
 
                  平成 25 年２月 13 日 

各      位 
会 社 名 株  式  会  社  ジ  パ  ン  グ

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  谷  藤 吉 郎

（ JASDAQ・ コ ー ド 2684）

問 合 せ先 専務取締役管理本部長 亀田 学

（ T E L： 0 3 - 5 4 6 8 - 3 6 9 0）

 
（訂正・数値データ訂正あり）「平成23年３月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、過去に発表しました決算短信及び四半期決算短信において記載内容に訂正すべき事項がありました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所を含むページには訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には  （下線）を付して表

示しております。 

 

 

記  
 
１．訂正を行う決算短信 

  決算期 平成23年３月期 第２四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 

  発表日 平成22年11月12日 

 

２．訂正の理由 

本日（平成25年２月13日）付「過年度有価証券報告書及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

以 上 



（訂正前） 

 

   

 

 
  

 
（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 

  

 

 
(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。 

  

【サマリー情報】

(百万円未満切捨て)

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

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



  

 

 
   (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。 

  

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



  
（訂正後） 

 

   

 

 
  

 
（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 

  

 

 
(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。 

  

(百万円未満切捨て)

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 ― 119 ― △319 ― △443 ―

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 △94 50 ― ―

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 8,069 1,652 20.5 351 99

22年３月期 8,782 2,106 24.0 448 71

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 1,652百万円 22年３月期 2,106百万円

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

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



  

 

 
   (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。 

  

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



（訂正前） 

（省略） 

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。  

（省略） 

  

（訂正後） 

（省略） 

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１億19百万円となりましたが、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３億19百万円、四半期純損失は４億43百万円と

なっております。  

（省略） 

  

【添付資料】

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



  

（訂正前） 

（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。 

（省略） 

（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。   

（省略） 

  

（訂正後） 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億２百万円減少し34億98百万円となりました。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４億10百万円減少し45億70百万円となりました。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７億13百万円減少し、80億69百万円となりました。 

（省略） 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億53百万円減少し16億52百万円となりました。これは主に

四半期純損失として４億43百万円を計上したことによるものであります。   

（省略） 

  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報



（訂正前） 

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



(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



  
（訂正後） 

(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 266,515 420,043

仕掛品 1,432,468 1,494,864

原材料及び貯蔵品 98,509 90,853

その他 512,871 418,684

貸倒引当金 △967 △124,061

流動資産合計 3,498,935 3,801,271

固定資産

有形固定資産 1,887,497 1,965,461

無形固定資産 158,442 195,991

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 849,148 950,740

その他 487,166 510,796

貸倒引当金 △1,389,893 △1,269,403

投資その他の資産合計 2,524,245 2,819,562

固定資産合計 4,570,184 4,981,014

資産合計 8,069,120 8,782,286

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



(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 △2,790,651 △6,840,057

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 1,958,114 2,401,701

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 △326,865 △302,656

評価・換算差額等合計 △305,801 △295,409

純資産合計 1,652,313 2,106,291

負債純資産合計 8,069,120 8,782,286



（訂正前）  

(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



  
（訂正後） 

(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 3,650,083

売上総利益 2,861,913

販売費及び一般管理費 2,742,560

営業利益 119,352

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（△） △319,080

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（△） △288,285

法人税、住民税及び事業税 88,050

法人税等調整額 67,251

法人税等合計 155,301

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △443,586

四半期純損失（△） △443,586



（訂正前） 

(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



  
（訂正後） 

(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（△） △288,285

減価償却費 148,791

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） 146,105

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



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) 

（訂正前） 

 
(注)（省略） 

  

（訂正後） 

 
(注)（省略） 

  

(5) セグメント情報

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

（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（△）

△223,605 896,984 673,379 △2,528 670,850 △551,497 119,352


