顕著となりつつある地方ローカル局での長尺放送枠を大幅に削減し、媒体採算の効率
化を推し進める一方で、大都市圏（東名阪）での地上波キー局中心の短尺スポット（90秒・60秒）運用
に重点を移します。  
 また戦略商品の集中を進め、商品認知の拡大を通した売上の増大と、商品在庫数の最適化を通した費
用の抑制を実現致します。  
③新たな収益モデルの確立  
 当社が保有するテレビ放送事業である「365.tv」を活用し、旧ジパング社が進める金（ゴールド）の
流通や個人の資産形成へ向けた情報流通を積極的に展開し、従来の「物販型」から「情報提供型」への
展開を進めて参ります。こうした新たな施策を展開することによって両社の統合効果を極大化させると
共に、我が国において全く新しい事業モデルを持つ企業としての認知拡大を実現致します。  
④鉱山事業部門の強化  
 当社の金鉱山部門ではグループ全体における金埋蔵量の確保と生産量の拡大を目的とし、北米地域を
中心に金生産会社及び探鉱会社の買収を進めて参ります。また、連結子会社であり現在操業中のアメリ
カ合衆国ネバダ州における金生産子会社Florida Canyon Mining, Inc.では、生産量を増強し、本年度
からStandard Gold Mining, Inc.も操業を再開いたします。  
 これにより、当社は連結ベースでの営業利益創出を実現すると共に、安定的な資金確保をグループ全
体で実施する体制を整えて参ります。  
 しかしながら、これらの対応策を進めている途上であるため、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、四半期財務諸表は、上記の事業計画及び吸収合併が実行される前提のもと、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財務諸表に反映しておりま
せん。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

㈱ジパング・ホールディングス（2684）平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結）

11



当社は、当第２四半期会計期間中に新株予約権が行使されました。この結果、資本金が297,613千
円、資本準備金が297,613千円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金が1,582,334千円、資本
準備金が1,810,730千円となっております。 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）前第２四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 589,130

  受取手形及び売掛金 729,983

  有価証券 10,060

  商品 382,364

  営業貸付金 772,060

  その他 113,112

  貸倒引当金 △ 22,797

  流動資産合計 2,573,915

 固定資産

  有形固定資産 14,091

  無形固定資産 16,751

  投資その他の資産

   投資有価証券 442,116

   その他 52,056

   投資その他の資産合計 494,172

  固定資産合計 525,016

 資産合計 3,098,931

負債の部

 流動負債

  支払手形及び買掛金 208,756

  短期借入金 1,200,000

  未払法人税等 4,083

  賞与引当金 2,810

  未払金 907,420

  その他 34,755

  流動負債合計 2,357,825

 固定負債

  退職給付引当金 19,113

  役員退職慰労引当金 59,440

  固定負債合計 78,553

 負債合計 2,436,379

純資産の部

 株主資本

  資本金 1,184,717

  資本剰余金 1,413,113

  利益剰余金 △ 1,956,035

  自己株式 △ 16,197

  株主資本合計 625,597

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △ 43,831

  評価・換算差額等合計 △ 43,831

 新株予約権 68,965

 少数株主持分 11,819

 純資産合計 662,551
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負債純資産合計 3,098,931

(2)（要約）前第２四半期連結損益計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月30日)

売上高 3,199,956

売上原価 1,507,964

売上総利益 1,691,992

販売費及び一般管理費 2,795,512

営業損失（△） △ 1,103,520

営業外収益

 受取利息 1,654

  受取配当金 2,918

 デリバティブ評価益 4,948

 その他 813

 営業外収益合計 10,334

営業外費用

 支払利息 1,054

 その他 3,359

 営業外費用合計 4,413

経常損失（△） △ 1,097,599

特別利益

 貸倒引当金戻入益 150

 特別利益合計 150

特別損失

 投資有価証券評価損 111,573

 減損損失 116,605

 たな卸資産評価損 6,914

 特別損失合計 235,093

税金等調整前四半期純損失（△） △ 1,332,542

法人税、住民税及び事業税 1,405

法人税等合計 1,405

少数株主利益 103

四半期純損失（△） △ 1,334,051
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(3)(要約）前第２四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12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（△） △ 1,332,542

 減価償却費 27,319

 減損損失 116,605

 有価証券評価損益(△は益) 111,573

 賞与引当金の増減額（△は減少） △ 1,100

 未収消費税の増減額（△は増加） 28,053

 売上債権の増減額（△は増加） △ 257,331

 営業貸付金の増減額（△は増加） △ 19,561

 たな卸資産の増減額（△は増加） 64,454

 たな卸資産評価損 6,914

 未収入金の増減額（△は増加） 26,620

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 80,659

 未払金の増減額（△は減少） 334,412

 その他 △ 10,089

 小計 △ 985,329

 利息及び配当金の受取額 4,683

 利息の支払額 △ 1,054

 法人税等の支払額 △ 2,991

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 984,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の払戻による収入 150,000

 無形固定資産の取得による支出 △ 9,406

 その他 △ 1,612

 投資活動によるキャッシュ・フロー 138,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

 長期借入金の返済による支出 △ 16,680

 その他 △ 699

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 17,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 863,090

現金及び現金同等物の期首残高 1,432,281

現金及び現金同等物の四半期末残高 569,191
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  重要な後発事象 

 当第２四半期会計期間（自平成21年７月１日至平成21年12月31日）  

（会社の合併）  

  当社は、平成21年10月28日開催の取締役会において、当社収益基盤の早期安定化を実現するとともに、

債務超過の早期解消と財務基盤の強化による新しい電子小売業の事業モデル構築を進めることを目的に、

平成22年１月１日をもってグリーンシートに登録している株式会社ジパングと合併することを決議し、平

成21年12月18日開催の臨時株主総会で両者ともに承認されました。また、平成22年１月１日の合併期日に

当社は商号を「株式会社ジパング・ホールディングス」に変更しております。  

  

(1)合併期日：平成22年１月１日  

(2)合併方式：当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ジパングは解散いたしました。  

(3)合併比率：当社は、平成21年12月31日を基準として、当社株式を１株につき２株の割合をもって 

   分割し、株式会社ジパングの普通株式１株に対し、株式分割後の当社株式１株を割り当てまし 

   た。株式会社ジパングが保有する自己株式25,244株については、合併による株式の割当ては行っ 

   ておりません。当社が交付した普通株式数は、4,484,245株であります。  

(4)合併比率の算定根拠：当社は三嶋良英事務所を、株式会社ジパングは乗田公認会計士事務所をそ 

   れぞれ第三者機関として選定して合併比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として、合併当 

   事者間において協議の上、算定いたしました。  

(5)財産の引継：合併期日において被合併会社の資産・負債及び権利義務の一切を引継ぎました。  

(6)会計処理の概要：「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企 

   業結合会計及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成19 

   年11月15日公表分）の規定により逆取得に該当するため、合併後の財務諸表については持分プー 

   リング法を適用いたします。なお、合併による資本金の増加は予定しておりません。  

(7)当事業年度の開始の日に企業結合が行われたものとみなして算定した直前の四半期会計期間にお 

   ける四半期累計期間に係る四半期損益計算書への影響額  

   △268,959千円  

(8)被合併会社の概要（平成21年３月期現在）  

   ① 事業の内容：金精鉱の生産、金の精錬、金属鉱業、土石採取業、鉱物資源の開発等  

   ② 売上高  ：3,864,927千円  

   ③ 当期純利益：581,028千円  

   ④ 総資産  ：14,991,452千円  

   ⑤ 純資産  ：2,022,521千円  

   ⑥ 従業員  ：181名  

  

  なお、当第２四半期は四半期連結財務諸表を作成しておりませんが、当合併に伴い当期末より連結財務

諸表を作成いたします。参考として当合併が連結財務諸表に与える影響について記載いたします。  

  

  当合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成19年11月15日公表分）の

6. その他の情報

㈱ジパング・ホールディングス（2684）平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結）

16



規定により逆取得に該当するため、連結財務諸表上は、法的な消滅会社である株式会社ジパングを取得企

業としてパーチェス法を適用いたします。  

  

・取得した議決権比率        95.49％  

・被取得企業の取得原価及びその内訳  

取得の対価  

 株式会社ジパングの株式      1,432,599千円  

取得に直接要した支出  

 アドバイザリー費用等           52,104千円  

取得原価                      1,484,703千円  

  

 

・ 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間  

   (１)のれんの金額        2,212,199千円  

   (２)発生原因  

      今後の事業展開によって期待される将来の収益から発生したものであります。  

   (３)償却の方法と償却期間  

       ５年にわたる均等償却  

   (４)のれん代の金額は追加支出の可能性もあるため暫定的に算出された金額であります。  

  

 

（株式分割）  

 当社は平成21年10月28日の取締役会において、下記の通り株式の分割について決議いたしまし 

 た。  

(1)株式分割の目的  

   株式会社ジパングとの吸収合併を行うにあたり、同社株式2株に対して当社の分割前株式1株を割 

   り当てることを予定しておりましたが、同合併比率にて株式交付を行った場合には、同社既存株 

   主に多くの端株を所有する株主が存在することとなるため、同社との株式の合併比率を１対１と 

   して株主価値の毀損を防ぐとともに、端株整理に伴う費用支出を抑制する目的にて実施致しま 

   す。 

(2)分割方法  

   平成21年12月31日を基準として、同日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を、普通株 

   式1株につき2株の割合をもって分割（1株につき1株を無償交付）いたしました。  

(3)分割により増加する株式数  

   株式分割前の当社発行済株式総数    105,805株  

   今回の分割により増加する株式数    105,805株  

   株式分割後の当社発行済株式総数    211,610株  

   株式分割後の当社発行可能株式総数  537,808株  

(4)株式分割の効力発生日  

   平成22年１月１日  
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   当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報については、それぞれ以下の 

   通りであります。  

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するものの、１株 

   当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。  

  

      1株当たり純資産額  

 
 

１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益  

  前第２四半期累計期間については、四半期連結財務諸表を作成しているため、前第２四半期累 

 計期間については記載しておりません。なお、当該株式分割が期首に行われたと仮定した場合の 

 前第2四半期連結累計期間における1株当たりの四半期純損失は次のとおりです。  

  

 
注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するものの、１株当  

  たり四半期純損失であるため、記載しておりません。  

  

 
注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するものの、１株当 

  たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 

当第２四半期会計期間末 前事業年度末

（平成21年12月31日） （平成21年６月30日）

△3,439.66円 △3,302.02円

前第2四半期連結累計期間
（自 平成20年7月1日 
至 平成20年12月31日）

1株当たり四半期純損失 △9,930.12円

当第2四半期累計期間 
（自 平成21年7月1日 
至 平成21年12月31日） 

1株当たり四半期純損失 △3,006.27円
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