
 
                  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24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24年３月期 第３四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 

  発表日 平成24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) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

【サマリー情報】

(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 ％

24年３月期第３四半期 4,049 △52.4 353 14.6 △408 ― △251 ―

23年３月期第３四半期 8,505 ― 308 ― △359 ― △494 ―

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 △349百万円 (―％) 23年３月期第３四半期 △681百万円 (―％)

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

24年３月期第３四半期 △49 87 ―

23年３月期第３四半期 △105 44 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第３四半期 7,415 1,921 25.9

23年３月期 7,727 770 10.0

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 1,921百万円 23年３月期 770百万円

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

23年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

24年３月期 ― 0 00 ―

24年３月期(予想) 0 00 0 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24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 5,921 △39.6 31 53.1 △727 ― △586 ― △115 29



  

 

 

 
  

・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。 

  

・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】３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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ―社 (社名)          、除外 ―社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 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３Ｑ 1,708株 23年３月期 1,708株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 5,045,747株 23年３月期３Ｑ 4,694,147株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  
（訂正後） 

 

   

 

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 ％

24年３月期第３四半期 4,049 △52.4 789 174.2 27 ― 31 ―

23年３月期第３四半期 8,505 ― 288 ― △380 ― △508 ―

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 △85百万円 (―％) 23年３月期第３四半期 △707百万円 (―％)

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

24年３月期第３四半期 6 31 ―

23年３月期第３四半期 △108 31 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第３四半期 7,372 2,281 30.9

23年３月期 7,260 867 11.9

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 2,281百万円 23年３月期 867百万円

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

23年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

24年３月期 ― 0 00 ―

24年３月期(予想) 0 00 0 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24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 5,921 △39.6 31 ― △727 ― △586 ― △115 29



  

 

 

 
  

・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。 

  

・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】３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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ―社 (社名)          、除外 ―社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 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３Ｑ 1,708株 23年３月期 1,708株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 5,045,747株 23年３月期３Ｑ 4,694,147株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



（訂正前） 

（省略） 

当第３四半期連結累計期間における売上高は40億49百万円、営業利益３億53百万円となりました。然し

ながら、借入金の借換えに伴う支払手数料の一時的な増加などの影響により経常損失は４億８百万円、四

半期純損失は２億51百万円となりました。ただし、当第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平

成23年12月31日まで）におきましては、金価格の上昇による売上高の増加並びに売上原価・販売費及び一

般管理費の削減などの財政基盤強化の取り組みを進めた結果、四半期純利益としまして３億10百万円を計

上することが出来ました。  

（省略） 

  

（訂正後） 

（省略） 

当第３四半期連結累計期間における売上高は40億49百万円、営業利益７億89百万円となりました。然し

ながら、借入金の借換えに伴う支払手数料の一時的な増加などの影響により経常利益は27百万円、四半期

純利益は31百万円となりました。なお、当第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成23年12月

31日まで）におきましては、金価格の上昇による売上高の増加並びに売上原価・販売費及び一般管理費の

削減などの財政基盤強化の取り組みを進めた結果、四半期純利益としまして３億68百万円を計上すること

が出来ました。  

（省略） 

  

【添付資料】

１．当四半期決算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） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ１億27百万円増加し、26億33百万円となりました。これは主に

仕掛品が５億40百万円増加し、現金及び預金が３億24百万円、その他が１億18百万円それぞれ減少した

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４億39百万円減少し、47億82百万円となりました。これは主に

有形固定資産が１億35百万円、投資その他の資産が２億32百万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３億11百万円減少し、74億15百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ26億71百万円減少し、16億81百万円となりました。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13億61百万円減少し、

１年内返済予定の長期借入金が３億42百万円増加したこと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12億９百万円増加し、38億12百万円となりました。これは主に

借換えにより長期借入金が13億８百万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14億62百万円減少し、54億94百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億50百万円増加し、19億21百万円となりました。これは四

半期純損失を２億51百万円計上したものの、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97百万円減少したこと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

（資産）

（負債）

（純資産）



  
（訂正後） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億12百万円増加し、28億77百万円となりました。これは主に

仕掛品が７億40百万円増加し、現金及び預金が３億24百万円、その他が１億34百万円それぞれ減少した

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２億１百万円減少し、44億95百万円となりました。これは主に

有形固定資産が１億81百万円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１億11百万円増加し、73億72百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ26億11百万円減少し、16億32百万円となりました。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13億61百万円減少し、

１年内返済予定の長期借入金が３億42百万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13億８百万円増加し、34億58百万円となりました。これは主に

借換えにより長期借入金が13億８百万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13億２百万円減少し、50億90百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ14億14百万円増加し、22億81百万円となりました。これは四

半期純利益を31百万円計上したことに加えて、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１億17百万円減少したことによるものであり

ます。 

  

（資産）

（負債）

（純資産）



（訂正前） 

当社グループは、前連結会計年度及び当第３四半期連結累計期間において、多額の経常損失及び当期

（四半期）純損失を計上しております。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。 

（省略）  

  

（訂正後） 

当社グループは、前連結会計年度及び当第２四半期連結累計期間において、営業キャッシュ・フローが

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。 

（省略）  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



（訂正前） 

４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 949,806 625,689

売掛金 104,867 118,142

製品 36,064 46,388

仕掛品 970,469 1,510,857

原材料及び貯蔵品 89,336 95,386

その他 355,549 237,381

貸倒引当金 △432 △212

流動資産合計 2,505,661 2,633,634

固定資産

有形固定資産 1,793,907 1,658,237

無形固定資産 171,581 99,469

投資その他の資産

繰延税金資産 822,861 954,633

差入保証金 1,562,150 1,566,929

その他 1,140,152 725,663

貸倒引当金 △268,624 △222,834

投資その他の資産合計 3,256,540 3,024,392

固定資産合計 5,222,029 4,782,099

資産合計 7,727,690 7,415,733

負債の部

流動負債

買掛金 301,135 275,252

短期借入金 3,237,817 376,314

1年内返済予定の長期借入金 411,802 754,351

未払法人税等 85,134 9,990

資産除去債務 109,491 103,024

その他 208,351 162,868

流動負債合計 4,353,733 1,681,802

固定負債

長期借入金 564,516 1,872,577

債務保証損失引当金 102,618 103,496

資産除去債務 1,873,397 1,793,138

その他 63,066 43,634

固定負債合計 2,603,599 3,812,846

負債合計 6,957,333 5,494,649



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

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 △3,634,889

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 1,365,516 2,613,879

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △439 △604

為替換算調整勘定 △594,719 △692,190

その他の包括利益累計額合計 △595,159 △692,794

純資産合計 770,357 1,921,084

負債純資産合計 7,727,690 7,415,733



  
（訂正後） 

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 949,806 625,689

売掛金 104,867 118,142

製品 37,923 49,983

仕掛品 1,058,984 1,799,140

原材料及び貯蔵品 89,336 95,386

その他 323,918 189,257

貸倒引当金 △432 △212

流動資産合計 2,564,404 2,877,388

固定資産

有形固定資産 1,862,754 1,680,993

無形固定資産 152,099 82,756

投資その他の資産

繰延税金資産 802,434 862,672

差入保証金 1,485,105 1,566,929

その他 662,681 524,682

貸倒引当金 △268,624 △222,834

投資その他の資産合計 2,681,596 2,731,449

固定資産合計 4,696,451 4,495,199

資産合計 7,260,855 7,372,588

負債の部

流動負債

買掛金 301,135 275,252

短期借入金 3,237,817 376,314

1年内返済予定の長期借入金 411,802 754,351

未払法人税等 85,134 9,990

その他 208,351 216,902

流動負債合計 4,244,242 1,632,811

固定負債

長期借入金 564,516 1,872,577

債務保証損失引当金 102,618 103,496

資産除去債務 1,419,355 1,438,459

その他 63,066 43,634

固定負債合計 2,149,557 3,458,167

負債合計 6,393,799 5,090,979



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

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 △3,242,534 △3,210,708

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 1,506,231 3,038,059

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △439 △604

為替換算調整勘定 △638,735 △755,846

その他の包括利益累計額合計 △639,175 △756,450

純資産合計 867,056 2,281,609

負債純資産合計 7,260,855 7,372,588



（訂正前） 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 8,505,466 4,049,602

売上原価 4,828,591 3,014,604

売上総利益 3,676,874 1,034,997

販売費及び一般管理費 3,368,123 681,117

営業利益 308,750 353,880

営業外収益

受取利息 15,107 8,694

負ののれん償却額 8,403 －

業務受託手数料 11,132 6,888

貸倒引当金戻入額 － 17,277

その他 1,420 1,273

営業外収益合計 36,063 34,132

営業外費用

支払利息 150,232 200,916

デリバティブ決済損 50,872 35,067

デリバティブ評価損 70,583 －

金価格差損 94,479 144,336

為替差損 252,416 148,294

支払手数料 12,465 207,260

その他 73,635 61,004

営業外費用合計 704,685 796,880

経常損失（△） △359,871 △408,867

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 －

公租公課還付額 － 156,831

特別利益合計 145,903 156,831

特別損失

減損損失 － 54,342

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 －

特別損失合計 49,174 54,342

税金等調整前四半期純損失（△） △263,142 △306,377

法人税、住民税及び事業税 109,686 125,238

法人税等調整額 122,144 △179,975

法人税等合計 231,831 △54,737

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △494,974 △251,640

四半期純損失（△） △494,974 △251,640



  
（訂正後） 

(単位：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 8,505,466 4,049,602

売上原価 4,849,289 2,578,503

売上総利益 3,656,176 1,471,098

販売費及び一般管理費 3,368,123 681,117

営業利益 288,053 789,981

営業外収益

受取利息 15,107 8,694

負ののれん償却額 8,403 －

業務受託手数料 11,132 6,888

貸倒引当金戻入額 － 17,277

その他 1,420 1,273

営業外収益合計 36,063 34,132

営業外費用

支払利息 150,232 200,916

デリバティブ決済損 50,872 35,067

デリバティブ評価損 70,583 －

金価格差損 94,479 144,336

為替差損 252,416 148,294

支払手数料 12,465 207,260

その他 73,635 61,004

営業外費用合計 704,685 796,880

経常利益又は経常損失（△） △380,568 27,233

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 －

公租公課還付額 － 156,831

特別利益合計 145,903 156,831

特別損失

減損損失 － 54,342

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 －

特別損失合計 49,174 54,342

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（△）

△283,840 129,723

法人税、住民税及び事業税 109,686 125,238

法人税等調整額 114,900 △27,340

法人税等合計 224,587 97,897

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（△）

△508,427 31,825

四半期純利益又は四半期純損失（△） △508,427 31,825



（訂正前） 

 
（訂正後） 

四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △494,974 △251,640

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,388 △164

為替換算調整勘定 △179,524 △97,470

その他の包括利益合計 △186,913 △97,635

四半期包括利益 △681,887 △349,275

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △681,887 △349,275

少数株主に係る四半期包括利益 － －

(単位：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

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（△）

△508,427 31,825

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,388 △164

為替換算調整勘定 △191,236 △117,110

その他の包括利益合計 △198,625 △117,275

四半期包括利益 △707,053 △85,449

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △707,053 △85,449

少数株主に係る四半期包括利益 － －



Ⅰ 前第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) 

１．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 

（訂正前） 

 
(注) （省略） 

  

（訂正後） 

 
(注) （省略） 

  

（４）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント
その他
(注)２

合計
調整額 
（注)３

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)４

物販事業
(注)１

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 3,891,218 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)２

合計
調整額 
（注)３

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)４

物販事業
(注)１

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 3,891,218 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


