
  

  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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 ％ 

23年3月期第１四半期  9,149  8.2  216  －  203  －  △122  －

22年3月期第１四半期  8,457  △9.4  △646  －  △649  －  △654  －

  
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 

23年3月期第１四半期  △0  42  －  －

22年3月期第１四半期  △2  26  －  －

  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 

23年3月期第１四半期  8,944  7,534  84.2  26  01

22年3月期  8,565  7,656  89.4  26  43

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 7,534百万円 22年3月期 7,656百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期  －  －  0 00 － － 0 00  0  00

23年3月期  －  －

23年3月期（予想）  0 00 － － 0 00  0  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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 
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）  17,700  9.1  80  －  50  －  40  －  0  14

通期  35,600  9.6  280  －  210  －  190  －  0  66



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規       － 社 （社名）                        、除外       － 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料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及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。業績予想の前

提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「1．当四半期の連結業績等に

関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 289,747,982株 22年3月期 289,747,982株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 86,225株 22年3月期 85,854株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 289,661,833株 22年3月期１Ｑ 289,664,844株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興諸国の好調な需要による輸出の増加や企業収益の改善な

どにより一部回復の兆しが見えつつあるものの、欧州諸国を中心とした財政問題による信用不安や依然として厳し

い雇用情勢などにより、いまだ予断を許さない状況にあります。 

 このような経済状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）は、貴金属市況において金・銀・プラチナ等

の貴金属価格が回復基調にあったことから業績は概ね好調に推移いたしました。不動産市況においては、一部で不

動産価格の底打ちの兆候が見られるものの、資金調達環境の改善の兆しはみられず、依然厳しい環境のもと推移い

たしました。機械事業におきましては、中国をはじめとするアジア諸国の経済の拡大に伴う自動車、電気機械等の

工作機械の需要増加等、景気は緩やかな回復基調にあり、業績は概ね好調に推移いたしました。  

 この結果、当第１四半期の売上高は9,149,180千円（前年同期8,457,459千円）、営業損益は216,949千円の利益

（前年同期646,021千円の損失）、経常利益は203,539千円の利益（前年同期649,756千円の損失）、四半期純損益

は122,151千円の損失（前年同期654,838千円の損失）となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 貴金属事業におきましては、売上高は8,374,767千円（前年同期8,377,301千円）、営業損益は84,168千円の利益

（前年同期73,291千円の損失）となりました。 

 不動産事業におきましては、売上高は12,402千円（前年同期14,216千円）、営業損益は11,563千円の損失（前年

同期177,458千円の損失）となりました。 

 機械事業におきましては、売上高は507,552千円（前年同期65,940千円）、営業損益は21,830千円の利益（前年

同期84,470千円の損失）となりました。 

 投資事業におきましては、有利で安定した運用を基本とし、有価証券等に投資を行っており、営業損益は

249,928千円の利益（前年同期213,687千円の損失）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産の残高は、前連結会計年度末より379,563千円増加し、当第１四半期末は、

8,944,643千円となりました。 

 増加の主なものは、受取手形及び売掛金の増加（984,672千円から1,886,071千円へ901,398千円の増加）であり

ます。  

 減少の主なものは、現金及び預金の減少（2,389,182千円から1,711,218千円へ677,964千円の減少）、貸倒引当

金の増加（926,661千円から1,097,655千円へ170,994千円の増加）であります。 

 当第１四半期末における負債の残高は、前連結会計年度末より501,730千円増加し、当第１四半期末は、

1,409,983千円となりました。 

 増加の主なものは、長期借入金の増加（361,719千円から554,679千円へ192,960千円の増加）、資産除去債務の

増加（166,749千円の増加）であります。 

 当第１四半期末における純資産の残高は、前連結会計年度末より122,167千円減少し、当第１四半期末は、

7,534,660千円となりました。 

 減少の主なものは、利益剰余金の減少（△5,094,381千円から△5,216,532千円へ122,151千円の減少）でありま

す。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末

より677,964千円減少し、当第１四半期連結会計期間末は1,711,218千円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

 営業活動の結果使用した資金は890,525千円（前年同四半期は1,815,949千円の使用）となりました。これは主に

税金等調整前四半期純損益が117,190千円の損失、売上債権の増加額901,398千円、預け金の増加額129,971千円に

対し、貸倒引当金の増加額170,993千円があったこと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」 

 投資活動の結果使用した資金は12,440千円（前年同四半期は57,068千円の使用）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17,833千円があったこと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」 

 財務活動の結果得られた資金は225,001千円（前年同四半期は486,175千円の獲得）となりました。これは主に長

期借入れによる収入250,000千円があったことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

 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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 なお、これにより営業利益、経常利益はそれぞれ2,002千円減少し、税金等調整前四半期純損失は138,929千円

増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は165,810千円であります。 

 当社は、本社及び工場の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、

当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において将来退去する予定もないことから、資産

除去債務を合理的に見積もることができません。そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりませ

ん。 

・四半期連結損益計算書  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しており

ます。 

・四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示して

おりました「デリバティブ債務の増減額」は重要性が増加したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記す

ることとしました。なお、前第１四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に

含まれる「デリバティブ債務の増減額」は28,370千円であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,711,218 2,389,182

受取手形及び売掛金 1,886,071 984,672

有価証券 4,370 13,796

商品及び製品 864,930 617,672

仕掛品 292,843 341,946

原材料及び貯蔵品 51,440 62,466

仕掛不動産 1,587,373 1,559,587

預け金 1,512,273 1,382,301

その他 47,532 59,056

貸倒引当金 △1,097,655 △926,661

流動資産合計 6,860,397 6,484,021

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 502,909 456,259

減価償却累計額 △152,413 △144,909

建物及び構築物（純額） 350,495 311,349

機械装置及び運搬具 523,842 523,842

減価償却累計額 △283,660 △270,397

機械装置及び運搬具（純額） 240,182 253,445

土地 826,811 826,811

その他 77,830 77,830

減価償却累計額 △59,329 △58,544

その他（純額） 18,501 19,286

有形固定資産合計 1,435,990 1,410,893

無形固定資産   

地上権 365,000 365,000

その他 8,420 8,700

無形固定資産合計 373,420 373,700

投資その他の資産   

投資有価証券 101,946 101,946

出資金 9,205 9,205

長期未収入金 440,979 440,979

敷金及び保証金 145,971 154,792

その他 17,713 17,713

貸倒引当金 △440,979 △428,171

投資その他の資産合計 274,835 296,465

固定資産合計 2,084,246 2,081,059

資産合計 8,944,643 8,565,080



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,513 15,470

短期借入金 44,000 45,000

1年内返済予定の長期借入金 118,066 84,826

未払金 62,074 45,608

未払法人税等 12,400 34,863

債務保証損失引当金 37,618 37,618

デリバティブ債務 259,110 151,100

その他 41,360 26,638

流動負債合計 585,143 441,125

固定負債   

長期借入金 554,679 361,719

金属鉱業等鉱害防止引当金 7,033 7,033

債務保証損失引当金 15,896 15,896

資産除去債務 166,749 －

長期未払金 75,312 77,112

預り敷金保証金 5,169 5,366

固定負債合計 824,839 467,127

負債合計 1,409,983 908,252

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,782,064 12,782,064

利益剰余金 △5,216,532 △5,094,381

自己株式 △30,871 △30,855

株主資本合計 7,534,660 7,656,827

純資産合計 7,534,660 7,656,827

負債純資産合計 8,944,643 8,565,080



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 8,457,459 9,149,180

売上原価 8,765,862 8,587,751

売上総利益又は売上総損失（△） △308,402 561,428

販売費及び一般管理費 337,619 344,478

営業利益又は営業損失（△） △646,021 216,949

営業外収益   

受取利息 14 14

国庫補助金収入 9,473 9,806

違約金収入 7,000 －

その他 4,688 1,998

営業外収益合計 21,175 11,818

営業外費用   

支払利息 416 2,555

休山管理費 22,914 20,896

その他 1,578 1,776

営業外費用合計 24,910 25,228

経常利益又は経常損失（△） △649,756 203,539

特別利益   

貸倒引当金戻入額 59 7

特別利益合計 59 7

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 171,000

前期損益修正損 － 12,809

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 136,927

特別損失合計 － 320,736

税金等調整前四半期純損失（△） △649,697 △117,190

法人税、住民税及び事業税 5,141 4,961

法人税等合計 5,141 4,961

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △122,151

四半期純損失（△） △654,838 △122,151



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △649,697 △117,190

減価償却費 25,588 21,832

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 170,993

受取利息及び受取配当金 △14 △14

支払利息 416 2,555

前期損益修正損益（△は益） － 12,809

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 136,927

売上債権の増減額（△は増加） 97,977 △901,398

たな卸資産の増減額（△は増加） 240,287 △214,914

仮払金の増減額（△は増加） 979 △3,765

仕入債務の増減額（△は減少） 25,364 △4,957

未払金の増減額（△は減少） △34,476 19,285

デリバティブ債務の増減額（△は減少） － 108,010

預け金の増減額（△は増加） △1,536,194 △129,971

その他 36,213 32,032

小計 △1,793,535 △867,766

利息及び配当金の受取額 0 28

利息の支払額 △396 △2,542

法人税等の支払額 △22,017 △20,246

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,815,949 △890,525

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △72,588 △17,833

長期貸付金の回収による収入 5,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △208 △183

その他 728 5,576

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,068 △12,440

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △1,000 △1,000

長期借入れによる収入 500,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △12,500 △23,800

配当金の支払額 △298 △182

その他 △25 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 486,175 225,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,386,842 △677,964

現金及び現金同等物の期首残高 3,592,453 2,389,182

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,205,610 1,711,218



 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

 前第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．事業区分は、事業の性質及び業種別に区分しております。 

   ２．各区分に属する主要な製品及び事業内容 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第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） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 前第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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
貴金属事業 

（千円） 

不動産事業

（千円） 

機械事業

（千円） 

投資事業

（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 
 8,377,301  14,216 65,940 －  8,457,459  － 8,457,459

（2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
 － 4,265 － －  4,265  (4,265)  －

計  8,377,301 18,482 65,940  －  8,461,724  (4,265)  8,457,459

営業損失（△）  △73,291  △177,458 △84,470  △213,687  △548,907  (97,114)  △646,021

事業区分 主要製品及び事業内容 

 貴金属事業 
 金地金、銀地金、白金地金、パラジウム地金等の生産販売 

 含金銀非鉄金属の仕入販売  

 不動産事業  不動産の売買、分譲・賃貸マンションの販売、賃貸、仲介、保守管理 

 機械事業  各種中古工作機械、鈑金機械等の販売 

 投資事業  有価証券の保有、売買、運用その他の投資 



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、製品の種類・サービス別のセグメントから構成されており、「貴金属事業」、「不動産事

業」、「機械事業」、「投資事業」の４つを報告セグメントとしております。 

 「貴金属事業」は、貴金属・美術品・宝飾品の販売、金・銀・白金・パラジウム地金の生産販売、含金銀非鉄金

属の仕入販売等を行っております。「不動産事業」は、分譲・賃貸マンションの販売、不動産の売買、仲介、賃貸

及び保守管理並びに企画開発等を行っております。「機械事業」は、中古工作機械・鈑金機械等の仕入販売を行っ

ております。「投資事業」は、有価証券の保有、売買、運用その他の投資を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額127,414千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用127,414

千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

報告セグメント  

合計  
調整額  

（注１） 

四半期連結

損益計算書

計上額  

（注２） 
貴金属事業 不動産事業 機械事業 投資事業

売上高               

（1）外部顧客に対する

売上高 
 8,374,767  12,402  507,552  254,458  9,149,180  －  9,149,180

（2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
 －  4,016  －  －  4,016  (4,016)  －

計  8,374,767  16,418  507,552  254,458  9,153,197  (4,016)  9,149,180

セグメント利益又はセ

グメント損失（△） 
 84,168  △11,563  21,830  249,928  344,363  (127,414)  216,949

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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