
 
                  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 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 決算短信 〔日本基準〕（連結） 

  発表日 平成24年５月15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） 

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

 
  

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。 
  

【サマリー情報】

(百万円未満切捨て)

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）
（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

（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

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

（３）連結キャッシュ・フローの状況

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）



  

 

 

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  

・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。 

  

・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。 

  

※ 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

  新規  ―社 (社名          )、除外   ―社 (社名          )

（２）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 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）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 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
１．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）
（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

※ 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） 

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

 
  

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。 
  

(百万円未満切捨て)

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）
（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 △45.7 971 ― 100 ― 51 ―

23年３月期 9,811 51.0 △24 ― △886 ― △895 ―

(注) 包括利益 24年３月期 △13百万円(―％) 23年３月期 △1,239百万円(―％)

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 10 17 ― 3.2 1.3 18.2

23年３月期 △190 76 ― △60.2 △11.1 △0.3

(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

（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

24年３月期 7,801 2,353 30.2 451 21

23年３月期 7,260 867 11.9 184 71

(参考) 自己資本 24年３月期 2,353百万円 23年３月期 867百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

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）



  

 

 

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  

・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。 

  

・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。 

  

※ 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

  新規  ―社 (社名          )、除外   ―社 (社名          )

（２）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 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）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 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
１．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）
（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

※ 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） 

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。 

（省略） 

  

（訂正後） 

（省略） 

以上の結果、当連結会計年度の営業利益は９億71百万円となりました。一方、資金調達に係る費用の

影響などにより、経常利益は１億円、当期純利益は51百万円となりました。 

（省略） 

  

【添付資料】

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析



  

（訂正前） 

(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。 

  

（２）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況



  
（訂正後） 

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ６億66百万円増加し、32億31百万円となりました。これは主

に仕掛品が11億25百万円増加し、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１億25百万円減少し、45億70百万円となりました。これは主

に投資その他の資産が２億39百万円増加し、有形固定資産が２億97百万円、無形固定資産が67百万円

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５億40百万円増加し、78億１百万円となりました。

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ27億23百万円減少し、15億20百万円となりました。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17億77百万円増加し、39億27百万円となりました。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３億７百万円増加

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９億45百万円減少し、54億47百万円となりまし

た。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ14億86百万円増加し、23億53百万円となりました。これは

当期純利益を51百万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64百万円減少したことによるものであり

ます。 

  



  

（訂正前） 

（省略） 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（省略） 

  

（訂正後） 

（省略） 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（省略） 

  

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

― ― ― ― ―

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％ 24.0％ 11.9％ 30.2％

時価ベースの自己資本比率 51.8％ 74.5％ 321.4％ 82.1％ 70.0％

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

― ― ― ― ―



  

（訂正前） 

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。

（省略） 

  

（訂正後） 

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、営業活動によるキャッシュ・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



（訂正前） 

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



(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



  
（訂正後） 

(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 37,923 115,780

仕掛品 1,058,984 2,184,250

原材料及び貯蔵品 89,336 86,929

繰延税金資産 29,094 －

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 2,564,404 3,231,236

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 △88,094 △216,322

建物及び構築物（純額） 449,253 323,012

機械装置及び運搬具 1,001,530 1,260,742

減価償却累計額 △458,694 △570,975

機械装置及び運搬具（純額） 542,835 689,766

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 △160,416 △398,382

鉱山開発資産（純額） 557,651 324,880

建設仮勘定 308,723 225,293

有形固定資産合計 1,862,754 1,565,326

無形固定資産

ソフトウエア 62,857 1,605

鉱業権 88,597 82,202

その他 644 644

無形固定資産合計 152,099 84,453

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 802,434 733,943

差入保証金 1,485,105 1,612,916

長期前払費用 373,195 566,654

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 2,681,596 2,920,785

固定資産合計 4,696,451 4,570,564

資産合計 7,260,855 7,801,801



(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

繰延税金負債 － 63,321

その他 152,440 131,055

流動負債合計 4,244,242 1,520,559

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 1,419,355 1,727,147

その他 63,066 15,125

固定負債合計 2,149,557 3,927,361

負債合計 6,393,799 5,447,920

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 △3,190,807

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 1,506,231 3,057,960

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 △638,735 △703,541

その他の包括利益累計額合計 △639,175 △704,079

純資産合計 867,056 2,353,881

負債純資産合計 7,260,855 7,801,801



（訂正前） 

（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



(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



  
（訂正後） 

(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 6,292,131 3,551,105

売上総利益 3,519,821 1,774,583

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

営業利益又は営業損失（△） △24,916 971,814

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

経常利益又は経常損失（△） △886,709 100,650



(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利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△789,892 201,714

法人税、住民税及び事業税 83,919 23,242

法人税等調整額 21,657 126,745

法人税等合計 105,577 149,988

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

△895,469 51,726

当期純利益又は当期純損失（△） △895,469 51,726



（訂正前） 

 
（訂正後） 

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 － －

(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利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

△895,469 51,726

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 △336,078 △64,805

その他の包括利益合計 △343,766 △64,903

包括利益 △1,239,235 △13,177

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △1,239,235 △13,177

少数株主に係る包括利益 － －



（訂正前） 

（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



(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



  
（訂正後） 

(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 △6,840,057 △3,242,534

当期変動額

欠損填補 4,492,992 －

当期純利益又は当期純損失（△） △895,469 51,726

当期変動額合計 3,597,522 51,726

当期末残高 △3,242,534 △3,190,807

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 2,401,701 1,506,231

当期変動額

新株の発行 － 1,500,002

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △895,469 51,726

当期変動額合計 △895,469 1,551,728

当期末残高 1,506,231 3,057,960



(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 △302,656 △638,735

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△336,078 △64,805

当期変動額合計 △336,078 △64,805

当期末残高 △638,735 △703,541

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △295,409 △639,175

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△343,766 △64,903

当期変動額合計 △343,766 △64,903

当期末残高 △639,175 △704,079

純資産合計

当期首残高 2,106,291 867,056

当期変動額

新株の発行 － 1,500,002

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △895,469 51,726

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △343,766 △64,903

当期変動額合計 △1,239,235 1,486,825

当期末残高 867,056 2,353,881



（訂正前） 

（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



(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



  
（訂正後） 

(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利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△789,892 201,714

減価償却費 264,130 537,543

減損損失 － 54,210

長期前払費用償却額 12,055 69,756

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） △189,884 △284,596

資産除去債務の増減額（△は減少） 233,174 382,321

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） 418,574 △1,288,008

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



(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



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

（訂正前） 

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。 

  

（訂正後） 

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276,185千円は、「減価償却費」264,130千円及び「長期

前払費用償却額」12,055千円として組み替えております。 

  

（訂正前） 

（省略） 

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。 

  

（訂正後） 

（省略） 

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、経常利益及

び税金等調整前当期純利益がそれぞれ同額増加しております。 

  

（６）表示方法の変更

（７）会計上の見積りの変更



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) 

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 

（訂正前） 

 
(注)（省略） 

    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。 

  

（訂正後） 

 
(注)（省略） 

    ３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失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

（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 1,210,973 881,746 △2,933 878,812 △903,729 △24,916

セグメント資産 ― 6,862,952 6,862,952 45 6,862,937 397,858 7,260,855

その他の項目

減価償却費 ― 250,382 250,382 ― 250,382 25,803 276,185

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



  

（訂正前） 

  

 
(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。 

  

 
  

(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



  
（訂正後） 

  

 
(注) １．前連結会計年度の潜在株式調整後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．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

３．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

４．１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。 

  

 
  

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 184.71円 451.21円

１株当たり当期純利益金額 
又は当期純損失金額(△)

△190.76円 10.17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株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △895,469 51,726

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △895,469 51,726

 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) 867,056 2,353,881

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) 867,056 2,353,881

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


