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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 5,325 △45.7 637 ― △233 ― △165 ―

23年3月期 9,811 51.0 20 ― △841 ― △866 ―

（注）包括利益 24年3月期 △220百万円 （―％） 23年3月期 △1,195百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 △32.54 ― △11.7 △3.0 12.0
23年3月期 △184.49 ― △63.3 △10.3 0.2

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3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

24年3月期 8,052 2,049 25.5 392.94
23年3月期 7,727 770 10.0 164.11

（参考） 自己資本  24年3月期  2,049百万円 23年3月期  770百万円

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

24年3月期 △515 △367 352 258
23年3月期 △765 △315 1,208 799

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

25年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
平成25年３月期の連結業績予想につきましては、合理的な業績予想の算定が困難なため、公表しておりません。なお、当該理由等は、【添付資料】３ペー
ジ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析 （次期の見通し）」に記載しております。 



※  注記事項 

(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  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無

② ①以外の会計方針の変更  ： 無

③ 会計上の見積りの変更  ： 有

④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 5,218,504 株 23年3月期 4,695,855 株

② 期末自己株式数 24年3月期 1,708 株 23年3月期 1,708 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 5,088,275 株 23年3月期 4,694,147 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 ― ― △649 ― △691 ― △734 ―

23年3月期 3,891 △30.4 △1,232 ― △2,007 ― △1,916 ―

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

24年3月期 △144.29 ―

23年3月期 △408.23 ―

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

24年3月期 3,608 894 24.8 171.40
23年3月期 3,261 128 3.9 27.37

（参考） 自己資本 24年3月期  894百万円 23年3月期  128百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手
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 
・当社は、「３．平成25年３月期の連結業績予想」に記載のとおり、合理的な業績予想の算定が困難なため、業績予想及び配当予想を公表しておりません。

 
・当社は、平成24年７月２日（月）及び４日（水）に株主及び一般投資家向けの決算説明会を開催する予定です。その模様及び説明内容（音声）について
は、当日使用する決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 
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当連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで。なお、決算日が異なる北米子会社５

社については、原則として平成23年１月１日から平成23年12月31日までの経営成績が含まれておりま

す。）における世界経済は、主要先進国における経済活動の低迷、特にＥＵ圏各国における債務問題の

長期化が与えた実体経済に対する影響、アジアを中心とする新興国や資源国における成長の鈍化、金融

政策の厳格化などの影響により、全体として減速してまいりました。わが国経済においても、長引く円

高やデフレの影響により景気の先行きに対する不透明感が払拭されず、不安定な推移となりました。 

このような状況の中、当社グループの根幹事業である金を取り巻く環境は世界的なマネーサプライの

増加による影響を受け、金価格は平成23年１月におきましては１トロイオンス当たり1,300米ドル台前

半にありましたが、以降も堅調な推移を続け、平成23年８月から９月にかけましては、一時1,900米ド

ルを超える水準となりました。以降は価格調整局面を迎えつつも、1,500米ドル台前半を底値とした手

堅い推移となりました。 

他方、米ドル為替相場は、年初１月を83円台で迎えたものの、以降は世界経済の不透明さが増すのと

同調して円高基調が強まり、７月中旬から９月にかけては76円から77円台の水準で推移し、10月下旬に

は75円台となるなど、歴史的な円高基調が続きました。 

以降は僅かながら円安ドル高傾向となりましたが、平成23年12月時点では76円台で推移する結果とな

りました。 

このような事業環境の中、当社グループの鉱山事業のうち、金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安定的な生産を継続実施してまいりました。

当連結会計年度においては、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へ移行し、生

産量は42,137オンス（1.31トン）となりました。これは当初の計画生産量よりも低い水準となりました

が、移行後の生産開始に２ヶ月ほどの遅れが生じたことに加え、鉱石中の粘土質が高く、金を抽出する

溶液の浸透度が低く推移したこと、並びに、環境保護の観点より、溶液の散布量を現地環境保護当局よ

り許可を受けた水準より低く抑えたことが影響したものです。しかしながら、金価格が堅調に推移した

ため、当連結会計年度の売上高は53億25百万円となりました。 

探鉱事業におきましては、２つの生産鉱山の敷地内及び周辺部におけるリザーブ（可採粗鉱量）、リ

ソース（埋蔵鉱量。予想鉱量は含まない）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1,064千オンス(30.18トン)に、リソースは760千オンス(21.56トン)となりまし

た。いずれも前年同期と比しますと僅かに減少しておりますが、これは両鉱山での生産が概ね順調に推

移した結果であり、健全な推移であると考えております。 

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。  

以上の結果、当連結会計年度の営業利益は６億37百万円となりました。一方、資金調達に係る費用の

影響などにより、経常損失は２億33百万円、当期純損失は１億65百万円となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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なお、当社は、平成22年11月１日付で物販事業を簡易吸収分割により他社に移管分離しました。これ

により、当連結会計年度より鉱山事業の単一セグメントとなったため、セグメント別情報の記載を省略

しており、また、前連結会計年度との対比は行っておりません。 

  

当社グループの基幹である鉱山事業は、市場における金価格の推移の影響を大きく受けております。

平成22年１月から12月までの推移をみますと、１トロイオンス当たり1,100米ドルから1,400米ドルの

範囲での変動となっておりましたものが、平成23年１月から12月の期間におきましては、1,400米ドル

に始まり、８月から９月にかけましては1,900米ドルと高騰したものの、12月にかけては1,600米ドルに

なるなど、変動幅が極めて大きくなったことから、その推移を予測することが難しい状況にあります。

これに加え、為替相場の推移を予測することも難しいことなどから、次期の業績見通しに関する合理的

な算定が困難なため、業績予想の公表を行わないこととしました。 

  

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億90百万円増加し、28億95百万円となりました。これは主

に仕掛品が８億５百万円増加し、現金及び預金が５億41百万円減少したこと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64百万円減少し、51億57百万円となりました。これは主に投

資その他の資産が１億円増加し、有形固定資産が94百万円、無形固定資産が70百万円それぞれ減少し

たこと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３億25百万円増加し、80億52百万円となりました。

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ27億91百万円減少し、15億61百万円となりました。これは当

社への貸付債権を目的財産とした現物出資（デット・エクイティ・スワップ）により短期借入金15億

円が株式化されたことに加えて、主に借入金の返済及び借換えにより、短期借入金が17億34百万円減

少し、１年内返済予定の長期借入金が５億29百万円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18億37百万円増加し、44億41百万円となりました。これは主

に借換えにより長期借入金が15億16百万円増加したことに加えて、資産除去債務が３億67百万円増加

したこと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９億54百万円減少し、60億２百万円となりまし

た。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ12億79百万円増加し、20億49百万円となりました。これは

当期純損失を１億65百万円計上したものの、デット・エクイティ・スワップにより資本金及び資本剰

余金がそれぞれ７億50百万円増加し、為替換算調整勘定が54百万円減少したことによるものでありま

す。 

  

（次期の見通し）

（２）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況
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当連結会計年度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５億41百万円減少し、２億58百万円となりました。 

当連結会計年度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） 

営業活動による資金の減少は、５億15百万円となりました。これは主に利息の支払い及び法人税等

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） 

投資活動による資金の減少は、３億67百万円となりました。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。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は、３億52百万円となりました。これは主に短期借入金の返済による支

出を上回る長期借入れによる収入があったことによるものであります。 

  

(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 

（注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。 

（注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おります。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注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おり

ます。 

  

② キャッシュ・フローの状況

平成20年６月期 平成21年６月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率 45.3％ △61.2％ 22.7％ 10.0％ 25.5％

時価ベースの自己資本比率 51.8％ 74.5％ 326.4％ 77.1％ 67.8％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― ― ― ― ―
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当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度において、経常損失及び当期純損失を計上して

おり、また、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなっております。これにより、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、以下に記載の対応策を実

施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

  

北米子会社における金の生産管理体制の強化を目指し、生産計画策定時にインプットする外部調査機

関からの地質、土壌の調査結果に係る精査をさらに厳格に進めると共に、鉱石破砕工程への新しい技術

適用を行うなどにより、生産管理を徹底してまいります。加えて、鉱石運搬などの作業工程毎の最適化

と生産効率の向上、費用削減を一層進めてまいります。 

多額の営業外費用の発生が当社の業績に重要な影響を及ぼしております。当社グループとしまして

は、北米子会社に対する貸付金の段階的な解消、資金調達手法及び調達先の見直しなどを進め、為替リ

スクの低減及び財務関連費用の削減を図ってまいります。 

  

最近の有価証券報告書（平成23年６月30日提出）における「事業の系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

平成23年３月期決算短信(平成23年５月13日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ) 

http://www.jipangu.co.jp/ 

(大阪証券取引所ホームページ) 

http://www.ose.or.jp/ 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等

(1) 生産管理体制の強化

(2) 営業外費用の削減

２．企業集団の状況

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

（４）会社の対処すべき課題
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当社の連結子会社である株式会社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（名古屋市中区）並びに蟹江プロパン株式会社（愛知県海部郡）から、名古屋地方裁判所に訴訟の

提起を受けていました。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、株式会社ジパングエナジーは、平成19年12月25日付にて、相手方に対して債務不履行（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、反訴の提起をしていたものであります。

本訴訟に係る第一次訴訟の言い渡しを名古屋地方裁判所より平成24年２月24日付にて受けております

が、株式会社ジパングエナジーは、本判決における本件装置及び帰責性に係る著しい事実誤認と法的判

断を不服とし、平成24年３月９日付にて名古屋高等裁判所へ控訴し、現在も係争中であります。 

現時点において、当該係争事件による影響を予測することは困難でありますが、仮に判決が株式会社

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、財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 949,806 408,788

売掛金 104,867 180,364

製品 36,064 104,881

仕掛品 970,469 1,776,337

原材料及び貯蔵品 89,336 86,929

繰延税金資産 60,725 83,262

未収還付法人税等 － 96,855

その他 294,824 158,330

貸倒引当金 △432 △61

流動資産合計 2,505,661 2,895,687

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 537,348 539,334

減価償却累計額 △135,212 △176,643

建物及び構築物（純額） 402,135 362,691

機械装置及び運搬具 1,001,530 1,260,742

減価償却累計額 △453,718 △568,150

機械装置及び運搬具（純額） 547,811 692,592

工具、器具及び備品 13,193 11,123

減価償却累計額 △8,903 △8,751

工具、器具及び備品（純額） 4,290 2,372

鉱山開発資産 718,067 723,263

減価償却累計額 △187,122 △306,970

鉱山開発資産（純額） 530,945 416,293

建設仮勘定 308,723 225,293

有形固定資産合計 1,793,907 1,699,243

無形固定資産   

ソフトウエア 62,857 1,500

鉱業権 108,079 99,003

その他 644 644

無形固定資産合計 171,581 101,148

投資その他の資産   

投資有価証券 1,330 1,232

長期貸付金 123,204 123,204

繰延税金資産 822,861 751,042

差入保証金 1,562,150 1,612,916

長期前払費用 850,666 985,544

その他 164,951 105,642

貸倒引当金 △268,624 △222,808

投資その他の資産合計 3,256,540 3,356,774

固定資産合計 5,222,029 5,157,166

資産合計 7,727,690 8,052,853
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 301,135 287,711

短期借入金 3,237,817 3,000

1年内返済予定の長期借入金 411,802 941,525

未払金 55,910 81,767

未払法人税等 85,134 12,177

資産除去債務 109,491 104,503

その他 152,440 131,055

流動負債合計 4,353,733 1,561,740

固定負債   

長期借入金 564,516 2,081,302

債務保証損失引当金 102,618 103,786

資産除去債務 1,873,397 2,241,020

その他 63,066 15,125

固定負債合計 2,603,599 4,441,234

負債合計 6,957,333 6,002,975

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,582,334 2,332,335

資本剰余金 3,202,629 3,952,630

利益剰余金 △3,383,249 △3,548,843

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 1,365,516 2,699,925

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △439 △538

為替換算調整勘定 △594,719 △649,509

その他の包括利益累計額合計 △595,159 △650,047

純資産合計 770,357 2,049,878

負債純資産合計 7,727,690 8,052,853
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 9,811,953 5,325,689

売上原価 6,246,796 3,885,444

売上総利益 3,565,157 1,440,244

販売費及び一般管理費   

放送費 1,173,451 －

物流費 333,917 －

販売手数料 209,413 －

役員報酬 165,920 141,468

給料手当及び賞与 401,665 －

給料及び手当 － 148,636

支払手数料 393,829 258,913

その他 866,539 253,748

販売費及び一般管理費合計 3,544,738 802,768

営業利益 20,418 637,476

営業外収益   

受取利息 8,583 10,393

負ののれん償却額 11,204 －

業務受託手数料 14,576 6,888

貸倒引当金戻入額 － 17,454

その他 2,478 1,275

営業外収益合計 36,842 36,011

営業外費用   

支払利息 229,224 272,056

デリバティブ決済損 50,872 34,336

デリバティブ評価損 109,591 －

金価格差損 116,619 144,979

為替差損 211,480 135,880

支払手数料 60,147 237,662

社債発行費 9,000 －

その他 111,700 82,259

営業外費用合計 898,636 907,176

経常損失（△） △841,374 △233,688
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 111,654 －

貸倒引当金戻入額 5,250 －

賞与引当金戻入額 2,774 －

事業分離における移転利益 27,337 －

公租公課還付額 － 155,274

特別利益合計 147,016 155,274

特別損失   

減損損失 － 54,210

投資有価証券評価損 47,886 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,287 －

その他 1,024 －

特別損失合計 50,198 54,210

税金等調整前当期純損失（△） △744,557 △132,624

法人税、住民税及び事業税 83,919 23,242

法人税等調整額 37,525 9,727

法人税等合計 121,444 32,969

少数株主損益調整前当期純損失（△） △866,001 △165,593

当期純損失（△） △866,001 △165,593

株式会社ジパング（2684）平成24年３月期決算短信

10



 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △866,001 △165,593

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,687 △98

為替換算調整勘定 △322,020 △54,789

その他の包括利益合計 △329,707 △54,887

包括利益 △1,195,709 △220,481

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △1,195,709 △220,481

少数株主に係る包括利益 － －
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（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,582,334 1,582,334

当期変動額   

新株の発行 － 750,001

当期変動額合計 － 750,001

当期末残高 1,582,334 2,332,335

資本剰余金   

当期首残高 7,695,621 3,202,629

当期変動額   

新株の発行 － 750,001

欠損填補 △4,492,992 －

当期変動額合計 △4,492,992 750,001

当期末残高 3,202,629 3,952,630

利益剰余金   

当期首残高 △7,010,239 △3,383,249

当期変動額   

欠損填補 4,492,992 －

当期純損失（△） △866,001 △165,593

当期変動額合計 3,626,990 △165,593

当期末残高 △3,383,249 △3,548,843

自己株式   

当期首残高 △36,197 △36,197

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △36,197 △36,197

株主資本合計   

当期首残高 2,231,518 1,365,516

当期変動額   

新株の発行 － 1,500,002

当期純損失（△） △866,001 △165,593

当期変動額合計 △866,001 1,334,408

当期末残高 1,365,516 2,699,925
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 7,247 △439

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,687 △98

当期変動額合計 △7,687 △98

当期末残高 △439 △538

為替換算調整勘定   

当期首残高 △272,698 △594,719

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △322,020 △54,789

当期変動額合計 △322,020 △54,789

当期末残高 △594,719 △649,509

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △265,451 △595,159

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △329,707 △54,887

当期変動額合計 △329,707 △54,887

当期末残高 △595,159 △650,047

純資産合計   

当期首残高 1,966,067 770,357

当期変動額   

新株の発行 － 1,500,002

当期純損失（△） △866,001 △165,593

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △329,707 △54,887

当期変動額合計 △1,195,709 1,279,520

当期末残高 770,357 2,049,878

株式会社ジパング（2684）平成24年３月期決算短信

13



（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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（△） △744,557 △132,624

減価償却費 253,383 334,574

減損損失 － 54,210

長期前払費用償却額 9,810 366,414

負ののれん償却額 △11,204 －

貸倒引当金戻入額 △5,250 △17,454

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,910 △28,733

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） 1,544 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △59,440 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 1,164 1,168

長期前払費用の増減額（△は増加） △714,304 △467,963

資産除去債務の増減額（△は減少） 757,594 464,970

受取利息及び受取配当金 △8,583 △10,393

支払利息 229,224 272,056

金価格差損益（△は益） 5,099 △9,318

デリバティブ決済損益（△は益） △22,102 34,336

デリバティブ評価損益（△は益） 109,591 －

社債発行費 9,000 －

その他の営業外損益（△は益） 26,760 67,826

投資有価証券売却損益（△は益） △111,654 －

投資有価証券評価損益（△は益） 47,886 －

事業分離における移転利益 △27,337 －

公租公課還付額 － △155,274

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） 196,404 △82,400

たな卸資産の増減額（△は増加） 386,230 △946,640

仕入債務の増減額（△は減少） △677,636 301

未収入金の増減額（△は増加） △100,086 79,966

未収消費税等の増減額（△は増加） 12,598 6,198

未払金の増減額（△は減少） △289,982 33,350

その他 46,660 52,623

小計 △635,761 △82,805

利息及び配当金の受取額 6,979 6,240

利息の支払額 △200,957 △238,627

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 64,130 △200,039

営業活動によるキャッシュ・フロー △765,608 △515,231
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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 △364,727 △314,487

有形固定資産の売却による収入 3,456 －

無形固定資産の取得による支出 △15,473 △669

投資有価証券の売却による収入 147,490 －

短期貸付けによる支出 － △90,000

短期貸付金の回収による収入 － 90,000

差入保証金の差入による支出 △340,030 △134,321

差入保証金の回収による収入 4,982 81,605

事業移転による収入 247,319 －

その他 1,600 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △315,381 △367,872

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期社債の発行による収入 191,000 －

短期社債の償還による支出 △200,000 －

短期借入れによる収入 2,474,857 714,542

短期借入金の返済による支出 △508,032 △2,440,038

長期借入れによる収入 460,906 2,816,150

長期借入金の返済による支出 △1,210,555 △738,262

その他 △85 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,208,090 352,391

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48,637 △10,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,462 △541,017

現金及び現金同等物の期首残高 721,343 799,806

現金及び現金同等物の期末残高 799,806 258,788
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該当事項はありません。 

  

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度において、独立掲記していた「無形固定資産」の「電話加入権」は、金額的重要性が

乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を

反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「無形固定資産」の「電話加入権」に表示し

ていた644千円は、「その他」として組み替えております。 

  

(連結損益計算書関係) 

１． 前連結会計年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「役員報酬」は、販

売費及び一般管理費の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。また、

「広告宣伝費」及び「退職給付費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「そ

の他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結

財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「販売費及び一般管理費」に表示していた

「広告宣伝費」203,662千円、「退職給付費用」6,222千円及び「その他」822,575千円は、「役員報

酬」165,920千円及び「その他」866,539千円として組み替えております。 

２． 前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用

の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映さ

せるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた

171,847千円は、「支払手数料」60,147千円及び「その他」111,700千円として組み替えております。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）表示方法の変更
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

１． 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「減価償却費」に含めていた

「長期前払費用償却額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「減価償却費」に表示していた263,193千円は、「減価償却費」253,383千円及び「長期

前払費用償却額」9,810千円として組み替えております。 

２． 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「その

他の営業外損益（△は益）」及び「未収入金の増減額（△は増加）」は、金額的重要性が増したため、

当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の

連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に表示していた△26,665千円は、「その他の営業外損益（△は益）」26,760

千円、「未収入金の増減額（△は増加）」△100,086千円及び「その他」46,660千円として組み替えて

おります。 

３． 前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「差入

保証金の回収による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に表示していた6,582千円は、「差入保証金の回収による収入」4,982千円及

び「その他」1,600千円として組み替えております。 

  

当社が保有する建物は、従来、耐用年数を８～15年として減価償却を行ってきましたが、第４四半期

連結会計期間において、本社の移転計画を決定したため、耐用年数を移転予定月までの期間に見直し、

将来にわたり変更しております。 

また、本社の不動産賃貸借契約に係る原状回復義務についても、上記に伴い、償却に係る合理的な期

間を移転予定月までの期間に見直し、将来にわたり変更しております。 

この変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益が7,938千円減少し、経常損失及

び税金等調整前当期純損失がそれぞれ同額増加しております。 

  

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用してお

ります。 

（７）会計上の見積りの変更

（８）追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）
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前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

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。 

なお、「物販事業」は、平成22年11月１日付で簡易吸収分割により株式会社ＡＤエージェンシー（株式

会社ＣＪプライムショッピングへ商号変更）に移管分離いたしました。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 
(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．調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額△903,729千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であり、主に親会社の管理部門に係る人件費及び経費であります。 

(2) セグメント資産の調整額397,858千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に余資

運用資金（現金及び預金、投資有価証券）及び親会社の管理部門に係る資産であります。 

(3) 減価償却費の調整額25,803千円は、全社資産に係る減価償却費であります。 

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額3,056千円は、主に親会社建物の設備投資額でありま

す。 

    ３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（９）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(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

連結財務諸
表計上額 
(注)３物販事業 鉱山事業 計

売上高

外部顧客への売上高 3,891,218 5,920,735 9,811,953 ― 9,811,953 ― 9,811,953

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 3,891,218 5,920,735 9,811,953 ― 9,811,953 ― 9,811,953

セグメント利益 
又は損失（△）

△329,227 1,256,308 927,081 △2,933 924,147 △903,729 20,418

セグメント資産 ― 7,329,787 7,329,787 45 7,329,832 397,858 7,727,690

その他の項目

減価償却費 ― 237,390 237,390 ― 237,390 25,803 263,193

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

― 387,118 387,118 ― 387,118 3,056 390,174
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

当社は、平成22年11月１日付で物販事業を簡易吸収分割により他社に移管分離しました。これにより、

鉱山事業の単一セグメントとなったため、記載を省略しております。 

  

  

 
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

  該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 164.11円 392.94円

１株当たり当期純損失金額 184.49円 32.54円

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純損失金額

 当期純損失(千円) 866,001 165,593

 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) 866,001 165,593

 普通株式の期中平均株式数(株) 4,694,147 5,088,275

項目
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 770,357 2,049,878

純資産の部の合計額から控除する金額(千円)

(うち少数株主持分) (―) (―)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 770,357 2,049,878

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

4,694,147 5,216,796

(重要な後発事象)
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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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 170,420 291,234

前払費用 21,409 15,579

未収収益 1 79,246

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 － 269,433

未収入金 42,935 154,896

未収消費税等 22,213 16,204

その他 1,684 5,300

貸倒引当金 △432 △61

流動資産合計 258,232 831,832

固定資産   

有形固定資産   

建物 28,975 30,959

減価償却累計額 △6,859 △17,717

建物（純額） 22,115 13,241

工具、器具及び備品 13,193 11,123

減価償却累計額 △8,903 △8,751

工具、器具及び備品（純額） 4,290 2,372

有形固定資産合計 26,406 15,614

無形固定資産   

ソフトウエア 45,606 246

その他 644 644

無形固定資産合計 46,250 891

投資その他の資産   

投資有価証券 1,330 1,232

関係会社株式 791,778 791,778

長期貸付金 123,204 123,204

関係会社長期貸付金 3,064,888 2,812,018

長期未収入金 329,566 375,470

差入保証金 48,799 39,745

貸倒引当金 △1,428,855 △1,383,292

投資その他の資産合計 2,930,712 2,760,156

固定資産合計 3,003,369 2,776,661

資産合計 3,261,602 3,608,494
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 203,000 3,000

関係会社短期借入金 1,861,398 －

1年内返済予定の長期借入金 219,996 172,996

1年内返済予定の関係会社長期借入金 － 222,768

未払金 50,508 60,762

未払費用 18,962 37,738

未払法人税等 7,437 12,177

預り金 184,616 201,966

その他 2,708 －

流動負債合計 2,548,626 711,408

固定負債   

長期借入金 226,012 71,349

関係会社長期借入金 192,816 1,812,666

長期未払金 57,640 15,125

債務保証損失引当金 102,618 103,786

その他 5,425 －

固定負債合計 584,513 2,002,926

負債合計 3,133,139 2,714,335

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,582,334 2,332,335

資本剰余金   

資本準備金 499,074 1,249,075

資本剰余金合計 499,074 1,249,075

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,916,308 △2,650,516

利益剰余金合計 △1,916,308 △2,650,516

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 128,902 894,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △439 △538

評価・換算差額等合計 △439 △538

純資産合計 128,462 894,159

負債純資産合計 3,261,602 3,608,494
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 3,891,218 －

売上原価   

商品期首たな卸高 420,043 －

当期商品仕入高 1,620,158 －

合計 2,040,201 －

他勘定振替高 234,786 －

商品期末たな卸高 － －

商品売上原価 1,805,414 －

売上総利益 2,085,804 －

販売費及び一般管理費   

販売手数料 209,413 －

放送費 1,173,451 －

販売促進費 223,236 －

物流費 333,917 －

役員報酬 165,920 141,468

給料手当及び賞与 310,080 －

給料及び手当 － 108,533

退職給付費用 2,534 －

福利厚生費 58,979 40,244

交通費 78,677 33,730

減価償却費 25,803 16,602

支払手数料 315,248 172,028

地代家賃 46,280 44,298

その他 375,216 92,729

販売費及び一般管理費合計 3,318,760 649,634

営業損失（△） △1,232,956 △649,634

営業外収益   

受取利息 116,649 76,300

経営指導料 － 154,578

貸倒引当金戻入額 － 17,200

その他 17,054 8,163

営業外収益合計 133,703 256,242

営業外費用   

支払利息 198,867 56,265

社債利息 6,427 －

デリバティブ評価損 70,901 －

ゴールドローン評価損 26,760 29,952

金価格差損 107,300 －

為替差損 306,987 151,132

社債発行費 9,000 －

外国源泉税 － 34,920

その他 182,089 26,304

営業外費用合計 908,334 298,574

経常損失（△） △2,007,587 △691,966
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 111,654 －

貸倒引当金戻入額 1,112 －

賞与引当金戻入額 2,774 －

事業分離における移転利益 27,337 －

特別利益合計 142,878 －

特別損失   

減損損失 － 41,072

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 41,072

税引前当期純損失（△） △1,913,883 △733,038

法人税、住民税及び事業税 2,425 1,169

法人税等合計 2,425 1,169

当期純損失（△） △1,916,308 △734,207
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,582,334 1,582,334

当期変動額   

新株の発行 － 750,001

当期変動額合計 － 750,001

当期末残高 1,582,334 2,332,335

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,810,730 499,074

当期変動額   

新株の発行 － 750,001

準備金から剰余金への振替 △1,311,655 －

当期変動額合計 △1,311,655 750,001

当期末残高 499,074 1,249,075

その他資本剰余金   

当期首残高 3,181,337 －

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 1,311,655 －

欠損填補 △4,492,992 －

当期変動額合計 △3,181,337 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

当期首残高 4,992,067 499,074

当期変動額   

新株の発行 － 750,001

欠損填補 △4,492,992 －

当期変動額合計 △4,492,992 750,001

当期末残高 499,074 1,249,075

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 100,000 －

当期変動額   

利益準備金の取崩 △100,000 －

当期変動額合計 △100,000 －

当期末残高 － －

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 1,409,117 －

当期変動額   

別途積立金の取崩 △1,409,117 －

当期変動額合計 △1,409,117 －

当期末残高 － －
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 △6,002,110 △1,916,308

当期変動額   

利益準備金の取崩 100,000 －

別途積立金の取崩 1,409,117 －

欠損填補 4,492,992 －

当期純損失（△） △1,916,308 △734,207

当期変動額合計 4,085,801 △734,207

当期末残高 △1,916,308 △2,650,516

利益剰余金合計   

当期首残高 △4,492,992 △1,916,308

当期変動額   

欠損填補 4,492,992 －

当期純損失（△） △1,916,308 △734,207

当期変動額合計 2,576,683 △734,207

当期末残高 △1,916,308 △2,650,516

自己株式   

当期首残高 △36,197 △36,197

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △36,197 △36,197

株主資本合計   

当期首残高 2,045,211 128,902

当期変動額   

新株の発行 － 1,500,002

当期純損失（△） △1,916,308 △734,207

当期変動額合計 △1,916,308 765,794

当期末残高 128,902 894,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 7,247 △439

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,687 △98

当期変動額合計 △7,687 △98

当期末残高 △439 △538

評価・換算差額等合計   

当期首残高 7,247 △439

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,687 △98

当期変動額合計 △7,687 △98

当期末残高 △439 △538
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 2,052,459 128,462

当期変動額   

新株の発行 － 1,500,002

当期純損失（△） △1,916,308 △734,207

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,687 △98

当期変動額合計 △1,923,996 765,696

当期末残高 128,462 894,159
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該当事項はありません。 

  

役員の異動につきましては、平成24年４月13日に別途開示している「代表者である代表取締役及び北

米子会社の代表取締役CEOの異動に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  その他の役員の異動は、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他

（１）役員の異動

（２）その他
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