
 

 

 

   

 

 

 
 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 
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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 230 45.6 △78 ― △90 ― 108 ―

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

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 17 ―

22年３月期第１四半期 △0 40 ―

 (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 855 679 79.0 1 02

22年３月期 734 495 66.9 0 76

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 675百万円 22年３月期 491百万円

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 ― ― ― ― ―

23年３月期 ―

23年３月期(予想) ―

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

第２四半期(累計) 661 113.2 △134 ― △131 ― 54 ―

通期 2,036 240.5 △180 ― △177 ― △28 ―



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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いませ

ん。 

・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、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４ 「その他」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 ： 有

  新規  １社 (株式会社ハミングステージ)

(注) 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

(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。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 663,493,000株 22年３月期 643,493,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 23,038株 22年３月期 23,038株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 657,436,995株 22年３月期１Ｑ 479,378,162株

(注意事項)
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当第１四半期連結会計期間の連結売上高は230百万円（前年同四半期は158百万円）、営業損失  

は78百万円（前年同四半期は73百万円）、経常損失は90百万円（前年同四半期は188百万円）、四半期

純利益は108百万円（前年同四半期は四半期純損失190百万円）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。 

米国ルイジナ州陸上バルザイユ鉱区におけるジュモンヴィル第１号井および同第２号井から原油・

天然ガスを生産し、当事業セグメントで売上高８百万円（前年同四半期は26百万円）、営業利益△３

百万円（前年同四半期は△19百万円）を計上しました。 

従来より野菜の卸事業を展開して来ましたが、平成22年４月12日に株式会社ハミングステージを完

全子会社化した事に伴い、新たな卸先の開拓をするための営業活動を活発に展開しました。その結

果、順調に新たな卸先との取引高が増え、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222百万円（前年同期：93百万円）、営業利益19百万円（前年同期：０百万円）を計上いたし

ました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は855百万円となり、前連結会計年度末（734百万円）

に比べ120百万円の増加となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末（495百万円）との比較において、94百万円減少し当第１四半期連

結会計期間末には400百万円となり、固定資産は、前連結会計年度末（151百万円）から6百万円減少

し当第１四半期連結会計期間末には144百万円となり、投資その他の資産については、前記のとお

り、リーオクタ社に対する投資（貸付）により関係会社株式が137百万円増加したこと及び、株式会

社ハミングステージの仕入先に対する差入保証金が90百万円増加したことを主な理由として、前連結

会計年度末（88百万円）から221百万円増加して当第１四半期連結会計期間末には309百万円となりま

した。 

当第１四半期連結会計期間末の負債総額は176百万円となり、前連結会計年度末（239百万円）に比

べ、62百万円の減少となりました。この減少の最大の理由は、繊維事業撤退に伴い計上した譲渡損失

引当金が58百万円なく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純資産は、前連結会計年度末（495百万円）に比べ183百万円増加

し、679百万円となりました。これは主に、経常損失90百万円を計上したものの、新株予約権行使の

結果、資本金および資本準備金がそれぞれ44百万円毎増加したことに加え、ロドール社がエンデバー

AMI鉱区におけるペルテックスＳＬ2038第１号井の試掘に係る探鉱プロジェクトに関する和解金とし

て183百万円を受け取ったことによるものです。 

  

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

（天然資源開発投資事業）

（食品事業）

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

（総資産）

（負債）

（純資産）
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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、

予想を若干上回ったことを主な原因として、3百万円（1.3％）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、当社が開示している同期間の予想値△78百万円ど

おりとなりました。 

当第１四半期連結会計期間における経常利益は、円高による外貨建資産に対する為替差損が生じた

ことにより、予想値△75百万円より20.0％減の△90百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における四半期純利益は、主に経常利益の影響に加え、本田忠株式会社

に対する保証金の返還に伴う貸倒引当金戻入が生じたものの、予想値116百万円より、6.8％減の108

百万円となりました。 

本四半期決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 661 2,036 227 230 3 1.3%増

 天然資源 14 37 6 8 2 33.3%増

 食品 647 1,999 221 222 1 0.4%増

営業利益 △134 △180 △78 △78 0 0.0%

経常利益 △131 △177 △75 △90 △15 20.0%減

当期純利益 54 △28 116 108 △8 6.8%減

㈱アイビーダイワ（3587）　平成23年3月期決算短信

3



当第１四半期連結会計期間より、平成22年４月12日株式会社ハミングステージの全株式を取得した

ため、同社を連結の範囲に含めております。 

６社 

  

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。 

  

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。 

尚、当社グループは、前期連結会計年度末まで、「廃坑引当金」を計上しているため、営業損失、

経常損失及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の計上額は76,717千円(廃坑引当金からの振替

額は76,717千円)であります。 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年

12月26日）、「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）、

「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事

業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基

準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準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20年12月26日）を適用しております。 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる経常損失及び税金等調整前四半期純利益に対する影響はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

①連結の範囲の変更

②変更後の子会社の数

(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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①資産除去債務に関する会計基準の適用

②企業結合に関する会計基準等の適用

③「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」
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当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、運転資金および

事業規模拡大のための投資資金を、外部調達によって賄う体質となっております。当該状況により、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。 

四半期連結財務諸表提出会社である当社グループは、当該状況を解消すべく、キャッシュ・フローを

当社グループに経常的にもたらし得る資産の新規取得を行うべく、候補となる資産又は事業を複数検討

しております。検討にあたっては、既にキャッシュ・フローを生んでいる資産（生産中の天然資源に係

る鉱区の権益等）または、現時点ではキャッシュ・フローを生んでいないものの、販売先とのオフテイ

ク契約が締結されている等、早期にキャッシュ・フローを生むことがほぼ確実であると見込まれる資産

を中心に行っております。近年の世界的な不況および資金不足の状況において、このようなキャッシ

ュ・フローを経常的にもたらし得るような良質な資産が、比較的安価で獲得可能な状況にあります。 

しかしながら、当社グループについても、資金が限られていることから、新規の資産獲得のために

は、外部より資金調達を行うことが不可欠であります。このため、平成21年12月８日開催の取締役会

で、新株式81,293,000株および第５回新株予約権2,676個（新株予約権の対象となる当社株式

267,600,000株）を発行いたしました。外部より資金を調達し、当社グループに継続的にキャッシュ・

フローをもたらし得る資産又は事業の獲得を行うことにより、当社グループは、営業活動によるキャッ

シュ・フロー（またはその他の経常的なキャッシュ・フロー）をプラスに転じることが可能となると考

えております。第５回新株予約権は、発行日から平成22年６月28日までの間に528個（新株予約権の対

象となる当社株式52,800,000株）が行使され、232百万円が払い込まれました。当社は、第５回新株予

約権の行使により調達した資金を、早期のキャッシュ・フローにつながると判断した、リーオクタ社に

対する出資、一部貸付および、当社グループの連結子会社とした株式会社ハミングステージに対する出

資、貸付に充当いたしました。 

しかしながら、第５回新株予約権のさらなる行使が確実に行われるか否か、また、タイムリーに経常

的にキャッシュ・フローをもたらし得る資産を獲得できるか否かについてはリスクを伴い、実現できな

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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 57,511 142,468

受取手形及び売掛金 230,640 111,751

製品 － 38,348

仕掛品 － 9,653

貯蔵品 － 2,276

前払費用 65,798 7,588

未収入金 33,847 20,123

短期貸付金 3,240 142,793

未収消費税等 21,778 19,298

その他 2,361 750

貸倒引当金 △14,456 －

流動資産合計 400,722 495,052

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 － 28,856

減価償却累計額 － △26,070

建物及び構築物（純額） － 2,785

坑井 163,236 163,236

減価償却累計額 △20,609 △18,025

坑井（純額） 142,627 145,211

車両運搬具及び工具器具備品 7,525 16,308

減価償却累計額 △6,409 △14,270

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 1,115 2,037

有形固定資産合計 143,742 150,034

無形固定資産 877 1,035

投資その他の資産

投資有価証券 46,449 74,618

関係会社株式 137,558 －

出資金 10 50

長期貸付金 480,796 454,726

長期営業債権 284,173 298,890

差入保証金 120,500 39,193

貸倒引当金 △759,533 △778,698

投資その他の資産合計 309,955 88,781

固定資産合計 454,575 239,851

資産合計 855,298 734,904
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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)

負債の部

流動負債

買掛金 44,004 72,468

短期借入金 119 －

未払金 36,667 24,029

未払費用 58 574

未払法人税等 12,395 1,415

預り金 6,248 1,913

譲渡損失引当金 － 58,134

流動負債合計 99,493 158,535

固定負債

資産除去債務 76,717 －

廃坑引当金 － 80,479

固定負債合計 76,717 80,479

負債合計 176,211 239,014

純資産の部

株主資本

資本金 635,262 591,096

資本剰余金 501,357 457,191

利益剰余金 △929,158 △1,037,618

自己株式 △1,850 △1,850

株主資本合計 205,611 8,818

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,587 21,582

為替換算調整勘定 476,433 461,526

評価・換算差額等合計 469,845 483,108

新株予約権 3,629 3,962

純資産合計 679,087 495,889

負債純資産合計 855,298 734,904
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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 158,242 230,343

売上原価 141,990 205,981

売上総利益 16,251 24,362

販売費及び一般管理費 90,161 102,618

営業損失（△） △73,909 △78,256

営業外収益

受取利息 3,083 3,941

持分法による投資利益 67,212 －

雑収入 41 2,198

営業外収益合計 70,337 6,140

営業外費用

支払利息 102,642 －

資金調達費用 78,999 －

為替差損 2,865 15,535

雑損失 － 2,419

株式交付費償却 129 －

営業外費用合計 184,637 17,955

経常損失（△） △188,209 △90,071

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,267 15,669

受取和解金 － 190,880

その他 47 －

特別利益合計 3,314 206,549

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利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△186,943 116,477

法人税、住民税及び事業税 3,499 8,106

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△190,443 108,371

四半期純利益又は四半期純損失（△） △190,443 108,371
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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利益 △186,943 116,477

減価償却費 14,784 2,850

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） △339,968 △12,342

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,050 －

株式交付費償却 129 －

差入保証金の増減額（△は増加） － △95,455

和解金 － △190,880

受取利息及び受取配当金 △3,083 △3,941

支払利息 102,642 －

持分法による投資損益（△は益） △67,212 －

売上債権の増減額（△は増加） △51,621 △118,888

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,130 －

仕入債務の増減額（△は減少） △230 △28,463

その他 274,281 △45,576

小計 △287,365 △376,220

利息及び配当金の受取額 373 1,072

法人税等の支払額 △4,309 △1,415

和解金の受取額 － 190,880

営業活動によるキャッシュ・フロー △291,301 △185,682

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 △109

関係会社株式の取得による支出 － △46,561

貸付けによる支出 － △28,128

貸付金の回収による収入 2,730 81,058

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 7,854

その他 150 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,250 14,153

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） － 119

株式の発行による収入 266,325 88,000

その他 △14,210 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 252,115 88,119

現金及び現金同等物に係る換算差額 △146 △1,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △40,583 △84,956

現金及び現金同等物の期首残高 260,992 142,468

現金及び現金同等物の四半期末残高 220,408 57,511
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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) 

当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、運転資金およ

び事業規模拡大のための投資資金を、外部調達によって賄う体質となっております。当該状況によ

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。 

四半期連結財務諸表提出会社である当社グループは、当該状況を解消すべく、キャッシュ・フロー

を当社グループに経常的にもたらし得る資産の新規取得を行うべく、候補となる資産を複数検討して

おります。検討にあたっては、既にキャッシュ・フローを生んでいる資産（生産中の天然資源に係る

鉱区の権益等）または、現時点ではキャッシュ・フローを生んでいないものの、販売先とのオフテイ

ク契約が締結されている等、早期にキャッシュ・フローを生むことがほぼ確実であると見込まれる資

産を中心に行っております。近年の世界的な不況および資金不足の状況において、このようなキャッ

シュ・フローを経常的にもたらし得るような良質な資産が、比較的安価で獲得可能な状況にありま

す。 

しかしながら、当社グループについても、資金が限られていることから、新規の資産獲得のために

は、外部より資金調達を行うことが不可欠であります。このため、平成21年12月８日開催の取締役会

で、新株式81,293,000株および第５回新株予約権2,676個（新株予約権の対象となる当社株式

267,600,000株）を発行いたしました。外部より資金を調達し、当社グループに継続的にキャッシ

ュ・フローをもたらし得る資産の獲得を行うことにより、当社グループは、営業活動によるキャッシ

ュ・フロー（またはその他の経常的なキャッシュ・フロー）をプラスに転じることが可能となると考

えております。第５回新株予約権は、発行日から平成22年６月28日までの間に528個（新株予約権の

対象となる当社株式52,800,000株）が行使され、232百万円が払い込まれました。当社は、第５回新

株予約権の行使により調達した資金を、早期のキャッシュ・フローにつながると判断した、リーオク

タ社に対する出資、一部貸付および、当社グループの連結子会社とした株式会社ハミングステージに

対する出資、貸付に充当いたしました。 

しかしながら、第５回新株予約権のさらなる行使が確実に行われるか否か、また、タイムリーに経

常的にキャッシュ・フローをもたらし得る資産を獲得できるか否かについてはリスクを伴い、実現で

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。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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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 

  

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 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 

  

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 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 

  

(5) 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

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

【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

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

【海外売上高】

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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(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。 

  

１  報告セグメントの概要 

 (１)報告セグメントの決定方法 

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、商品別の事業活動を展開しており、「天然資源開発投資事業」及び「食品事業」の2つを

報告セグメントとしております。 

 (２)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

 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 食品事業        青果物 

  

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．セグメント利益の調整額△93,595には、報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

２．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しております。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計
天然資源開発
投資事業

食品事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 8,156 222,187 230,343 ― 230,343

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 8,156 222,187 230,343 ― 230,343

セグメント利益又は損失(△) △3,810 19,149 15,339 (93,595) △78,256
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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) 

新株予約権行使により、資本金および資本準備金がそれぞれ44,166千円増加いたしました。この結

果、当第１四半期連結会計期間末において資本金が635,262千円、資本剰余金が501,357千円となって

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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