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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 6,497 ― △895 ― △963 ― △3,689 ―
21年6月期 6,911 △13.3 △1,785 ― △1,824 ― △2,847 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △818.31 ― ― △19.1 △13.8
21年6月期 △42,386.60 ― ― △64.4 △25.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年6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

22年3月期 8,642 1,966 22.7 418.83
21年6月期 1,449 △807 △61.2 △13,215.67

（参考） 自己資本   22年3月期  1,966百万円 21年6月期  △887百万円

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

22年3月期 △1,085 △768 1,879 721
21年6月期 △1,367 435 △34 463

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）当社は、前会計年度において合併を行っているため、対前期増減率は記載しておりません。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

6,652 ― △20 ― △114 ― △151 ― △32.17

通期 13,596 ― 411 ― 260 ― 158 ― 33.66
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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  

(注) 詳細は、11ページ「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、24ページ「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、37ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 2社 （社名 Standard Gold Mining Inc. ） 除外 ―社 （社名 ）

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 4,695,855株 21年6月期 67,226株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,708株 21年6月期  54株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年7月1日～平成22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 ％

22年3月期 5,591 ― △718 ― △701 ― △1,024 ―
21年6月期 6,721 △14.3 △1,819 ― △1,839 ― △2,847 ―

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

22年3月期 △622.51 ―
21年6月期 △42,385.24 ―

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 6,455 2,052 31.8 437.24
21年6月期 1,438 △818 △61.7 △13,208.07

（参考） 自己資本 22年3月期  2,052百万円 21年6月期  △887百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

(注) 当会計年度は、決算期変更に伴う９ヶ月決算のため、対前期増減率は記載しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
　上記の業績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いております。実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは大きく異なる結果
となる可能性があります。上記の業績予想に関する事項につきましては、3ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参照ください。 
 
（注記事項） 
（１）業績について 
 当社は、平成22年１月１日付けで株式会社ジパング（合併前の株式会社ジパングをいい、以下「旧ジパング」といいます。）と合併しました。本合併は、企
業結合会計上の逆取得に該当するため、当期の連結業績については、旧ジパングの平成21年12月31日までの連結経営成績に、合併後当社の平成22年
１月１日以降の経営成績を合算したものであります。また、当期の個別業績については、旧株式会社プライムの平成21年７月１日から平成21年12月31日ま
での経営成績に、合併後当社の平成22年１月１日以降の経営成績を合算したものであります。以上により、平成22年３月期の対前期増減率は、連結・個
別ともに記載を省略しております。 
（２）１株当たり当期純利益について 
 平成21年12月31日までは合併時に旧ジパングの株主に割り当てられた発行済株式数と、平成22年１月１日から平成22年３月31日までの合併後発行済
株式数をもとに期中平均発行済株式数を計算し、１株当たり当期純利益を算出しております。 

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

第2四半期 
累計期間

3,865 ― △451 ― △480 ― △516 ― △109.92

通期 7,996 ― △743 ― △765 ― △867 ― △186.70
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（当連結会計年度の経営成績）  

  当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金融・経済危機やその影響を受けた国内の

消費低迷など低成長の時代を迎えたものと認識しております。このような状況の中、当社は、異なった

収益モデルを持つ他社との合併を本年１月に果たし、合併前両社の中核事業の強化と管理機能の統合に

よる販売管理費の抑制などを通し経営基盤強化に努めて参りました。この結果、本年１月から３月まで

の四半期におきましては全社成績が大幅に改善致しましたが、通期成績を回復するには至りませんでし

た。当連結会計年度は９ヶ月決算により、売上高は64億97百万円、営業損失は８億95百万円、経常損失

が９億63百万円となりました。また、合併に伴い発生しておりますのれん代等の減損損失23億89百万円

等を特別損失に計上したため、当期純損失は36億89百万円となりました。  

 なお、当連結会計年度は９ヶ月決算のため前年対比は記載しておりません。 

  

 各事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。  

  

（物販事業） 

 通販事業におきましては、メディア媒体と取扱商品の両面における選択と集中を積極的に進めて参り

ました。媒体分野におきましては、消費者のテレビ視聴の変容と多様化が伝えられる中、従来にも増し

て投資採算性に関して厳格な見直しを行いました。その結果、 終消費者へのリーチが難しく、媒体投

資効率が低いと判断されたものに関しては積極的にこれを排除して参りました。これにより得られた投

下原資を、より多くの方へのリーチが可能な大都市圏中心の媒体や、インターネットなど新しい媒体へ

投下することを進めて参りました。 

 卸売販売事業におきましては、テレビやインターネットにより得られた認知と、映像という当社事業

の特性を生かした販売を可能とする大手量販店などリアル店舗の価値を再定義し、販売強化を進めるた

めに、社内人員を増加させ、新規取引社数の拡大を進めました。商品分野におきましては、オリジナリ

ティーの高い戦略商品への集中と一貫性のある商品ブランドの強化を進めて参りました。戦略商品への

集中は、商品の在庫に関わる費用に始まり、様々な販売管理費の抑制に繋がり、一貫性のあるブランド

展開によって顧客認知の拡大を実現することが出来ました。このような施策を実行した結果、期中にリ

リースした美容系商品やフィットネス分野商品が堅調な売上を示すこととなり、営業成績を回復軌道へ

乗せることが出来ました。  

 この結果、当事業の売上高は19億85百万円となりました。なお前述しております通り、本売上高は合

併後新会社であるジパング・ホールディングスの平成22年１月１日から３月31日までのものでありま

す。  

  

（鉱山事業）  

  生産事業におきましては、完全子会社を通じて米国ネバダ州に所有する2つの鉱山での金地金の生産

を引続き行いました。 

  平成21年より操業の中心をフロリダキャニオン鉱山からスタンダード鉱山に移す予定としておりまし

たが、フロリダキャニオン鉱山において当初見通しに比して長期間採鉱することが可能であると確認で

きたため、操業の効率性に鑑みスタンダード鉱山における拡張許可取得および操業再開時期を平成22年

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(株)ジパング・ホールディングス（2684） 平成22年３月期決算短信
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内に変更いたしました。スタンダード鉱山においてはリーチパッド（鉱石野積場）に既に積載済みの鉱

石からの金銀の回収のみを行い、フロリダキャニオン鉱山にて採鉱作業を行いました。 

 生産量は46,404オンス（1.44トン）となり、また金価格が堅調に推移したため、北米子会社の連結売

上高は41億93百万円となり、結果として１億46百万円の営業黒字となりました。 

 探鉱事業におきましては、２つの生産鉱山の鉱区内におけるリザーブ（可採粗鉱量）、リソース（埋

蔵鉱量）の増加を主目的とした探鉱調査を行いました。その結果、両鉱山におけるリザーブは1,066千

オンス(33.16トン)に、リソースは653千オンス(20.31トン。予想鉱量は含まない)に、それぞれ増加い

たしました。 

 また今後の生産量増加のために不可欠な、金山会社または金山の買収のための調査・検討等を鋭意行

いました。 

 以上により、当事業の売上高は41億93百万円となりました。 

  

（その他） 

 当社は平成21年11月25日付にて、医療廃棄物処理関連事業を営むメディカル・サポート株式会社を売

却いたしております。同社における売上高は、１億53百万円となりました。 

 また、平成22年３月１日付にて、リラクゼーション事業の譲渡を行っております。本事業における売

上高は１億65百万円となりました。 

  

（次期の見通し）  

 通販事業では、昨年度より進めております選択と集中を更に加速して参ります。媒体分野におきまし

ては既に 適媒体効率の追求やＩＰＴＶなど新しい媒体領域への伸展などの施策を実施しており、これ

に伴う媒体効率の向上が期待されます。商品分野におきましても、ブランド化に成功した商品の継続販

売や、顧客認知の獲得が容易なインターネット展開などを進めて参ります。 

 また合併を契機に、新たに情報コンテンツ提供型ビジネスを当社保有のＣＳ放送メディアである「プ

ライム365.tv」にて開始しております。「賢者の羅針盤」と呼ぶ新しい番組コンテンツのＣＳ放送メデ

ィアでの放送を開始し、新たな顧客層の開拓を進めており、同時に本年度におきましては自社チャンネ

ル放送枠の販売などを含めた新たな事業の展開を開始して参ります。 

 卸売販売事業では、専門店など新たな販売チャネルの開拓を進める一方、既にお取引を頂いておりま

す有力な量販店他各社との更なる関係強化を積極的に進めております。また、他の通信販売事業者への

商品卸の他、当社が持つ販売チャネルを活かした新しい事業の展開を進めており、同事業を当社の新た

な収益の柱となるべく事業を構築して参ります。 

 生産事業では、平成23年３月期より、操業の中心をフロリダキャニオン鉱山からスタンダード鉱山に

移す予定です。フロリダキャニオン鉱山のリーチパッド上に積載済みの鉱石からは金銀の回収が当面継

続的に見込め、スタンダード鉱山からの鉱量は操業開始後徐々に増加していく見込みです。平成22年度

は金生産量53,270オンス（1.66トン）を当初予定しておりましたが、１月から３月の実績が堅調である

ため、今般その見通しを55,175オンス（1.72トン）に修正いたしました。また、平成21年度の探鉱によ

って鉱石の埋蔵状況の詳細を確認し、メンテナンス部門の体制強化を行ったことにより重機の故障が大

きく減少するなど、鉱山の状況は日々改善しており、今後も安定的な操業が期待されます。スタンダー

ド鉱山での操業期間は、約２年を予定しており、その後再びフロリダキャニオン鉱山に操業の中心を移

す予定です。 

(株)ジパング・ホールディングス（2684） 平成22年３月期決算短信
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 探鉱事業では、フロリダキャニオン、スタンダード両鉱山の鉱区内探鉱により、リザーブ・リソース

の増加に努めます。スタンダード鉱山での操業期間は今後約２年間を見込んでおりますが、先般、スタ

ンダード鉱山のリーチパッドから程近いコルデックス・ピット南部において比較的品位の高い地区を確

認したため、特に当該地域での探鉱を重点的に推進することで、鉱量の増大ひいてはスタンダード鉱山

での操業期間の延長を図ります。また、平成20年に取得したバーバーキャニオン鉱区等における調査を

引き続き行います。 

 また、割安に放置されている金山または金山会社を調査し、有望と目される対象については鉱区権益

や株式持分等の一部又は全部取得を目指します。北米、オセアニア、南アフリカ等を主たる対象地域と

しております。 

  

 以上により、次期の業績の見通しといたしましては、売上高は物販事業における79億97百万円及び鉱

山事業における55億99百万円を合わせて135億96百万円、営業利益４億11百万円、経常利益２億60百万

円、及び当期純利益１億58百万円を見込んでおります。 

  

(株)ジパング・ホールディングス（2684） 平成22年３月期決算短信
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①資産、負債及び純資産の状況 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ24億48百万円増加し37億12百万円となりました。これは主に旧

ジパングとの合併による現金及び預金及び商品の増加によるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ47億43百万円増加し49億29百万円となりました。これは主に旧

ジパングとの合併により差入保証金及び長期貸付金の増加によるものであります。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ22億72百万円増加し40億43百万円となりました。これは主に旧

ジパングとの合併による借入金の増加によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ21億47百万円増加し26億32百万円となりました。これは主に旧

ジパングとの合併による原状回復損失引当金の増加によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ27億73百万円増加し19億66百万円となりました。これは主に旧ジ

パングとの合併による資本剰余金の増加によるものであります。 

 ②キャッシュ・フローの状況   

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ２億57百万円増加し、当連結会計年度末には７億21百万円となりました。  

 キャッシュ・フローの内訳は下記のとおりであります。  

Ⅰ．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10億85百万円となりました。  

  これは主に、税金等調整前当期純損失及び減損損失によるものであります。  

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー  

  投資活動の結果、支出した資金は７億68百万円となりました。  

  これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。  

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー  

  財務活動の結果、取得した資金は18億79百万円となりました。  

  これは主に、短期借入れよる収入及び長期借入れによる収入によるものであります。  

  キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  

※ 1．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

※ 2．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。  

※ 3．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。  

※ 4．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全ての負債を 

   対象としています。 

  

当社では、当社を取り巻く利害関係者と良好な関係を構築又は維持し、社会に貢献しながら発展して

いきたいと考えております。とりわけ株主の皆様への利益還元を重要な施策と位置付けており、将来の

積極的な事業展開のための内部留保との調和を図りながら、安定的な利益還元を継続的に行うことを基

本方針としております。 

 当社では、年２回の配当を行うことを基本方針としておりますが、当事業年度につきましては、当期

の業績を勘案致しまして、無配とさせていただきます。 

  

平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期 平成22年３月期

自己資本比率 36.9％ 65.7％ 45.3％ △61.2％ 22.7％

時価ベースの自己資本比率 51.7％ 89.3％ 51.8％ 74.5％ 326.4％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

─ 4.3％ ─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ 10.7倍 ─ ─ ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の事業に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる

事項を記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避に向け努

力しております。  

 本項においては、将来に関する事項も含まれておりますが、当連結会計年度末現在において判断した

ものであります。 

  

② 為替変動に係るもの  

  物販事業の商品開発は、国内の商社やメーカー並びに海外の業者との直接交渉から成り立って 

 おります。しかし、国内外間の取引を問わず、商品の製造の大半は海外生産であり、そのため為 

 替の変動リスクが常に存在しております。また、鉱山事業に関する子会社及び投資先のほとんど 

 が海外であることから、為替リスクを低減するための措置を講じて参りますが、為替の大幅な変 

 動等が生じた場合には、当社グループの事業、経営成績、財務状態に影響を及ぼす可能性があり 

  ます。 

③ 訴訟等の発生に係るもの  

  物販事業が取り扱う商品には知的所有権を有するものも少なくなく、商品開発時点において精 

 査するように心がけております。特に、当社オリジナル商品（販売独占権等を有する商品）につ 

 いては、特許権・意匠権・商標権及び実用新案権等の登録状況を調査または専門家の意見を聴取 

 することにしておりますが、販売活動中、訴訟になり得る可能性もあり、訴訟の結果如何によっ 

 て当社の事業、経営成績、財務状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  また、当社の連結子会社である株式会社ジパングエナジー（以下、ジパングエナジー）は、 

 平成19年９月21日付にて株式会社計画科学研究所等から、名古屋地方裁判所に訴訟の提起を受け 

 ております。これは、平成17年５月18日付にて締結された、廃棄物処理装置の販売に係る売買契 

 約に不履行があったとの一方的な主張による損害として、総額３億24百万円の支払いを求めてき 

 たものであります。一方ジパングエナジーは、平成19年12月25日付にて、株式会社計画科学研究 

 所等に対し債務不履行（債務遅延及び履行不能）を理由に総額1億90百万円の支払いを求め、名 

 古屋地方裁判所に反訴をしております。 

  本件は係争中であり、現時点においては結果を予測することは困難でありますが、仮に判決が 

 ジパングエナジーにとって不利なものとなった場合には、当社グループの事業、経営成績、財務 

 状態に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 天災地変等に係るもの  

 当社グループでは、事業の特性、取引先との関係、生産、グループ内事業運営、経営資源の有 

(4) 事業等のリスク

  ① 合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入り銘柄の指定について 

   当社は平成22年１月１日付にて旧ジパング（吸収合併消滅会社）と株式交換による合併を行っ 

  ておりますが、ジャスダック証券取引所は、平成22年１月１日付で株券上場廃止基準第２条第１ 

  項第８号ａ前段（上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合）に該当するた 

  め、当社を同日より当該規定に係る「猶予期間」に入れております。猶予期間は平成22年１月１ 

  日より平成25年３月31日までとされております。なお、当社は猶予期間内に株券上場審査基準に 

  準じた審査への適合をめざす予定でありますが、同基準に適合しない場合には、上場廃止となる 

  可能性があります。
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効活用等の点より立地しておりますが、それら地域に大規模な地震、風水害等の発生による影響を完

全に防止できる保証は無く、これら自然災害等による物的、人的損害が甚大である場合には当社グル

ープの事業、経営成績、財務状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 物販事業にかかるリスクについて 

① 特有の法的規制に係るもの  

 当事業は無店舗販売である通信販売業を営み、お客様に対して、商品の特性をわかり易く、より具

体的に説明し、訴求力を高めております。通販事業においては「特定商取引に関する法律」、「消費

者契約法」、「不当景品類及び不当表示防止法」等の各種法令や、監督官庁の指針、ガイドライン等

による規制を受けております。こうした法令の制定や改正、監督官庁による新たなガイドラインや自

主的ルールの策定又は改定等により、新たな制約を受け、又は既存の規制が強化された場合には、当

社の事業、経営成績、財務状態に影響を及ぼす可能性があります。  

② 顧客情報に係るもの  

 当事業においては、顧客情報（個人情報）の大切さ、重要性を十分理解しつつ、情報管理を行って

おります。平成17年４月より個人情報保護法が完全施行され、個人情報の漏洩が社会的な関心事にな

っています。このような状況下で当社は、平成16年９月にプライバシーマーク（平成10年４月１日よ

り（財）日本情報処理開発協会が通商産業省（現経済産業省）の個人情報保護ガイドラインに準拠し

て個人情報の取り扱いを適切に行っている事業者を認定する制度）を取得いたしました。当社では、

同制度に則り、役職員・パートタイマー並びにアウトソーサー等への継続的な教育を徹底しておりま

す。しかし、情報の外部流出や悪用等の可能性は皆無とはいえず、これを理由に法的紛争に巻き込ま

れる可能性、又は当社グループの信用が低下する可能性があり、かかる場合には、当社の事業、経営

成績、財務状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社は、金鉱山会社もしくは金鉱区を取得するために投資を行っております。 

投資先の選定にあたっては、第三者機関による調査が可能な各国の上場会社もしくは上場会社が保

有する金鉱山を中心に選定し、将来の企業価値を示す埋蔵鉱量の精査に重点を置いておりますが、金

価格の変動等に伴い投資先の業績が悪化した場合には、当社グループの事業、経営成績、財務状態に

影響を及ぼす可能性があります。 

当事業の子会社及び投資先の海外金鉱山会社の業績は、金価格の変動に大きく左右されます。金価

格が急激に下落した場合には、子会社や投資先における事業の存続が困難になる可能性があります。

また、金価格の下落をヘッジするためにデリバティブ取引を行っている場合は、金価格が急激に上昇

した際に、同デリバティブ取引の契約により多額の損失が生じ、その先の事業の存続が困難になる可

能性がある為に、結果的に当社グループの事業、経営成績、財務状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

当事業の事業計画は、当社独自の想定金価格を基礎として策定しております。この想定金価格は当

社の判断であり、将来、実際の金価格と乖離する可能性があります。この場合、事業計画の基礎とな

 鉱山事業にかかるリスクについて

①金鉱山会社への投資に係るもの

②金価格の変動に係るもの

③事業計画における金価格の想定に係るもの
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る数値が変わることになりますので、当社グループの事業、経営成績、財務状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

当事業の事業展開は、国内外の種々の法的規制を受けておりますので、関連法規の改廃や新たな法

的規制の新設、適用基準の変更等が行われた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。 

④特定の法的規制等に係るもの
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当社は、平成22年１月１日付にて、当社を存続会社、旧ジパングを消滅会社とする吸収合併を行い、同
社が営む事業の全てを承継しました。 
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社ジパング・ホールディングス）、親会社

（ブルパレスコーポレーション株式会社）、子会社７社（国内２社、海外５社）から構成されており、Ｔ
Ｖショッピングを中心とした物販事業と、金鉱山運営を中心とした鉱山事業を主たる事業としておりま
す。 
なお、株式会社パルマファイナンシャルサービシーズは平成21年５月19日、メディカルサポート株式会

社は平成21年11月25日に売却しております。また、旧ジパングが運営しておりましたリラクゼーション関
連事業に関しては、平成22年３月１日付にて譲渡しております。 
当社グループの事業における位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりでありま

す。 

  

ＴＶショッピング、インターネットによる通販事業、並びに小売業者、卸売業者への卸売販売事業 

当社、プライムハーバープロダクツ株式会社（化粧品・栄養補助食品の企画開発・販売） 

  

金生産事業及びこれに付帯する事業。 
具体的には金鉱山運営管理、金生産並びに探鉱を行っております。 

当社、Jipangu International Inc.（鉱山運営管理）、Florida Canyon Mining, Inc.（金生産）、
Standard Gold Mining, Inc.（金 生 産）、Jipangu Exploration, Inc.（探 鉱）、Jipangu Canada Inc.
（鉱山運営管理） 

  

当社事業の系統図は以下のとおりです。 

  

 

  

（注１）親会社 

ブルパレスコーポレーション株式会社（54％  平成22年３月31日現在） 

（注２）海外連結子会社 

連結子会社：Jipangu International Inc.（100％  米国） 

連結孫会社：Florida Canyon Mining, Inc.（100％  米国） 

            Standard Gold Mining, Inc.（100％  米国） 

            Jipangu Exploration, Inc.（100％  米国） 

            Jipangu Canada  Inc. （100％  カナダ国） 

2. 企業集団の状況

（物販事業）

＜主な関係会社＞

（鉱山事業）

＜主な関係会社＞
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当社は、合併前両社が有していた経営に対する基本方針を建設的に改め、新たな経営の基本方針を定

め、今回合併を通した事業の成長を進めております。 

  新たな基本方針は、「顧客、従業員、取引先、株主等を含む全てのステークホルダーから寄せられる

期待を超える経営の実現」です。２つの中核事業を従来に増して健全に運営し、新たな事業軸の創造を

含めた合併後の相乗を急ぎ、社会公器としてステークホルダーへの責任を果たして参ります。 

  優先の課題である上場維持へ向けては、収益基盤の強化と共に堅調かつ継続的に利益を創出する事

業運営と健全な経営遂行体制の確立や、コーポレート・ガバナンスの整備強化と情報開示における一層

の透明性確保を目指した諸活動を進めております。継続的利益の創出へ向け、物販事業におきましては

メディア媒体の意味づけを新たにしたビジネス・モデルへの転換を行い、健全に利益を創出する体制が

整いました。また鉱山事業におきましても、米国での生産事業が堅調に推移していることに加え、金の

市場での取引価格も高騰を続けていることから、従来と比べ大幅に投資採算性を向上させることが出来

ました。 

  今後は次の段階へと成長を進めるため、一層の収益性向上とこれを実現する為の社内体制の強化を急

ぎ、基本方針に則った企業文化の醸成に努めて参ります。 

当社は、２つの事業を有しており、事業特性を鑑みた経営指標を設定し、強い経営基盤の確立を目指

しております。物販事業におきましては売上高総利益率とメディア媒体毎の投資効率を重要な指標とし

ております。鉱山事業におきましては探鉱から生産へ至るまで一貫して投下資本利益率を重要な指標と

しております。また、物販事業におきましては消費者の嗜好変化や商品のライフサイクルの短縮傾向へ

の対応力、鉱山事業におきましては金価格の変動への受容力が重要と認識しており、販売管理費の計画

と管理を通して営業利益の確保、経常利益の向上など財務体質の改善を図りバランスのとれた企業への

成長を目指して参ります。同時に利益処分と配当性向を新たに構築し、株主配当と内部留保及び従業員

への還元を誠実に実現して参ります。 

当社は、平成22年１月ジャスダック証券取引所より「合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期

間入り銘柄」に指定されておりますが、本指定の解除に向け、本年１月１日の合併以後利益創出の基盤

整備を徹底的に進めて参りました。この結果、合併前両社に対して付されておりました継続企業の前提

に関する注記は本事業年度をもって除外することとなりました。これにより当社は健全な経営基盤の更

なる拡張を進める基礎回復を為し得たと認識しております。 

  当社の中期的な経営戦略は本年度を初年度とするもので、①通販事業のビジネス・モデル刷新、②メ

ディア・インフラを活用する新しい事業軸の展開、③当社鉱山の安定操業と飛躍的な生産量拡大を可能

とする埋蔵鉱量の確保、の３つを主たる戦略と設定致しております。 

  ①通販事業のビジネス・モデル刷新については、テレビ媒体の位置づけを販売チャネルから商品 

  認知メディアへと転換して参ります。今後は、インターネットやＩＰＴＶ等、より新しく且つ  

  顧客とのコミュニケーションが容易なメディアを新たな販売チャネルとして拡大して参りま 

  す。 

  ②メディア・インフラを活用する新しい事業軸の展開につきましては、当社が保有するＣＳ放送 

    メディアを中心にコンテンツ配信と情報提供型事業を積極的に進めて参ります。 

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

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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    本年４月からは経済情報提供型の番組コンテンツである「賢者の羅針盤」の放映を開始し、同 

    時に様々な企業へ放送枠を販売して参ります。 

  ③当社鉱山の安定操業と飛躍的な生産量増加を可能とする埋蔵鉱量の確保につきましては、北米 

  での生産事業が安定的な操業を開始したことにより得られた資源をもって、カントリー・リス 

  クの少ない産金国へ進出し、年間の生産量の拡大と複数地域によるリスク分散経営を実現して 

  参ります。これにより地政学的リスクや金価格変動への受容力獲得と、経営の安定に資する売 

  上並びにキャッシュ・フローの確保と創出を実現して参ります。   

 優先で対処すべき課題は、前述のとおりジャスダック証券取引所における「合併等による実質的存

続性の喪失に係る猶予期間入り銘柄」の指定解除であると認識しております。本解除にむけて、中核事

業の利益体質の獲得、健全で透明な経営の遂行、コーポレート・ガバナンスの一層の整備と充実、情報

開示の適時性やグループ企業の再編等を進めて参ります。 

 当社では第16期以降の重点施策として、以下の項目を実施して参ります。 

  ①更なる透明性を確保したグループ企業運営の実現 

    本年度におきましては、当社グループ企業との関係性の再考を行います。既に本年３月には当 

  社の親会社であるブルパレスコーポレーション株式会社との関係整理を進め、結果として当社 

  代表取締役が両社代表取締役を兼務している状態を見直しており、今後も関連するグループ各 

  社との関係性見直しを更に進めて参ります。 

  ②経営における意思決定責任と事業執行責任の明確化 

    合併後の新年度におきましては、中核事業の運営をより高度化し、全社の意思決定における品 

  質とスピードを高めることを目的に組織変更等を含めた経営執行体制の見直しを進めます。当 

  社の中核事業である物販事業及び鉱山事業については、両事業とも意思決定スピード並びに経 

  営執行スピードが重要であり、これらの更なる強化を進めることが中期的な経営の目標実現に 

  近づくものと考えております。 

  ③内部管理体制とコーポレート・ガバナンスの強化 

    上場企業として求められる内部管理体制並びにコーポレート・ガバナンスの強化を更に進めて 

  参ります。本年３月には内部監査室の新設及び主管役員の配置を終え、業務活動、意思決定や 

  社内外取引の適格性を評価する体制を整えました。またガバナンス強化の観点より、社外取締 

  役に有識者を配することで、経営と意思決定の透明性と公明性を高める体制も整え終えており 

  ます。今後も更に運用強化を進め、継続的な内部管理を実施して参ります。 

(4) 会社の対処すべき課題
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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21年６月30日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 483,999 891,343

受取手形及び売掛金 410,621 609,543

商品 286,118 1,868,550

貯蔵品 1,186 1,120

短期貸付金 － 15,704

繰延税金資産 － 57,819

その他 83,272 392,791

貸倒引当金 △900 △124,061

流動資産合計 1,264,297 3,712,812

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 － 600,872

減価償却累計額 － △145,181

建物及び構築物（純額） － 455,690

機械装置及び運搬具 12,996 1,149,729

減価償却累計額 △7,146 △436,773

機械装置及び運搬具（純額） 5,850 712,955

工具、器具及び備品 － 12,969

減価償却累計額 － △6,138

工具、器具及び備品（純額） － 6,831

鉱山開発資産 － 876,372

減価償却累計額 － △245,495

鉱山開発資産（純額） － 630,877

建設仮勘定 － 92,025

有形固定資産合計 5,850 1,898,380

無形固定資産

ソフトウエア － 62,142

電話加入権 － 644

鉱業権 － 133,204

無形固定資産合計 － 195,991

投資その他の資産

投資有価証券 138,197 211,707

差入保証金 41,471 1,355,863

長期貸付金 － 1,271,566

繰延税金資産 － 978,602

その他 － 286,540

貸倒引当金 － △1,269,403

投資その他の資産合計 179,669 2,834,876
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年６月30日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

固定資産合計 185,519 4,929,249

資産合計 1,449,817 8,642,061

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 463,230 1,143,149

短期借入金 650,000 1,140,500

1年内返済予定の長期借入金 135,996 761,502

未払金 498,991 729,962

リース債務 － 231

未払法人税等 4,758 93,210

賞与引当金 1,246 2,774

その他 17,187 172,120

流動負債合計 1,771,410 4,043,450

固定負債

長期借入金 405,005 989,197

繰延税金負債 － 5,141

退職給付引当金 21,059 23,640

役員退職慰労引当金 59,440 59,440

債務保証損失引当金 － 101,453

原状回復引当金 － 1,360,074

リース債務 － 83

その他 － 93,512

固定負債合計 485,504 2,632,543

負債合計 2,256,914 6,675,994

純資産の部

株主資本

資本金 1,184,717 1,582,334

資本剰余金 1,413,113 7,695,621

利益剰余金 △3,469,176 △7,010,239

自己株式 △16,197 △36,197

株主資本合計 △887,543 2,231,518

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △179 7,247

為替換算調整勘定 － △272,698

評価・換算差額等合計 △179 △265,451

新株予約権 68,965 －

少数株主持分 11,659 －

純資産合計 △807,097 1,966,067

負債純資産合計 1,449,817 8,642,061
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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20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 6,911,075 6,497,177

売上原価 3,323,712 5,024,196

売上総利益 3,587,363 1,472,981

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 382,108 97,971

放送費 2,684,628 526,109

物流費 551,644 159,039

販売手数料 341,547 67,952

賞与引当金繰入額 1,246 1,672

給料手当及び賞与 － 420,198

退職給付費用 5,976 1,942

のれん償却額 － 143,670

支払手数料 － 327,438

貸倒引当金繰入額 3,556 31,939

その他 1,401,735 590,440

販売費及び一般管理費合計 5,372,443 2,368,376

営業損失（△） △1,785,079 △895,395

営業外収益

受取利息 2,250 23,144

受取配当金 4,342 －

投資有価証券売却益 20,000 －

仕入割引 12,656 －

負ののれん償却額 － 25,013

業務受託手数料 － 14,826

その他 12,253 12,672

営業外収益合計 51,502 75,656

営業外費用

支払利息 4,545 44,967

投資有価証券売却損 53,992 －

支払手数料 22,673 －

為替差損 － 48,257

株式交付費 － 24,574

その他 9,590 25,862

営業外費用合計 90,802 143,661

経常損失（△） △1,824,379 △963,400
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 － 95,403

前期損益修正益 － 161,875

貸倒引当金戻入額 3,563 －

その他 － 2,412

特別利益合計 3,563 259,691

特別損失

貸倒引当金繰入額 568,888 －

減損損失 123,168 2,389,456

投資有価証券評価損 111,573 －

関係会社株式売却損 － 172,691

たな卸資産評価損 36,879 141,009

事業撤退損 183,624 －

その他 － 275,149

特別損失合計 1,024,134 2,978,306

税金等調整前当期純損失（△） △2,844,951 △3,682,014

法人税、住民税及び事業税 2,297 7,557

法人税等調整額 － △46

法人税等合計 2,297 7,510

少数株主損失（△） △55 －

当期純損失（△） △2,847,192 △3,689,525

(株)ジパング・ホールディングス（2684） 平成22年３月期決算短信

17



(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20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,184,717 1,184,717

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － △1,184,717

取得企業の期首残高 － 1,000,000

新株の発行 － 310,097

合併による増加 － 272,237

当期変動額合計 － 397,616

当期末残高 1,184,717 1,582,334

資本剰余金

前期末残高 1,413,113 1,413,113

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － △1,413,113

取得企業の期首残高 － 6,205,342

新株の発行 － 310,097

合併による増加 － 1,180,182

当期変動額合計 － 6,282,508

当期末残高 1,413,113 7,695,621

利益剰余金

前期末残高 △621,719 △3,469,176

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 3,469,176

取得企業の期首残高 － △3,320,714

自己株式の消却 △263 －

当期純損失（△） △2,847,192 △3,689,525

当期変動額合計 △2,847,456 △3,541,063

当期末残高 △3,469,176 △7,010,239

自己株式

前期末残高 △16,461 △16,197

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 16,197

取得企業の期首残高 － △2,692

自己株式の取得 － △20,000

自己株式の消却 263 －

合併による増加 － △13,504

当期変動額合計 263 △20,000

当期末残高 △16,197 △36,197

株主資本合計

前期末残高 1,959,649 △887,543
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 887,543

取得企業の期首残高 － 3,881,935

新株の発行 － 620,194

当期純損失（△） △2,847,192 △3,689,525

自己株式の取得 － △20,000

合併による増加 － 1,438,915

当期変動額合計 △2,847,192 3,119,062

当期末残高 △887,543 2,231,518

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △48,078 △179

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 179

取得企業の期首残高 － 24,694

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

47,899 △17,446

当期変動額合計 47,899 7,426

当期末残高 △179 7,247

為替換算調整勘定

前期末残高 － －

当期変動額

取得企業の期首残高 － △398,339

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 125,640

当期変動額合計 － △272,698

当期末残高 － △272,698

評価・換算差額等合計

前期末残高 △48,078 △179

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 179

取得企業の期首残高 － △373,645

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

47,899 108,193

当期変動額合計 47,899 △265,272

当期末残高 △179 △265,451

新株予約権

前期末残高 68,965 68,965

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － △68,965

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － △68,965

当期末残高 68,965 －
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

少数株主持分

前期末残高 11,715 11,659

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － △11,659

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55 －

当期変動額合計 △55 △11,659

当期末残高 11,659 －

純資産合計

前期末残高 1,992,252 △807,097

当期変動額

被取得企業の前期末残高 － 807,097

取得企業の期首残高 － 3,508,290

新株の発行 － 620,194

当期純損失（△） △2,847,192 △3,689,525

自己株式の取得 － △20,000

合併による増加 － 1,438,915

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47,843 108,193

当期変動額合計 △2,799,349 2,773,164

当期末残高 △807,097 1,966,067
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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20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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（△） △2,844,951 △3,682,014

前期損益修正損益（△は益） － △86,949

減価償却費 32,663 246,668

のれん償却額 － 143,670

貸倒引当金繰入額 568,888 －

たな卸資産評価損 36,879 141,009

減損損失 123,168 2,389,456

事業撤退損失 183,624 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △628 23,270

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,664 1,672

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,799 1,942

原状回復引当金の増減額（△は減少） － 118,655

受取利息及び受取配当金 △6,593 △23,144

デリバティブ評価損益（△は益） △4,948 －

投資有価証券売却損益（△は益） 33,992 77,279

投資有価証券評価損益（△は益） 111,573 －

売上債権の増減額（△は増加） 47,290 398,293

営業貸付金の増減額（△は増加） 69,019 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,638 △276,854

仕入債務の増減額（△は減少） 173,814 △313,412

原状回復積立金の増減額（△は増加） － △117,369

未払金の増減額（△は減少） △69,058 7,542

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,248 8,453

その他 36,598 △28,486

小計 △1,369,642 △970,316

利息及び配当金の受取額 6,752 23,070

利息の支払額 △2,440 △41,520

法人税等の支払額 △2,000 △97,215

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,367,332 △1,085,982
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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 307,020 172,850

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△4,362 2,916

有形固定資産の取得による支出 △3,280 △555,337

無形固定資産の取得による支出 △24,320 △3,360

差入保証金の差入による支出 △1,734 △189,510

差入保証金の回収による収入 1,680 39,485

定期預金の預入による支出 － △150,000

定期預金の払戻による収入 160,000 －

その他 29 △85,118

投資活動によるキャッシュ・フロー 435,032 △768,074

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 － 953,504

短期借入金の返済による支出 △574,940 △721,205

長期借入れによる収入 580,000 1,339,041

長期借入金の返済による支出 △38,999 △248,576

株式の発行による収入 － 595,619

配当金の支払額 △879 －

その他 － △38,468

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,818 1,879,914

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,162 △6,560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △968,281 19,297

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 224,531

現金及び現金同等物の期首残高 1,432,281 463,999

被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 － △463,999

取得企業の現金同等物の期首残高 － 477,514

現金及び現金同等物の期末残高 463,999 721,343
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

前連結会計年度
(自  平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

  当社グループは、前連結会計年度において1,169,191千

円の営業損失を計上し、当連結会計年度においても

1,785,079千円の営業損失を計上しております。また、当

連結会計年度において2,847,192千円の当期純損失を計上

した結果、純資産が807,097千円のマイナスと債務超過の

状態となっております。 

  これらの状況により、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。 

  当社グループは当該状況を解消すべく、３ヵ年事業計画

を策定し、その遂行により重要な疑義は解消できるものと

考えております。 

①媒体・ウェブ戦略の見直し 

  不採算長尺放送枠を大幅に削減し、媒体の効率化を推し

進める一方で、地上波キー局（東名阪）中心の短尺スポッ

ト（90秒・60秒）運用に重点を移し大都市圏へプライムシ

ョッピングブランドと商品認知の向上を狙います。同時に

短尺スポットによるウェブ・モバイルサイトへの誘導、サ

イトの露出拡大と機能改善を図り、ウェブ、モバイルによ

る受注の 大化を目指します。 

②勝ちパターンの商品開発プロセスの再構築  

  当社が今までに築いてきた顧客基盤200万人を顧客分析

と 適プロモーションへ活用し、新商品の先行告知販売と

フィードバックに基づく商品のブラッシュアップと番組制

作を行い、勝ちパターンを十分認識した上での、当社の得

意分野での商品開発を行います。 

③商品開発から営業販売へ至るまでの機能強化を目指した

組織改革 

  本年7月、これまでのチャネル毎営業販売体制を見直

し、商品開発機能の充実と、営業販売体制の強化を目指し

た組織改革を実施致しました。 

  これにより、商品企画力の機能を強化し、市場での商品

展開から販売へ至るまでを一貫性を持って進める体制を整

えます。 

④新たな収益モデルの確立 

  当社が保有する365.tvと言ったメディア・プラットフォ

ームの活用や、大手流通事業者との間で有する良好な関係

などに基づいた、新しい収益モデルの確立を急ぎます。こ

れにより既存のメディア営業事業とホールセール事業によ

る収益を補完し、商品に依存しない安全な収益基盤を獲得

します。 

⑤資本・業務パートナーとの連携による新分野の開拓 

  大株主である伊藤忠商事、ベスト電器との協働による

様々な新施策を今後も継続検討しております。ウェブプラ

ットフォームの構築やインターネットTV事業へのコンテン

ツ提供、家電番組の制作、放送、また保険・旅行ビジネス

等無形サービスのテレビショッピングでの取り組みに着手

いたします。 

  財務面においては、第三者割当増資等による資金調達を

行うことにより、自己資本の充実と安定した財務体質への

転換を図ってまいります。 

  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、連結財務諸表は、上記の事業計画及び追加資金調

達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

連結財務諸表に反映しておりません。

─
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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】

項目
前連結会計年度

(自  平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

１  連結の範囲に関する事項 連結子会社の数      １社

連結子会社の名称

  プライムハーバープロダクツ株式会

社

  なお、株式会社パルマファイナンシ
ャルサービシーズについては売却によ
り連結の範囲から除いております。

(1)連結子会社の数     ６社 

 連結子会社の名称 

  株式会社ジパングエナジー 

 Jipangu International Inc. 

 Florida Canyon Mining, Inc. 

 Standard Gold Mining, Inc. 

 Jipangu Exploration, Inc. 

 Jipangu Canada Inc. 

なお、当社は平成22年１月１日付で株

式会社ジパングを吸収合併したため、

当連結会計年度より上記連結子会社６

社を連結の範囲に含めております。  

また、メディカルサポート株式会社に

ついては売却により連結の範囲から除

いております。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社 

 プライムハーバープロダクツ株式会 

 社 

 （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

２  持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 持分法非適用の非連結子会社につい
ては、それぞれ当期純損益（持分に見
合う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等からみて、持分法の対象から
除いても連結財務諸表に及ぼす影響が
軽微であり、かつ、全体としても重要
性がないため、持分法の適用範囲から
除外しております。 

３  連結子会社の事業年度等

に関する事項

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６社については、12月31

日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、

決算日が違う６社のうち株式会社ジパ

ングエナジーを除く５社については、

同日現在の財務諸表を使用しており、

連結決算日までの期間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調整

を行っております。 

 なお、株式会社ジパングエナジーに

ついては連結決算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。
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項目
前連結会計年度

(自  平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

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  有価証券

  その他有価証券

    時価のあるもの

      連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

    時価のないもの

      移動平均法による原価法を採用

しております。

      なお、投資事業有限責任組合へ

の出資（金融商品取引法第２条

第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な 近の決算書を

基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっておりま

す。

①  有価証券 

  その他有価証券

    時価のあるもの

同左 

  

 

  

 

    時価のないもの

同左

   

②  デリバティブ等

  時価法

③  たな卸資産

  商品

    移動平均法による原価法

    （貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により

算定） 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

②  デリバティブ等

同左

③  たな卸資産

  商品

    当社及び国内連結子会社は移動平 

  均法による原価法

   （貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により

算定） 

また、在外連結子会社のたな卸資

産については以下のとおりであり

ます。 

リーチ・パッド（鉱石野積場）上

の破砕鉱石  

総平均法に基づく低価法 

破砕鉱石とは、発破を行った後に

さらに細かく粉砕した金を含有し

ている鉱石のことで、その鉱石を

野積した場所をリーチ・パッド

（鉱石野積場）と呼び、金地金生

産の一過程であります。  

その他の在外連結子会社のたな卸

資産  

先入先出法に基づく低価法 
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項目
前連結会計年度

(自  平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

  貯蔵品

     終仕入原価法による原価法

    （貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により

算定）

（会計方針の変更）

  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及び経常損失は

16,368千円増加し、税金等調整前当期

純損失は53,248千円増加しておりま

す。

  なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

  貯蔵品

同左

 

  

 

─

(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

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については定額法）を採

用しております。

なお、耐用年数については法人税

法に規定する方法によっておりま

す。

①  有形固定資産(リース資産を除く)

当社及び国内連結子会社は、定率

法（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法）を採用して

おります。

なお、耐用年数については法人税

法に規定する方法によっておりま

す。

また、在外連結子会社は、車両運
搬具は定額法、鉱山開発資産につい
ては生産高比例法を採用しておりま
す。 なお、主な耐用年数は次のと
おりであります。  
建物及び構築物 ８～15年  
機械装置及び運搬具 ３～７年  
その他 （工具、器具及び備品） ４
～20年 

②  無形固定資産

定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期
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 リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお
ります。 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
処理によっております。 在外連結
子会社のキャピタル・リース取引に
つきましては、所在地国のリース会
計基準に基づき、通常の売買取引に
係る方法に準じた会計処理によって
おります。

④ 長期前払費用  
  均等償却によっております。 
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項目
前連結会計年度

(自  平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準 ①  貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

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

権については債権の回収可能性を個

別に検討して計上しております。

①  貸倒引当金

同左

②  賞与引当金

  従業員の賞与の支払に備えるた

め、支給見込額基準により計上して

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、

当連結会計年度末における退職給付

債務に基づき当連結会計年度末にお

いて発生していると認められる額を

計上しております。

  なお、当社は簡便法により退職給

付引当金を設定しております。

③  退職給付引当金

同左
 

④  役員退職慰労引当金

  役員の退職金の支払に備えるた

め、内規に基づく期末要支払額を計

上しております。

  なお、平成17年9月27日付をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止いたし

ましたので、引当金計上額は制度廃

止日に在任している役員に対する支

給見込額であります。
─

④  役員退職慰労引当金

同左

   

  

 

  

 

  

 

⑤ 債務保証損失引当金

 債務保証に係る損失に備えるた

め、被保証先の財政状態を勘案し、

損失負担見積額を計上しておりま

す。

 (4) 重要な外貨建の資産又は
  負債の本邦通貨への換算 
  の基準

─ 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、連結子会社の決算
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。 

(5) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の処理方法

  税抜方式を採用しております。

① 消費税等の処理方法

同左

②資産除去債務に関する会計処理 

 米国の会計処理基準ＳＦＡＳ第

143号「資産除去債務に関する会計

処理」により、除去債務（原状回復

引当金）は発生時に負債として認識

され、資産除去コストは資産（繰延

原状回復資産）の帳簿価額の一部と

して資産化され、後にその資産の耐

用年数によって償却される方法に準

拠しております。 

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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項目
前連結会計年度

(自  平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

─  のれん及び負ののれんの償却につ

いては、５年間の均等償却によって

おります。

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、要求払預金及び取得日か

ら3ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、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

しか負わない短期的な投資を資金の範

囲としております。

同左
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     【表示方法の変更】 

   前連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日）     

   （連結貸借対照表） 

   「財務諸表等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」として掲記されていたものは、当連 

   結会計年度から「商品」「貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸 

   資産」に含まれる「商品」「貯蔵品」は、それぞれ452,278千円、5,602千円であります。 

  

   （連結損益計算書） 

    当社テレビ通販の売上は、全売上高に占める割合が高いため、その売上を獲得するための放送 

   費を前連結会計年度においては、「広告宣伝費」として掲記されていましたが、当連結会計年度 

   から「広告宣伝費」及び「放送費」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「広告宣 

   伝費」に含まれる「放送費」は、3,094,855千円であります。 

  

    また、前連結会計年度においては、「為替差損」として区分掲記されていましたが、重要性が 

   乏しいことから当連結会計年度より営業外費用の「その他」に含めております。なお、当連結会 

   計年度の「その他」に含まれる「為替差損」は、1,342千円であります。 

  

   当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （連結損益計算書） 

 従来は、「販売費及び一般管理費」における割合が低かったため「その他」に含めておりました

が、合併により「給料手当及び賞与」及び「支払手数料」の「販売費及び一般管理費」に占める割合

が高くなり、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度から「給料手

当及び賞与」及び「支払手数料」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「その他」に含

まれる「給料手当及び賞与」及び「支払手数料」は、それぞれ258,679千円及び191,294千円でありま

す。 

  

(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】
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前連結会計年度（自  平成20年７月１日  至  平成21年６月30日） 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注） １．普通株式の発行済株式総数の減少0.88株は、自己株式の消却による減少であります。 

       ２．普通株式の自己株式の総数の減少0.88株は、自己株式の消却による減少であります。 

  

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
（注） 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。 

  

3.配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

    該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

    該当事項はありません。 

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度始 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式 
  普通株式(注1)

67,226.88 － 0.88 67,226

合計 67,226.88 － 0.88 67,226

自己株式 
  普通株式(注2)

54.88 － 0.88 54

合計 54.88 － 0.88 54

区分
新株予約権
の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）当連結会計年度始

株式数(株)

当連結会計年度 

増加株式数(株)

当連結会計年度 

減少株式数(株)

当連結会計年度末 

株式数(株)

提出会社 
(親会社)

平成20年新
株予約権

普通株式 24,190 － － 24,190 68,965

合計 24,190 － － 24,190 68,965
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当連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

 当社は、平成22年１月１日付けで旧株式会社ジパングと合併いたしました。本合併は企業結合会計上の逆

取得に該当するため、当期の株主資本の期首残高は旧ジパングの連結期首残高となっております。そのた

め、前期の株主資本の期末残高と当期の株主資本の期首残高には連続性がなくなっております。 

（１）「被取得企業の前期末残高」は当社（連結）の前期末残高を記載しております。 

（２）「取得企業の期首残高」は、旧ジパング（連結）の期首残高を記載しております。 

（３）「合併による増加」は、旧ジパングを取得企業、当社を被取得企業としてパーチェス法を適用し 

   たことによる増加であります。 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注） １．逆取得のため、前期末株式数は旧ジパングの株式数であります。 

 ２．普通株式の発行済株式総数の増加の内83,810株は、有償一般募集による新株の発行によるもので、その他

   211,610株については、合併による増加であります。 

 ３．普通株式自己株式の増加の内108株は、合併によるもので、その他1,600株については、買取請求による増

   加であります。 

 ４．普通株式の発行済株式及び自己株式の減少25,244株は合併による減少であります。  

  

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 逆取得のため、前期末の新株予約権数及び自己新株予約権数は旧ジパングの数となるため、該当事項はありません。 

  

3.配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

    該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

    該当事項はありません。 

  

当連結会計年度始 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度 
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式 
  普通株式(注)1,2,4

4,425,679 295,420 25,244 4,695,855

合計 4,425,679 295,420 25,244 4,695,855

自己株式 
  普通株式(注)1,3,4

25,244 1,708 25,244 1,708

合計 25,244 1,708 25,244 1,708
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 １．企業結合（逆取得）に関する事項 
 当社は、平成22年１月１日付けで旧株式会社ジパングと合併いたしました。本合併は企業結合会計
上の逆取得に該当するため、当期の現金及び現金同等物の期首残高は旧株式会社ジパングの連結期首
残高となっております。 
そのため、前期の現金及び現金同等物の期末残高と当期の現金及び現金同等物の期首残高には連続性
がなくなっております。 
(1)「被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高」は当社（連結）の前期末残高を記載してお 
  ります。 
(2)「取得企業の現金及び現金同等物の期首残高」は、旧ジパング（連結）の前期末残高を記載 
  しております。 
(3) 前期の現金及び現金同等物の期末残高463,999千円は「合併に伴う現金及び現金同等物の加 
  額」に含めて表示しております。 

  

 
  

(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20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１  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

現金及び預金 483,999千円

計 483,999千円

預金期間が3ヶ月を超える 

定期預金
△20,000千円

現金及び現金同等物 463,999千円

※１  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

現金及び預金 891,343千円

計 891,343千円

預金期間が3ヶ月を超える 

定期預金
△170,000千円

現金及び現金同等物 721,343千円

※２  株式の売却により、連結子会社ではなくなった会

社の資産及び負債の主な内訳

─

株式の売却により連結子会社ではなくなった株式会社パ

ルマフィナンシャルサービシーズの連結除外時の資産及

び負債の主な内訳は次の通りであります。

 

流動資産 152,953千円

固定資産 39,587千円

資産合計 192,540千円

流動負債 866,913千円

            負債合計 866,913千円
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 株式会社ジパングとの合併に伴い、海外連結子会社の取引が発生したため、当期より、所在地別セグメン
ト情報および海外売上高（純営業収益）のセグメント情報を開示しております。 

  

前連結会計年度(自平成20年７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  各区分の主な商品 

(1) 物販事業      日用雑貨、運動器具、健康器具 

(2) 金融事業      金融商品 

３  会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)③に記載のとおり、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。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が物販事業で16,368千円増加しております。

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

物販事業
（千円）

金融事業
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

計
（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 6,721,946 189,129 6,911,075 － 6,911,075

    (2)セグメント間の内部売上高 

       又は振替高
－ － － － －

    計 6,721,946 189,129 6,911,075 － 6,911,075

  営業費用 8,523,518 173,440 8,696,959 △803 8,696,155

  営業利益及び営業損失（△） △1,801,572 15,689 △1,785,883 803 △1,785,079

Ⅱ  資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出

  資産 1,449,817 － 1,449,817 － 1,449,817

  減価償却費 25,147 7,516 32,663 － 32,663

  減損損失 123,168 － 123,168 － 123,168

  資本的支出 15,549 12,050 27,600 － 27,600
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当連結会計年度(自平成21年４月１日  至平成22年３月31日) 
  

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

２  各区分の主な商品 

(1) 物販事業      日用雑貨、運動器具、健康器具 

(2) 金生産事業    金地金 

(3) その他事業    リラクゼーションサービス 

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（953,892千円）の主なもの 
  は、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 
４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（686,275千円）の主なものは、親会社 
   での管理部門に係る資産等であります。 

物販事業
（千円）

金生産事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

計
（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 1,985,451 4,193,115 318,611 6,497,177 ─ 6,497,177

    (2)セグメント間の内部売上高 

       又は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─

    計 1,985,451 4,193,115 318,611 6,497,177 ─ 6,497,177

  営業費用 1,979,612 4,046,354 412,714 6,438,680 953,892 7,392,573

  営業利益及び営業損失（△） 5,838 146,760 △94,102 58,497 △953,892 △895,395

Ⅱ  資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出

  資産 1,559,721 6,356,760 39,303 7,955,786 686,275 8,642,061

  減価償却費 2,155 220,313 3,204 225,673 20,994 246,668

  減損損失 2,124,968 － 264,488 2,389,456 － 2,389,456

  資本的支出 6,275 541,630 － 547,905 33,128 581,034
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前連結会計年度(自平成20年７月１日  至平成21年６月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載しておりません。 

  

当連結会計年度(自平成21年４月１日  至平成22年３月31日) 

 
（注）１．国又は地域の区分方法及び各区分に属する主な国又は地域 
     (1）国又は地域の区分方法 …………… 地理的近接度、事業活動の相互関連性を考慮して決 
       定しております。 
     (2）各区分に属する国又は地域 ……… 北米：アメリカ、カナダ 
   ２．営業費用のうち「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用（953,892千円）の主なもの 
     は、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 
   ３．「消去又は全社」の項目に含めた全社資産（686,275千円）の主なものは親会社での管理部 
     門に係る資産であります。 

２ 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）

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 2,304,062 4,193,115 6,497,177 － 6,497,177

    (2)セグメント間の内部売上高 

       又は振替高
－ － － － －

    計 2,304,062 4,193,115 6,497,177 － 6,497,177

  営業費用 2,392,326 4,046,354 6,438,680 953,892 7,392,573

  営業利益及び営業損失（△） △88,263 146,760 58,497 △953,892 △895,395

Ⅱ  資産 1,599,025 6,356,760 7,955,786 686,275 8,642,061
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前連結会計年度(自平成20年７月１日  至平成21年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自平成21年４月１日  至平成22年３月31日) 

 
（注）１．国又は地域の区分方法及び各区分に属する主な国又は地域 
     (1）国又は地域の区分方法 …………… 地理的近接度、事業活動の相互関連性を考慮して決 
       定しております。 
     (2）各区分に属する国又は地域 ……… 北米：アメリカ、カナダ 
   ２．海外売上高は本邦で受注した本邦以外での売上高及び在外連結子会社の売上高であります。 

３ 海外売上高

北米 計

Ⅰ  海外売上高（千円） 4,193,115 4,193,115

Ⅱ 連結売上高（千円） 6,497,177

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

  割合（％）
64.5 64.5
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(注)  １株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりでありま

す。 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 △13,215円67銭 418円83銭

１株当たり当期純損失(△) △42,386円60銭 △818円31銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり当期純損失であ

る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、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

前連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

１株当たり当期純損失(△)

  当期純損失(△)(千円) △2,847,192 △3,689,525

  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) △2,847,192 △3,689,525

  普通株式の期中平均株式数(株) 67,172 4,508,690

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

  当期純利益調整額(千円) － ─

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

第６回新株予約権24,190個 

平成19年12月26日 

取締役会決議

─
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連結貸借対照表、連結損益計算書、リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デ

リバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項につい

ては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自  平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当社は、平成21年9月8日の取締役会におきまして、第三
者割当増資を決議し、平成21年9月24日に払込を完了して
おります。
(1)発行新株式数
       普通株式                    14,389株
(2)発行価額                        13,900円
(3)発行価額の総額             200,007,100円
(4)資本組入額                       6,950円
(5)資本組入額の総額           100,003,550円
(6)資金の使途          運転資金及び設備資金

─

(開示の省略)
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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21年６月30日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 453,594 715,929

受取手形 15,532 2,268

売掛金 395,088 607,275

商品 286,200 420,043

貯蔵品 1,186 1,120

前渡金 2,083 74,466

短期貸付金 － 15,704

関係会社短期貸付金 － 368,988

前払費用 12,731 38,319

未収入金 2,703 24,042

未収消費税等 66,104 34,543

立替金 － 66,716

その他 641 248,488

貸倒引当金 △900 △488,911

流動資産合計 1,234,968 2,128,994

固定資産

有形固定資産

建物 － 26,143

減価償却累計額 － △1,341

建物（純額） － 24,801

車両運搬具 12,996 12,996

減価償却累計額 △7,146 △9,001

車両運搬具（純額） 5,850 3,995

工具、器具及び備品 － 12,969

減価償却累計額 － △6,138

工具、器具及び備品（純額） － 6,831

有形固定資産合計 5,850 35,627

無形固定資産

ソフトウエア － 62,142

その他 － 644

無形固定資産合計 － 62,787

投資その他の資産

投資有価証券 138,197 211,707

関係会社株式 18,000 791,778

長期貸付金 － 485,050

長期未収入金 － 101,188

デリバティブ債権 － 60,759

関係会社長期貸付金 － 3,782,338
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年６月30日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

差入保証金 41,471 67,602

貸倒引当金 － △1,271,960

投資その他の資産合計 197,669 4,228,464

固定資産合計 203,519 4,326,879

資産合計 1,438,488 6,455,874

負債の部

流動負債

支払手形 201,353 191,598

買掛金 261,877 553,268

短期借入金 650,000 533,000

関係会社短期借入金 － 607,500

1年内返済予定の長期借入金 135,996 602,514

未払金 498,991 664,995

未払費用 12,068 13,602

デリバティブ債務 － 22,143

未払法人税等 4,578 72,527

預り金 5,119 166,515

賞与引当金 1,246 2,774

流動負債合計 1,771,230 3,430,440

固定負債

長期借入金 405,005 701,664

長期未払金 － 81,636

退職給付引当金 21,059 23,640

役員退職慰労引当金 59,440 59,440

債務保証損失引当金 － 101,453

繰延税金負債 － 5,141

固定負債合計 485,504 972,975

負債合計 2,256,734 4,403,415

純資産の部

株主資本

資本金 1,184,717 1,582,334

資本剰余金

資本準備金 1,413,113 1,810,730

その他資本剰余金 － 3,181,337

資本剰余金合計 1,413,113 4,992,067

利益剰余金

利益準備金 100,000 100,000

その他利益剰余金

別途積立金 1,409,117 1,409,117

繰越利益剰余金 △4,977,783 △6,002,110
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年６月30日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

利益剰余金合計 △3,468,666 △4,492,992

自己株式 △16,197 △36,197

株主資本合計 △887,033 2,045,211

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △179 7,247

評価・換算差額等合計 △179 7,247

新株予約権 68,965 －

純資産合計 △818,246 2,052,459

負債純資産合計 1,438,488 6,455,874
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 6,721,946 5,591,392

売上原価

商品期首たな卸高 452,465 286,200

当期商品仕入高 3,134,674 2,859,919

合計 3,587,139 3,146,120

商品期末たな卸高 286,200 562,549

売上原価合計 3,300,939 2,583,570

売上総利益 3,421,006 3,007,821

販売費及び一般管理費

販売手数料 341,547 204,609

広告宣伝費 381,128 255,461

放送費 2,684,628 1,703,404

販売促進費 495,009 313,492

物流費 551,366 444,181

役員報酬 52,204 113,507

給料手当及び賞与 208,747 180,973

賞与引当金繰入額 1,246 8,568

退職給付費用 5,976 5,335

福利厚生費 33,604 35,159

交通費 42,672 54,744

通信費 73,095 61,275

減価償却費 25,147 9,481

消耗品費 12,626 15,967

支払手数料 168,838 208,404

貸倒引当金繰入額 100 －

その他 162,513 111,772

販売費及び一般管理費合計 5,240,450 3,726,339

営業損失（△） △1,819,443 △718,518

営業外収益

受取利息 30,698 29,584

有価証券利息 283 －

受取配当金 4,342 －

投資有価証券売却益 20,000 －

為替差益 － 44,588

仕入割引 12,656 －

その他 13,335 11,401

営業外収益合計 81,316 85,574
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

営業外費用

支払利息 16,601 19,276

投資有価証券売却損 53,992 －

支払手数料 22,673 －

ゴールドローン売却損 － 8,137

株式交付費 － 29,697

その他 7,899 11,664

営業外費用合計 101,167 68,776

経常損失（△） △1,839,294 △701,719

特別利益

前期損益修正益 － 13,092

貸倒引当金戻入額 － 5,643

特別利益合計 － 18,736

特別損失

投資有価証券評価損 111,573 －

事業譲渡損 － 68,370

減損損失 123,168 26,528

たな卸資産評価損 36,879 141,009

関係会社整理損 98,190 －

貸倒引当金繰入額 636,094 －

合併関連費用 － 76,904

その他 － 25,818

特別損失合計 1,005,906 338,631

税引前当期純損失（△） △2,845,201 △1,021,615

法人税、住民税及び事業税 1,900 2,710

法人税等合計 1,900 2,710

当期純損失（△） △2,847,101 △1,024,326
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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20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,184,717 1,184,717

当期変動額

新株の発行 － 100,003

新株の発行（新株予約権の行使） － 297,613

当期変動額合計 － 397,616

当期末残高 1,184,717 1,582,334

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,413,113 1,413,113

当期変動額

新株の発行 － 100,003

新株の発行（新株予約権の行使） － 297,613

当期変動額合計 － 397,616

当期末残高 1,413,113 1,810,730

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

合併による増加 － 3,181,337

当期変動額合計 － 3,181,337

当期末残高 － 3,181,337

資本剰余金合計

前期末残高 1,413,113 1,413,113

当期変動額

新株の発行 － 100,003

新株の発行（新株予約権の行使） － 297,613

合併による増加 － 3,181,337

当期変動額合計 － 3,578,954

当期末残高 1,413,113 4,992,067

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 100,000 100,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 100,000 100,000

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 1,409,117 1,409,117

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,409,117 1,409,117

繰越利益剰余金

前期末残高 △2,130,418 △4,977,783

当期変動額

自己株式の消却 △263 －

当期純損失（△） △2,847,101 △1,024,326

当期変動額合計 △2,847,365 △1,024,326

当期末残高 △4,977,783 △6,002,110
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利益剰余金合計

前期末残高 △621,300 △3,468,666

当期変動額

自己株式の消却 △263 －

当期純損失（△） △2,847,101 △1,024,326

当期変動額合計 △2,847,365 △1,024,326

当期末残高 △3,468,666 △4,492,992

自己株式

前期末残高 △16,461 △16,197

当期変動額

自己株式の取得 － △20,000

自己株式の消却 263 －

当期変動額合計 263 △20,000

当期末残高 △16,197 △36,197

株主資本合計

前期末残高 1,960,068 △887,033

当期変動額

新株の発行 － 200,007

新株の発行（新株予約権の行使） － 595,226

当期純損失（△） △2,847,101 △1,024,326

自己株式の取得 － △20,000

合併による増加 － 3,181,337

当期変動額合計 △2,847,101 2,932,244

当期末残高 △887,033 2,045,211

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22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 △48,078 △179

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

47,899 7,426

当期変動額合計 47,899 7,426

当期末残高 △179 7,247

評価・換算差額等合計

前期末残高 △48,078 △179

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

47,899 7,426

当期変動額合計 47,899 7,426

当期末残高 △179 7,247

新株予約権

前期末残高 68,965 68,965

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △68,965

当期変動額合計 － △68,965

当期末残高 68,965 －

純資産合計

前期末残高 1,980,955 △818,246

当期変動額

新株の発行 － 200,007

新株の発行（新株予約権の行使） － 595,226

当期純損失（△） △2,847,101 △1,024,326

自己株式の取得 － △20,000

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47,899 △61,538

合併による増加 － 3,181,337
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当期変動額合計 △2,799,202 2,870,705

当期末残高 △818,246 2,052,459
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(4)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度
(自  平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年３月31日)

  当社は、前事業年度において1,144,056千円の営業損失

を計上し、当事業年度においても1,819,443千円の営業損

失を計上しております。また、当事業年度において

2,847,101千円の当期純損失を計上した結果、純資産が

818,246千円のマイナスと債務超過の状態となっておりま

す。 

  これらの状況により、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、３ヵ年事業計画を策定

し、その遂行により重要な疑義は解消できるものと考えて

おります。 

①媒体・ウェブ戦略の見直し 

  不採算長尺放送枠を大幅に削減し、媒体の効率化を推し

進める一方で、地上波キー局（東名阪）中心の短尺スポッ

ト（90秒・60秒）運用に重点を移し大都市圏へプライムシ

ョッピングブランドと商品認知の向上を狙います。同時に

短尺スポットによるウェブ・モバイルサイトへの誘導、サ

イトの露出拡大と機能改善を図り、ウェブ、モバイルによ

る受注の 大化を目指します。 

②勝ちパターンの商品開発プロセスの再構築 

  当社が今までに築いてきた顧客基盤200万人を顧客分析

と 適プロモーションへ活用し、新商品の先行告知販売と

フィードバックに基づく商品のブラッシュアップと番組制

作を行い、勝ちパターンを十分認識した上での、当社の得

意分野での商品開発を行います。 

③商品開発から営業販売へ至るまでの機能強化を目指した

組織改革 

  本年7月、これまでのチャネル毎営業販売体制を見直

し、商品開発機能の充実と、営業販売体制の強化を目指し

た組織改革を実施致しました。 

  これにより、商品企画力や上市へ至るまでの機能を強化

し、市場での商品展開から販売へ至るまでを一貫性を持っ

て進める体制を整え終えました。 

④新たな収益モデルの確立 

  当社が保有する365.tvと言ったメディア・プラットフォ

ームの活用や、大手流通事業者との間で有する良好な関係

などに基づいた、新しい収益モデルの確立を急ぎます。こ

れにより既存のメディア営業事業とホールセール事業によ

る収益を補完し、商品に依存しない安全な収益基盤を獲得

します。 

⑤資本・業務パートナーとの連携による新分野の開拓 

  大株主である伊藤忠商事、ベスト電器との協働による

様々な新施策を今後も継続検討しております。ウェブプラ

ットフォームの構築やインターネットTV事業へのコンテン

ツ提供、家電番組の制作、放送、また保険・旅行ビジネス

等無形サービスのテレビショッピングでの取り組みに着手

いたします。 

  財務面においては、第三者割当増資等による資金調達を

行うことにより、自己資本の充実と安定した財務体質への

転換を図ってまいります。 

  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、財務諸表は、上記の事業計画及び追加資金調達が

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財務

諸表に反映しておりません。

─
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自  平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22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 

    移動平均法による原価法

(1) 子会社株式

同左

(2) その他有価証券

    時価のあるもの

      決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)を採用してお

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

      移動平均法による原価法を採用

しております。

    時価のないもの

同左

２  デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

時価法 同左

３  たな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

    （貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により

算定）

(2) 貯蔵品

     終仕入原価法による原価法

    （貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により

算定）

（会計方針の変更）

  当事業年度より、「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及び経常損失は

16,368千円増加し、税引前当期純損失

は53,248千円増加しております。

(1) 商品

同左

    

(2) 貯蔵品

同左

     

  

 

－

４  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（建物附属設

備を除く）については定額法）を採

用しております。

    なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法によっておりま

す。

(1) 有形固定資産

              同左

    

(2) 無形固定資産

    定額法を採用しております。

    なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

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

同左
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項目
前事業年度

(自  平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年３月31日)

５ 繰延資産の処理方法 ─ 株式交付費
支出時に全額費用処理しておりま
す。

６ 外貨建の資産及び負債の
  本邦通貨への換算基準

─ 外貨建金銭債権債務は、期末日の直
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。

７  引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率等により、貸倒懸念債権等特定の

債権については債権の回収可能性を

個別に検討して計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

    従業員の賞与の支払に備えるた

め、支給見込額基準により計上して

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、

当事業年度末における退職給付債務

に基づき当事業年度末において発生

していると認められる額を計上して

おります。

  なお、当社は簡便法により退職給

付引当金を設定しております。

(3) 退職給付引当金               
同左

(4) 役員退職慰労引当金

    役員の退職金の支払に備えるた

め、内規に基づく期末要支払額を計

上しております。

    なお、平成17年9月27日付をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止いたし

ましたので、引当金計上額は制度廃

止日に在任している役員に対する支

給見込額であります。

(4) 役員退職慰労引当金  

同左

─ (5) 債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被
保証先の財政状態を勘案し、損失負担
見積額を計上しております。

８  その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理 

  税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左
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(6)【個別財務諸表に関する注記事項】

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年 7月 1日
至  平成21年 6月30日)

 

（自己株式の種類及び株式数に関する事項）

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

自己株式 
  普通株式

54.88 － 0.88 54

合計 54.88 － 0.88 54

（注）普通株式の自己株式の総数の減少0.88株は、端株の消却による減少であります。

  

当事業年度
(自 平成21年 7月 1日
至  平成22年 3月31日)

 

（自己株式の種類及び株式数に関する事項）

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

自己株式 
  普通株式

54 1,654 ─ 1,708

合計 54 1,654 ─ 1,708

（注）普通株式の自己株式の総数の増加の内54株は分割により、1,600株は買取請求による増加であります。
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(注)  １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自  平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 △13,208円07銭 437円24銭

１株当たり当期純損失(△) △42,385円24銭 △622円51銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり当期純損失であ

る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、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
(自 平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年３月31日)

１株当たり当期純損失(△)

  当期純損失(△)(千円) △2,847,101 △1,024,326

  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)

△2,847,101 △1,024,326

  普通株式の期中平均株式数 
  (株)

67,172 1,645,480

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

  当期純利益調整額(千円) － ─

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

第６回新株予約権  24,190個 

平成19年12月26日 

取締役会決議

─
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（開示の省略） 

 貸借対照表、損益計算書、リース取引、有価証券、税効果会計、企業結合等、賃貸等不動産に関す

る注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し

ております。 

(重要な後発事象)

前事業年度
(自  平成20年７月１日
至  平成21年６月30日)

当事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年３月31日)

当社は、平成21年9月8日の取締役会におきまして、第三
者割当増資を決議し、平成21年9月24日に払込を完了して
おります。
(1)発行新株式数
       普通株式                    14,389株
(2)発行価額                        13,900円
(3)発行価額の総額             200,007,100円
(4)資本組入額                       6,950円
(5)資本組入額の総額           100,003,550円
(6)資金の使途          運転資金及び設備資金

─
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 役員の異動は、開示内容が定まった時点で開示することとしております。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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