
 
                  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３四半期決算短信」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３四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 

  発表日 平成23年２月10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）平成22年３月期は、決算期を毎年６月30日から毎年３月31日に変更したことにより、比較対象となる平成22年

３月期第３四半期決算短信を作成していないため、22年３月期第３四半期の連結業績及び23年３月期第３四半
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 

   平成22年３月期における決算期の変更により、平成23年３月期の連結業績予想の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３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31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３四半期 8,505 ― 308 ― △359 ― △494 ―

22年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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３四半期 △105 44 ― ―

22年３月期第３四半期 ― ― ― ―

 (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３四半期 6,873 1,284 18.7 273 57

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３四半期 1,284百万円 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 9,811 ― 5 ― △718 ― △780 ― △166. 28



  

 

 
   (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） 

 
  平成22年３月期における決算期変更により、期中平均株式数（四半期累計）の平成22年３月期３Ｑにつ

いては記載しておりません。 

  

※ 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おり

ます。 

  

※ 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 4,694,147株 22年３月期３Ｑ ―



  
（訂正後） 

 

   

 

 
  

 
（注）平成22年３月期は、決算期を毎年６月30日から毎年３月31日に変更したことにより、比較対象となる平成22年

３月期第３四半期決算短信を作成していないため、22年３月期第３四半期の連結業績及び23年３月期第３四半
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 

   平成22年３月期における決算期の変更により、平成23年３月期の連結業績予想の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３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31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３四半期 8,505 ― 288 ― △380 ― △508 ―

22年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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３四半期 △108 31 ― ―

22年３月期第３四半期 ― ― ― ―

 (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３四半期 6,988 1,399 20.0 298 08

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３四半期 1,399百万円 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 9,811 ― 5 ― △718 ― △780 ― △166. 28



  

 

 
   (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） 

 
  平成22年３月期における決算期変更により、期中平均株式数（四半期累計）の平成22年３月期３Ｑにつ

いては記載しておりません。 

  

※ 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おり

ます。 

  

※ 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 4,694,147株 22年３月期３Ｑ ―



（訂正前） 

（省略） 

当第３四半期連結累計期間の売上高は85億５百万円、営業利益は３億８百万円となりましたが、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３億59百万円、四半期純損失は４億94百万円と

なっております。  

（省略） 

  

（訂正後） 

（省略） 

当第３四半期連結累計期間の売上高は85億５百万円、営業利益は２億88百万円となりましたが、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３億80百万円、四半期純損失は５億８百万円と

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13億38百万円減少し23億73百万円となりました。これは主に買

掛金の支払いに伴う現金及び預金の減少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４億29百万円減少し45億円となりました。これは主に長期貸付

金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17億68百万円減少し、68億73百万円となりました。 

（省略） 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億81百万円減少し12億84百万円となりました。これは主に

四半期純損失として４億94百万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13億56百万円減少し24億44百万円となりました。これは主に買

掛金の支払いに伴う現金及び預金の減少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４億36百万円減少し45億44百万円となりました。これは主に長

期貸付金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17億93百万円減少し、69億88百万円となりました。 

（省略） 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ７億７百万円減少し13億99百万円となりました。これは主に

四半期純損失として５億８百万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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 346,695 891,343

受取手形及び売掛金 108,766 609,543

商品及び製品 24,514 420,043

仕掛品 1,356,321 1,358,774

原材料及び貯蔵品 92,580 90,853

その他 451,344 466,316

貸倒引当金 △6,379 △124,061

流動資産合計 2,373,844 3,712,812

固定資産

有形固定資産 1,812,721 1,898,380

無形固定資産 165,607 195,991

投資その他の資産

差入保証金 1,532,424 1,355,863

長期貸付金 － 1,271,566

繰延税金資産 790,414 978,602

その他 424,794 498,248

貸倒引当金 △225,926 △1,269,403

投資その他の資産合計 2,521,707 2,834,876

固定資産合計 4,500,036 4,929,249

資産合計 6,873,881 8,642,061

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 375,801 1,143,149

短期社債 200,000 －

短期借入金 1,755,300 1,140,500

1年内返済予定の長期借入金 925,590 761,502

未払法人税等 113,420 93,210

賞与引当金 － 2,774

その他 225,883 902,314

流動負債合計 3,595,995 4,043,450

固定負債

長期借入金 566,154 989,197

退職給付引当金 － 23,640

役員退職慰労引当金 － 59,440

債務保証損失引当金 102,331 101,453

原状回復引当金 － 1,360,074

資産除去債務 1,269,204 －

その他 56,016 98,737

固定負債合計 1,993,706 2,632,543

負債合計 5,589,701 6,675,994



(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 △3,012,221 △7,010,239

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 1,736,544 2,231,518

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △141 7,247

為替換算調整勘定 △452,223 △272,698

評価・換算差額等合計 △452,364 △265,451

純資産合計 1,284,179 1,966,067

負債純資産合計 6,873,881 8,642,061



  
（訂正後） 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 346,695 891,343

受取手形及び売掛金 108,766 609,543

商品及び製品 25,456 420,043

仕掛品 1,463,867 1,494,864

原材料及び貯蔵品 92,580 90,853

その他 413,373 418,684

貸倒引当金 △6,379 △124,061

流動資産合計 2,444,361 3,801,271

固定資産

有形固定資産 1,889,129 1,965,461

無形固定資産 147,049 195,991

投資その他の資産

差入保証金 1,532,424 1,355,863

長期貸付金 － 1,271,566

繰延税金資産 766,441 950,740

その他 435,460 510,796

貸倒引当金 △225,926 △1,269,403

投資その他の資産合計 2,508,400 2,819,562

固定資産合計 4,544,578 4,981,014

資産合計 6,988,940 8,782,286

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 375,801 1,143,149

短期社債 200,000 －

短期借入金 1,755,300 1,140,500

1年内返済予定の長期借入金 925,590 761,502

未払法人税等 113,420 93,210

賞与引当金 － 2,774

その他 225,883 902,314

流動負債合計 3,595,995 4,043,450

固定負債

長期借入金 566,154 989,197

退職給付引当金 － 23,640

役員退職慰労引当金 － 59,440

債務保証損失引当金 102,331 101,453

原状回復引当金 － 1,360,074

資産除去債務 1,269,204 －

その他 56,016 98,737

固定負債合計 1,993,706 2,632,543

負債合計 5,589,701 6,675,994



(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 △2,855,492 △6,840,057

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 1,893,273 2,401,701

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △141 7,247

為替換算調整勘定 △493,893 △302,656

評価・換算差額等合計 △494,035 △295,409

純資産合計 1,399,238 2,106,291

負債純資産合計 6,988,940 8,782,286



（訂正前） 

(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 8,505,466

売上原価 4,828,591

売上総利益 3,676,874

販売費及び一般管理費 3,368,123

営業利益 308,750

営業外収益

受取利息 15,107

負ののれん償却額 8,403

業務受託手数料 11,132

その他 1,420

営業外収益合計 36,063

営業外費用

支払利息 150,232

デリバティブ決済損 50,872

デリバティブ評価損 70,583

金価格差損 94,479

社債発行費 9,000

為替差損 252,416

その他 77,100

営業外費用合計 704,685

経常損失（△） △359,871

特別利益

投資有価証券売却益 111,654

貸倒引当金戻入額 4,137

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 145,903

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（△） △263,142

法人税、住民税及び事業税 109,686

法人税等調整額 122,144

法人税等合計 231,831

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △494,974

四半期純損失（△） △494,974



  
（訂正後） 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 8,505,466

売上原価 4,849,289

売上総利益 3,656,176

販売費及び一般管理費 3,368,123

営業利益 288,053

営業外収益

受取利息 15,107

負ののれん償却額 8,403

業務受託手数料 11,132

その他 1,420

営業外収益合計 36,063

営業外費用

支払利息 150,232

デリバティブ決済損 50,872

デリバティブ評価損 70,583

金価格差損 94,479

社債発行費 9,000

為替差損 252,416

その他 77,100

営業外費用合計 704,685

経常損失（△） △380,568

特別利益

投資有価証券売却益 111,654

貸倒引当金戻入額 4,137

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 145,903

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（△） △283,840

法人税、住民税及び事業税 109,686

法人税等調整額 114,900

法人税等合計 224,587

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △508,427

四半期純損失（△） △508,427



（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３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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（△） △263,142

減価償却費 213,875

負ののれん償却額 △8,403

貸倒引当金戻入額 △4,137

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,044

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） 877

資産除去債務の増減額（△は減少） 33,096

受取利息 △15,107

支払利息 150,232

金価格差損益（△は益） 58,552

デリバティブ決済損益（△は益） △22,102

デリバティブ評価損益（△は益） 70,583

社債発行費 9,000

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

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） 193,517

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,207

仕入債務の増減額（△は減少） △613,444

その他 △287,785

小計 △606,621

利息及び配当金の受取額 13,960

利息の支払額 △144,042

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 65,689

営業活動によるキャッシュ・フロー △671,014

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 △303,352

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 147,490

差入保証金の差入による支出 △346,561

事業移転による収入 175,319

その他 6,362

投資活動によるキャッシュ・フロー △317,284



(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

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

短期借入れによる収入 1,063,000

短期借入金の返済による支出 △448,032

長期借入れによる収入 313,201

長期借入金の返済による支出 △612,828

その他 △87

財務活動によるキャッシュ・フロー 506,253

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △524,648

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 196,695



  
（訂正後） 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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（△） △283,840

減価償却費 218,123

負ののれん償却額 △8,403

貸倒引当金戻入額 △4,137

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,044

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） 877

資産除去債務の増減額（△は減少） 33,096

受取利息 △15,107

支払利息 150,232

金価格差損益（△は益） 58,552

デリバティブ決済損益（△は益） △22,102

デリバティブ評価損益（△は益） 70,583

社債発行費 9,000

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

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） 193,517

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,657

仕入債務の増減額（△は減少） △613,444

その他 △287,785

小計 △606,621

利息及び配当金の受取額 13,960

利息の支払額 △144,042

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 65,689

営業活動によるキャッシュ・フロー △671,014

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 △303,352

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 147,490

差入保証金の差入による支出 △346,561

事業移転による収入 175,319

その他 6,362

投資活動によるキャッシュ・フロー △317,284



(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

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

短期借入れによる収入 1,063,000

短期借入金の返済による支出 △448,032

長期借入れによる収入 313,201

長期借入金の返済による支出 △612,828

その他 △87

財務活動によるキャッシュ・フロー 506,253

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △524,648

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 196,695



当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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 3,891,218 4,614,247 8,505,466 ― 8,505,466 ― 8,505,466

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 3,891,219 4,614,247 8,505,466 ― 8,505,466 ― 8,505,466

セグメント利益 
又は損失（△）

△329,227 1,413,014 1,083,787 △2,930 1,080,856 △772,105 308,750

（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 3,891,218 4,614,247 8,505,466 ― 8,505,466 ― 8,505,466

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 3,891,219 4,614,247 8,505,466 ― 8,505,466 ― 8,505,466

セグメント利益 
又は損失（△）

△329,227 1,392,316 1,063,089 △2,930 1,060,158 △772,105 288,053


