
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 
四半期決算説明会開催の有無    ：無 

  

 

   

 

 
  

 
（注）当社は、平成22年３月期第１四半期において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、四半期連

結財務諸表は作成しておりません。そのため平成22年３月期第１四半期の連結経営成績（累計）及び平成23年
３月期第１四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。 

  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 3,262 ― 88 ― △143 ― △328 ―

22年３月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年３月期第１四半期 △69 96 ― ―

22年３月期第１四半期 ― ― ― ―

 (2) 連結財政状態

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 8,258 1,555 18.8 331 36

22年３月期 8,642 1,966 22.8 418 83

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,555百万円 22年３月期 1,966百万円

2. 配当の状況

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



 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

   当社は、平成22年３月期が決算期変更の経過期間となるため、平成22年３月期第２四半期は連結対象となる子

会社の重要性が乏しくなり、四半期連結財務諸表を作成していないため、対前期および対前年同四半期増減率

については記載しておりません。 

  

 

 
   (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・手続き、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き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連結財務諸表のレビュー手続は終了していま

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 

・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。なお、業績予

想の前提となる条件及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、【添付資料】４ページ

「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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）
(％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) 6,824 ― 630 ― 320 ― 200 ― 42 60

通期 13,596 ― 411 ― 260 ― 158 ― 33 66

4. その他（詳細は【添付資料】５ページ「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

 （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更に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 ：   無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 4,695,855株 22年３月期 4,695,855株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,708株 22年３月期 1,708株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 4,694,147株 22年３月期１Ｑ 68,266株
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当第１四半期連結会計期間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

けたユーロ圏各国の財政状況の低迷、円高ドル安の状況が続く中、緩やかに堅調さを取り戻しつつ推移

しました。このような状況の中、当社は、本年１月に異なった収益モデルを持つ他社との合併を行い、

新たな経営計画を基に収益確保に努めました。その結果、当第１四半期連結会計期間においては、営業

利益を黒字化するなど、全社成績が大幅に改善致しました。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は32億62百万円、営業利益は88百万円となりましたが、支払利

息、デリバティブ評価損、金価格差損等の営業外費用の計上により経常損失が１億43百万円、四半期純

損失は３億28百万円となっております。  

なお、前第１四半期会計期間は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期との

対比は行っておりません。 

各報告セグメントの業績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継続的に進めてまい

りました。媒体分野におきましては、従来にも増して投資採算性を重要な指標とすると共に、大都市圏

におきましては短尺スポットの展開を強め、テレビからインターネットへの導線作りを進めました。こ

れと共にインターネット分野の再構築に取り組み、より消費者の嗜好とニーズに沿ったページ・デザイ

ンへの改修を急ぎ、商品カテゴリーを絞った展開などを進めてまいりました。 

卸売販売事業におきましては、既取引先との関係強化を第一に、イン・ストア・シェアの拡大に取り

組んでまいりました。また、他のテレビ通販会社や大手カタログ会社との取引を拡大し、安定的な商品

提供を行う基盤強化に努めてまいりました。商品分野におきましては、戦略商品への集中と一貫性のあ

る商品ブランドの強化に努めてまいりました。またコンティニュィティーが認められる商品の開発や、

市場認知を持つキャラクター関連商品の開発などを進め、新たな販路開拓に繋げ、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18億97百万円となりました。 

（鉱山事業） 

生産事業におきましては、子会社であるJipangu International Inc. を通じて米国ネバダ州に所有

する２つの鉱山のうちフロリダキャニオン鉱山での操業を中心とした金地金の生産を引続き行いまし

た。 

その結果、北米の当第１四半期中（平成22年１月－３月）の生産量は13,630オンス（0.4トン）とな

りました。   

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操業許可取得および操業再開時期を平成22年

内に変更いたしました。なお、スタンダード鉱山での操業再開へ向けては、現地の法的手続きも順調に

進んでおり、計画どおり北米の当第３四半期中に開始することが出来る見込となっております。また、

フロリダキャニオン鉱山での操業も引き続き継続できる状態となったため、２つの鉱山によるポートフ

ォリオ生産が可能となりました。  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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探鉱事業におきましては、両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うとともに、有望な初期探鉱鉱区であるバーバー・キャニオン、ビ

ッグ・ボンバーの探鉱・調査のための準備を行いました。 

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13億65百万円となりました。 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ１億44百万円減少し35億68百万円となりました。これは主に輸

入商品の増加に伴う現金支払い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２億39百万円減少し46億89百万円となりました。これは主に北

米子会社における繰延税金資産の減少によるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ３億83百万円減少し、82億58百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ25百万円減少し40億17百万円となりました。これは主に未払法

人税等の支払い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52百万円増加し26億85百万円となりました。これは主に長期借

入金の増加によるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ26百万円増加し、67億２百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億10百万円減少し15億55百万円となりました。これは主に

四半期純損失として３億28百万円を計上したことによるものであります。   

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第１四半期連結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、前連結会計

年度末に比べ４億23百万円減少し、２億97百万円となりました。 

当第１四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、１億95百万円となりました。こ

れは主に、利息及び法人税等の支払い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） 

当第１四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、36百万円となりました。これは

主に有形固定資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、１億89百万円となりました。これは

主に、短期借入金及び長期借入金の返済によるものであります。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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通販事業では、前述致しておりますとおり選択と集中を更に加速してまいります。媒体分野におきま

してはスマートフォンなど新たな情報端末機への商品情報提供を積極的に進め、多様なメディア媒体を

活かした認知と売上の獲得を実現致します。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

続販売に加え、新たに映像系の商品投入等を進め、新しい顧客の獲得へ繋げます。 

卸売販売事業では、前述の通り既取引先との関係強化と専門店など新たな販売チャネルの開拓を進め

る一方、真に流通小売店舗での購入が期待される商品化を進めてまいります。加えて、前期より進めて

おります当社が持つ販売チャネルを活かした新しい事業の展開も順調に推移したことから、更なる強化

と拡販を急いでまいります。  

生産事業では、フロリダキャニオン鉱山からの金銀の回収が当面継続的に見込まれていることに加

え、スタンダード鉱山での操業が可能となる見通しであるため、両鉱山での操業を効率的に行うこと

で、安定的な生産量確保を目指します。 

そこで、生産計画を見直した結果、平成22年１月－12月の金生産量は、年初に計画した53,270オンス

から、55,414オンスとなる見通しです。 

なお、平成22年上半期（平成22年１月-６月）の北米子会社のみの連結業績（未レビュー）は、金生

産量28,575オンス、売上高33,121千ドル、純利益10,140千ドルとなっております。金価格の上昇、操業

効率の改善による鉱石処理量の増加と生産コストの減少が、大きく寄与した形となりました。上記業績

は、当社第２四半期（平成22年４月-９月）の連結業績に取込まれる予定です。 

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、リザーブ及びリソー

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３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、バーバー・キャニオン、ビッグ・ボンバーの２つの初期探鉱

鉱区等における探鉱・調査を引き続き行います。  

  

通期の連結業績の予想といたしましては、当社の事業に影響が大きい金価格の推移や為替の動向等の

見通しなど不確定要素が多いことから、当初の予想値は変更しておりませんが、当第２四半期（累計）

の連結業績予想は、当第１四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、見直しを行った結果、平

成22年５月14日に公表致しました平成23年３月期の連結業績予想を修正しております。詳細は平成22年

８月12日に別途開示している「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

【簡便な会計処理】 

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

 １．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計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、前連結会計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する方法によっております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

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

 該当事項はありません。 

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

 会計処理基準に関する事項の変更  

  「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。 

これにより、営業利益は953千円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ953

千円、2,241千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、1,360,074千円であり、当該変動額は前連結会計年度末における原状回復引当金の残高を資産

除去債務として引き継いだ額であります。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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 467,425 891,343

受取手形及び売掛金 637,941 609,543

商品 457,543 420,043

仕掛品 1,372,638 1,358,774

原材料及び貯蔵品 97,974 90,853

その他 653,961 466,316

貸倒引当金 △119,238 △124,061

流動資産合計 3,568,246 3,712,812

固定資産

有形固定資産 1,865,726 1,898,380

無形固定資産 191,527 195,991

投資その他の資産

差入保証金 1,359,357 1,355,863

長期貸付金 1,271,566 1,271,566

繰延税金資産 837,480 978,602

その他 435,796 498,248

貸倒引当金 △1,271,545 △1,269,403

投資その他の資産合計 2,632,656 2,834,876

固定資産合計 4,689,909 4,929,249

資産合計 8,258,155 8,642,061

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,137,954 1,143,149

短期借入金 1,095,500 1,140,500

1年内返済予定の長期借入金 791,131 761,502

未払法人税等 37,296 93,210

賞与引当金 － 2,774

その他 955,582 902,314

流動負債合計 4,017,465 4,043,450

固定負債

長期借入金 1,028,387 989,197

退職給付引当金 25,238 23,640

役員退職慰労引当金 59,440 59,440

債務保証損失引当金 101,744 101,453

原状回復引当金 － 1,360,074

資産除去債務 1,384,364 －

その他 86,064 98,737

固定負債合計 2,685,238 2,632,543

負債合計 6,702,703 6,675,994
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(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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,582,334 1,582,334

資本剰余金 3,202,629 7,695,621

利益剰余金 △2,845,635 △7,010,239

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 1,903,130 2,231,518

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14,864 7,247

為替換算調整勘定 △362,542 △272,698

評価・換算差額等合計 △347,678 △265,451

純資産合計 1,555,452 1,966,067

負債純資産合計 8,258,155 8,642,061
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(2) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

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 3,262,653

売上原価 1,800,364

売上総利益 1,462,289

販売費及び一般管理費 ※ 1,373,327

営業利益 88,961

営業外収益

受取利息 2,301

負ののれん償却額 2,801

業務受託手数料 3,924

その他 835

営業外収益合計 9,862

営業外費用

支払利息 61,050

デリバティブ評価損 72,382

金価格差損 48,498

その他 60,424

営業外費用合計 242,355

経常利益 △143,530

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,137

賞与引当金戻入額 2,774

特別利益合計 6,911

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,287

投資有価証券評価損 12,376

特別損失合計 13,664

税金等調整前四半期純利益 △150,283

法人税、住民税及び事業税 13,148

法人税等調整額 164,956

法人税等合計 178,104

少数株主損益調整前四半期純損失(△) △328,387

四半期純損失（△） △328,387
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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)

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利益 △150,283

減価償却費 72,988

負ののれん償却額 △2,801

貸倒引当金戻入額 △4,137

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,456

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,774

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,598

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 290

資産除去債務の増減額 9,709

受取利息 △2,301

支払利息 61,050

金価格差損 48,498

デリバティブ評価損益（△は益） 72,382

投資有価証券評価損益（△は益） 12,376

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,287

売上債権の増減額（△は増加） △25,525

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,051

仕入債務の増減額（△は減少） △5,405

その他 △149,745

小計 △104,387

利息及び配当金の受取額 2,046

利息の支払額 △51,671

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △41,876

営業活動によるキャッシュ・フロー △195,889

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 △40,304

有形固定資産の売却による収入 3,456

差入保証金の差入による支出 △1,440

その他 1,675

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,612

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 150,000

短期借入金の返済による支出 △195,000

長期借入金の返済による支出 △144,374

その他 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △189,428

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △423,917

現金及び現金同等物の期首残高 721,343

現金及び現金同等物の四半期末残高 297,425
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該当事項はありません。 

  

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。 

当社は、本社等に事業本部を置き、その事業本部を基礎とした業務区分別のセグメントから構成され

ており、生産・販売体制と地域別のセグメントが一致している「物販事業」及び「鉱山事業」の２つを

報告セグメントとしております。 

 「物販事業」は、国内において、日用雑貨、運動器具、健康器具等のＴＶショッピング、インターネ

ット等による通信販売、並びに小売業者、卸売業者への卸売販売を行う事業を展開しております。「鉱

山事業」は、海外において、北米の現地法人が金の生産及び販売を行う事業を展開しております。 

  

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) 

 
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

 ２ セグメント利益の調整額△268,462千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り、主に当社管理部門に係る人件費及び経費であります。 

   ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。 

  

 (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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３物販事業 鉱山事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,897,418 1,365,234 3,262,653 ― 3,262,653 ― 3,262,653

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,897,418 1,365,234 3,262,653 ― 3,262,653 ― 3,262,653

セグメント利益 
又は損失（△）

1,543 357,188 358,731 △1,308 357,423 △268,462 88,961
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当社は、平成22年６月29日開催の定時株主総会決議により、資本準備金1,311,655千円をその他資

本剰余金に、利益準備金100,000千円を繰越利益剰余金に振替えた後に、その他資本剰余金4,492,992

千円及び別途積立金1,409,117千円を繰越利益剰余金に振替えております。この結果、資本剰余金が

4,492,992千円減少し、利益剰余金が4,492,992千円増加しております。 

  

(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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