
 

 

 

   

 

 
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２四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２四半期の連結経営成績（累計）及び平成23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。 

  

   

 

 
  

  

 
(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２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９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２四半期 6,511 ― 168 ― △270 ― △410 ―

22年３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

23年３月期第２四半期 △87 54 ― ―

22年３月期第２四半期 ― ― ― ―

 (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２四半期 7,965 1,549 19.4 330 01

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２四半期 1,549百万円 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 ― 0.00

23年３月期(予想) ― 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、対前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、対前期増減率)

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

通期 9,721 ― 271 ― △270 ― △524 ― △111. 63

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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 4,694,147株 22年３月期２Ｑ 77,128株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緊急経済対策の効果などを背景に、一部で企業収

益の改善がみられたものの、ユーロ圏各国の金融危機や急激な円高ドル安の進行、雇用や個人消費の低

迷などの影響もあり、依然として厳しい状況にありました。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った結果の創出に向け、２つの事業分野それぞれにおける

経営成績の改善に向けた取り組みを継続的に行ってまいりました。その結果、当第２四半期連結累計期

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いたしました。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は65億11百万円、営業利益は１億68百万円となりましたが、支払

利息、為替差損等の営業外費用の計上により経常損失が２億70百万円、四半期純損失は４億10百万円と

なっております。  

なお、前第２四半期累計期間は、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、テレビ、インターネット、携帯電話を中心とするモバイル等のメディア媒

体と、主力とする美容、フィットネス、健康の３つの取扱商品カテゴリー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視してまいり

ましたが、消費者嗜好の多様化や低価格指向といった消費者ニーズへの対応を迅速に進めることにより

生じる映像制作等に係る費用の増加などの影響もあり、収益性が低下いたしました。 

卸売販売事業におきましては、既取引先におけるイン・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。ＤＭを中心に展開するコンティニュィティーが認められる商品の販売や、

新しい収益モデルを備えたサービスの展開を急ぎ、営業成績の健全化を急ぎましたが、消費の低迷など

の影響も強く、結果として、当事業の売上高は34億86百万円となりました。 

（鉱山事業） 

生産事業におきましては、堅調な推移を続ける市場での金取引価格を背景に、効率的な生産を進めて

まいりました。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ったことに加え、本年

９月３日に開示いたしましたとおり、スタンダード鉱山での操業再開の許可を米国政府機関より受けた

ことにより、２つの鉱山での操業と生産を効率的に進める体制を整えることができました。 

その結果、当事業の生産量は28,576オンス（0.92トン）となりました。   

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30億25百万円となりました。 

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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（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ２億69百万円減少し34億43百万円となりました。これは主に仕

入債務の現金支払による減少であります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ４億６百万円減少し45億22百万円となりました。これは主に北

米子会社における機械装置、運搬具及び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６億76百万円減少し、79億65百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ１億88百万円増加し、42億31百万円となりました。これは主に

仕入債務の減少はあったものの、短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が増加したことによるも

のであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ４億47百万円減少し、21億84百万円となりました。これは主に

長期借入金の減少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２億59百万円減少し、64億16百万円となりました。

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億16百万円減少し15億49百万円となりました。これは主に

四半期純損失として４億10百万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２四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２億82百万円減少し、４億39百万円となりました。 

当第２四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２四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、３億83百万円となりました。こ

れは主に、仕入債務及び利息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２四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、42百万円となりました。これは

主に投資有価証券の売却による増加はあったものの、有形固定資産の取得等による減少があったこと

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） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、１億66百万円となりました。こ

れは主に短期借入金の増加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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当社では、平成22年９月28日開示の通り、同年11月１日を効力発生日とする吸収分割により物販事業

を承継会社であります株式会社ＡＤエージェンシーへ分割いたしました。これに伴い本年第３四半期以

降は鉱山事業に経営資源を集中投下することができ、堅調に推移する金市場価格を好機ととらえ、健全

な経営成績の創出へ努めて参ります。 

本事業におきましては、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本年12月より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。 

平成22年１月－12月の金生産量は、55,414オンスとなる見通しです。 

なお、平成22年第３四半期（平成22年１月－９月）の北米子会社のみの連結業績（未レビュー）は、

金生産量43,505オンス、売上高51,562千ドル、純利益11,839千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１四半期より第３四半期（平成22年４月－12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・調査に付きましても許可を受け次第に進めて参ります。 

通期の連結業績の予想といたしましては、平成22年９月28日に公表いたしました平成23年３月期の連

結業績予想を修正しております。詳細は同年11月12日に別途開示している「平成23年３月期(通期)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】 

 １．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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】 

該当事項はありません。 

 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  

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は1,906千円減少し、経常損失及び税金等調

整前四半期純損失はそれぞれ1,906千円、3,194千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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 609,107 891,343

受取手形及び売掛金 580,430 609,543

商品及び製品 265,923 420,043

仕掛品 1,347,942 1,358,774

原材料及び貯蔵品 98,509 90,853

その他 542,662 466,316

貸倒引当金 △967 △124,061

流動資産合計 3,443,608 3,712,812

固定資産

有形固定資産 1,805,396 1,898,380

無形固定資産 177,506 195,991

投資その他の資産

差入保証金 1,290,551 1,355,863

長期貸付金 1,287,271 1,271,566

繰延税金資産 876,010 978,602

その他 475,491 498,248

貸倒引当金 △1,389,893 △1,269,403

投資その他の資産合計 2,539,431 2,834,876

固定資産合計 4,522,334 4,929,249

資産合計 7,965,943 8,642,061

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 790,608 1,143,149

短期借入金 1,510,500 1,140,500

1年内返済予定の長期借入金 995,474 761,502

未払法人税等 124,542 93,210

賞与引当金 － 2,774

その他 810,789 902,314

流動負債合計 4,231,914 4,043,450

固定負債

長期借入金 589,667 989,197

退職給付引当金 25,627 23,640

役員退職慰労引当金 59,440 59,440

債務保証損失引当金 102,037 101,453

原状回復引当金 － 1,360,074

資産除去債務 1,329,308 －

その他 78,810 98,737

固定負債合計 2,184,891 2,632,543

負債合計 6,416,806 6,675,994
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 △2,928,189 △7,010,239

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 1,820,576 2,231,518

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 21,064 7,247

為替換算調整勘定 △292,504 △272,698

評価・換算差額等合計 △271,439 △265,451

純資産合計 1,549,136 1,966,067

負債純資産合計 7,965,943 8,642,061
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(2) 四半期連結損益計算書

  ②【連結損益計算書】

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 6,511,996

売上原価 3,601,004

売上総利益 2,910,991

販売費及び一般管理費 2,742,560

営業利益 168,431

営業外収益

受取利息 4,332

負ののれん償却額 5,602

業務受託手数料 7,608

その他 282

営業外収益合計 17,825

営業外費用

支払利息 119,610

デリバティブ評価損 80,474

金価格差損 52,891

為替差損 157,706

その他 45,575

営業外費用合計 456,258

経常損失（△） △270,001

特別利益

投資有価証券売却益 73,057

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 79,969

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 47,886

特別損失合計 49,174

税金等調整前四半期純損失（△） △239,206

法人税、住民税及び事業税 88,050

法人税等調整額 83,685

法人税等合計 171,736

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △410,942

四半期純損失（△） △410,942
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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（△） △239,206

減価償却費 146,895

負ののれん償却額 △5,602

貸倒引当金戻入額 △4,137

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,533

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） 1,987

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 584

資産除去債務の増減額（△は減少） 22,525

受取利息 △4,332

支払利息 119,610

金価格差損益（△は益） 38,631

デリバティブ評価損益（△は益） 80,474

投資有価証券売却損益（△は益） △73,057

投資有価証券評価損益（△は益） 47,886

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） 9,987

たな卸資産の増減額（△は増加） 98,923

仕入債務の増減額（△は減少） △342,566

その他 △165,750

小計 △267,100

利息及び配当金の受取額 3,513

利息の支払額 △102,974

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △16,443

営業活動によるキャッシュ・フロー △383,005

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 △132,551

有形固定資産の売却による収入 3,456

投資有価証券の売却による収入 83,703

差入保証金の差入による支出 △2,740

その他 5,414

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,717

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 636,000

短期借入金の返済による支出 △265,832

長期借入れによる収入 192,390

長期借入金の返済による支出 △395,254

その他 △312

財務活動によるキャッシュ・フロー 166,991

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △282,235

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 439,107
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該当事項はありません。 

  

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。 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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△551,497千円は、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。 

  

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。 

  

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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

１．報告セグメントの概要

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

（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 3,486,044 3,025,952 6,511,996 ― 6,511,996 ― 6,511,996

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 3,486,044 3,025,952 6,511,996 ― 6,511,996 ― 6,511,996

セグメント利益 
又は損失（△）

△223,605 946,062 722,457 △2,528 719,929 △551,497 168,431

(追加情報)

(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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当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

当社は、平成22年９月28日開催の当社取締役会の決議に基づき、同年11月１日を効力発生日とし

て、当社の物販事業を簡易吸収分割により、株式会社ＡＤエージェンシーに承継させました。 

株式会社ＡＤエージェンシー 

物販事業 

当社は、平成21年10月28日開示の「株式会社ジパングとの合併契約締結に関するお知ら

せ」のとおり、収益基盤の早期安定化を実現する手段といたしまして平成22年１月１日に金

鉱山事業を営む株式会社ジパングを消滅会社とする合併をいたしました。 

当社が従来から行ってまいりました物販事業と、合併により新たに加わった鉱山事業の事

業基盤強化や成長施策の展開と今期の経営成績を踏まえ、改めて将来に亘る２つの事業領域

における成長を、内外の環境分析を行い、健全性と継続性の維持を前提として検討すること

を本年５月より開始いたしました結果、物販事業領域におきましては、長く低迷が続き、好

転へ至るまでに更に多くの時間を要すると思われる我が国消費者市場の現状と、消費者嗜好

の多様化が生んだ商品ライフサイクルの短命化、投資採算性の低いＴＶ媒体を用いた事業展

開のモデル、競争環境の激化に伴い、競争優位性の発見、構築の困難性を認識するに至り、

同時に将来に亘り根幹をなす当社事業は鉱山事業であるとし、早期に事業の選択と集中を実

施し、今後は、経営資源を鉱山事業に集中投下することこそが当社の企業価値、株主価値の

大化につながると判断いたしました。 

承継会社である株式会社ＡＤエージェンシーは、ＢＳやＣＳといった新しい放送媒体に於

ける放送コンテンツ関連事業を推進する目的で設立され、今回の当社物販事業の承継を以っ

て新たに物販事業に係わるコンテンツを広く媒体へ展開することで、同社の事業の拡大を急

ぎ、広告代理店機能と物販機能を融合させた新しい事業モデルの構築が可能と判断されたこ

とから、今回の合意に至ったものであります。 

平成22年11月１日 

受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡 

物販事業 

  

(7) 重要な後発事象に関する注記

事業分離

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形

式を含む取引の概要

（１）分離先企業の名称

（２）分離した事業の内容

（３）事業分離を行った主な理由

（４）事業分離日

（５）法的形式を含む取引の概要

２．分離した事業が含まれていた報告セグメント
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