
 
                  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25年３月期 第１四半期決算短信」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25年３月期 第１四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 

  発表日 平成24年８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 

  

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．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業
績予想に関する定性的情報」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25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６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 ％

25年３月期第１四半期 1,416 31.3 90 ― △165 ― △72 ―

24年３月期第１四半期 1,078 △66.9 △242 ― △455 ― △241 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 101百万円( ― ％) 24年３月期第１四半期 △92百万円( ― ％)

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

25年３月期第１四半期 △13 83 ―

24年３月期第１四半期 △51 48 ―

（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 ％

25年３月期第１四半期 9,089 2,151 23.7

24年３月期 8,052 2,049 25.5

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 2,151百万円 24年３月期 2,049百万円

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

24年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

25年３月期 ―

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）



  

 

 

 
  

・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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

・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。 

  

※ 注記事項

（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) 25年３月期１Ｑ 5,218,504株 24年３月期 5,218,504株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 1,708株 24年３月期 1,708株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 5,216,796株 24年３月期１Ｑ 4,699,890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 

  

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．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業
績予想に関する定性的情報」に記載しております。 

  

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６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 ％

25年３月期第１四半期 1,416 31.3 284 ― 28 ― 54 ―

24年３月期第１四半期 1,078 △66.9 △39 ― △252 ― △110 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 249百万円( ― ％) 24年３月期第１四半期 43百万円( ― ％)

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

25年３月期第１四半期 10 36 ―

24年３月期第１四半期 △23 41 ―

（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 ％

25年３月期第１四半期 9,017 2,603 28.9

24年３月期 7,801 2,353 30.2

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 2,603百万円 24年３月期 2,353百万円

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

24年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

25年３月期 ―

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）



  

 

 

 
  

・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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

・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。 

  

※ 注記事項

（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) 25年３月期１Ｑ 5,218,504株 24年３月期 5,218,504株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 1,708株 24年３月期 1,708株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 5,216,796株 24年３月期１Ｑ 4,699,890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） 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は14億16百万円（前年同期比31.3％増）、営業

利益は90百万円（前年同期は２億42百万円の営業損失）となり、大きく収益基盤の回復を実現いたしま

した。しかしながら資金調達に係る費用などの影響を受け、経常損失が１億65百万円（同４億55百万円

の経常損失）、四半期純損失は72百万円（同２億41百万円の四半期純損失）となりましたが、いずれも

前年同期と比して損失額を大幅に縮小することが出来ました。  

  

（訂正後） 

（省略） 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は14億16百万円（前年同期比31.3％増）、営業

利益は２億84百万円（前年同期は39百万円の営業損失）となり、大きく収益基盤の回復を実現いたしま

した。しかしながら資金調達に係る費用などの影響を受け、経常利益が28百万円（同２億52百万円の経

常損失）、四半期純利益は54百万円（同１億10百万円の四半期純損失）となりましたが、いずれも前年

同期と比して黒字に転換することが出来ました。  

  

【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７億89百万円増加し、36億85百万円となりました。これは主に

現金及び預金が５億17百万円、仕掛品が３億32百万円それぞれ増加し、売掛金が１億62百万円減少した

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２億46百万円増加し、54億３百万円となりました。これは主に

投資その他の資産が１億76百万円、有形固定資産が65百万円それぞれ増加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10億36百万円増加し、90億89百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ３億18百万円増加し、18億80百万円となりました。これは主に

１年内返済予定の長期借入金が２億39百万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６億15百万円増加し、50億57百万円となりました。これは主に

長期借入金が４億76百万円、資産除去債務が１億41百万円それぞれ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９億34百万円増加し、69億37百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億１百万円増加し、21億51百万円となりました。これは四

半期純損失を72百万円計上したものの、為替換算調整勘定が１億73百万円増加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８億71百万円増加し、41億２百万円となりました。これは主に

現金及び預金が５億17百万円、仕掛品が３億85百万円それぞれ増加し、売掛金が１億62百万円減少した

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３億44百万円増加し、49億15百万円となりました。これは主に

投資その他の資産が２億85百万円、有形固定資産が54百万円それぞれ増加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12億15百万円増加し、90億17百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ３億49百万円増加し、18億70百万円となりました。これは主に

１年内返済予定の長期借入金が２億39百万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６億16百万円増加し、45億43百万円となりました。これは主に

長期借入金が４億76百万円、資産除去債務が１億41百万円それぞれ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９億66百万円増加し、64億14百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億49百万円増加し、26億３百万円となりました。これは四

半期純利益を54百万円計上したことに加えて、為替換算調整勘定が１億95百万円増加したことによるも

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１四半期連結累計期間において、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、前連結会計年度まで継続的に営業キャッシュ・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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 408,788 926,052

売掛金 180,364 18,019

製品 104,881 145,140

仕掛品 1,776,337 2,108,849

原材料及び貯蔵品 86,929 108,713

その他 338,447 379,168

貸倒引当金 △61 △622

流動資産合計 2,895,687 3,685,320

固定資産

有形固定資産 1,699,243 1,765,195

無形固定資産 101,148 105,238

投資その他の資産

繰延税金資産 751,042 966,941

差入保証金 1,612,916 1,731,639

その他 1,215,623 1,057,512

貸倒引当金 △222,808 △222,808

投資その他の資産合計 3,356,774 3,533,285

固定資産合計 5,157,166 5,403,719

資産合計 8,052,853 9,089,040

負債の部

流動負債

買掛金 287,711 282,393

短期借入金 3,000 3,000

1年内返済予定の長期借入金 941,525 1,180,898

未払法人税等 12,177 3,833

資産除去債務 104,503 110,432

その他 212,823 299,862

流動負債合計 1,561,740 1,880,421

固定負債

長期借入金 2,081,302 2,557,539

債務保証損失引当金 103,786 104,077

資産除去債務 2,241,020 2,382,272

その他 15,125 13,310

固定負債合計 4,441,234 5,057,199

負債合計 6,002,975 6,937,620



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,332,335 2,332,335

資本剰余金 3,952,630 3,952,630

利益剰余金 △3,548,843 △3,621,006

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 2,699,925 2,627,762

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △538 △580

為替換算調整勘定 △649,509 △475,762

その他の包括利益累計額合計 △650,047 △476,342

純資産合計 2,049,878 2,151,420

負債純資産合計 8,052,853 9,089,040



  
（訂正後） 

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 408,788 926,052

売掛金 180,364 18,019

製品 115,780 171,229

仕掛品 2,184,250 2,570,222

原材料及び貯蔵品 86,929 108,713

その他 255,185 308,687

貸倒引当金 △61 △622

流動資産合計 3,231,236 4,102,301

固定資産

有形固定資産 1,565,326 1,619,995

無形固定資産 84,453 88,763

投資その他の資産

繰延税金資産 733,943 894,251

差入保証金 1,612,916 1,731,639

その他 796,734 803,216

貸倒引当金 △222,808 △222,808

投資その他の資産合計 2,920,785 3,206,300

固定資産合計 4,570,564 4,915,059

資産合計 7,801,801 9,017,361

負債の部

流動負債

買掛金 287,711 282,393

短期借入金 3,000 3,000

1年内返済予定の長期借入金 941,525 1,180,898

未払法人税等 12,177 3,833

その他 276,145 399,992

流動負債合計 1,520,559 1,870,119

固定負債

長期借入金 2,081,302 2,557,539

債務保証損失引当金 103,786 104,077

資産除去債務 1,727,147 1,869,029

その他 15,125 13,310

固定負債合計 3,927,361 4,543,956

負債合計 5,447,920 6,414,075



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,332,335 2,332,335

資本剰余金 3,952,630 3,952,630

利益剰余金 △3,190,807 △3,136,777

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 3,057,960 3,111,991

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △538 △580

為替換算調整勘定 △703,541 △508,125

その他の包括利益累計額合計 △704,079 △508,706

純資産合計 2,353,881 2,603,285

負債純資産合計 7,801,801 9,017,361



（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１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 1,078,991 1,416,597

売上原価 1,062,438 1,085,342

売上総利益 16,553 331,254

販売費及び一般管理費 258,968 240,826

営業利益又は営業損失（△） △242,415 90,427

営業外収益

受取利息 2,502 1,725

ゴールドローン評価益 － 21,024

貸倒引当金戻入額 19,864 －

その他 4,527 4,809

営業外収益合計 26,894 27,558

営業外費用

支払利息 80,722 158,890

デリバティブ評価損 30,546 29,620

為替差損 50,533 20,832

支払手数料 28,910 74,068

その他 49,027 372

営業外費用合計 239,739 283,784

経常損失（△） △455,260 △165,797

特別利益

公租公課還付額 160,198 －

特別利益合計 160,198 －

税金等調整前四半期純損失（△） △295,062 △165,797

法人税、住民税及び事業税 25,764 56,778

法人税等調整額 △78,872 △150,412

法人税等合計 △53,108 △93,634

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △241,953 △72,162

四半期純損失（△） △241,953 △72,162



  
（訂正後） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

売上高 1,078,991 1,416,597

売上原価 859,449 891,198

売上総利益 219,542 525,399

販売費及び一般管理費 258,968 240,826

営業利益又は営業損失（△） △39,426 284,572

営業外収益

受取利息 2,502 1,725

ゴールドローン評価益 － 21,024

貸倒引当金戻入額 19,864 －

その他 4,527 4,809

営業外収益合計 26,894 27,558

営業外費用

支払利息 80,722 158,890

デリバティブ評価損 30,546 29,620

為替差損 50,533 20,832

支払手数料 28,910 74,068

その他 49,027 372

営業外費用合計 239,739 283,784

経常利益又は経常損失（△） △252,271 28,346

特別利益

公租公課還付額 160,198 －

特別利益合計 160,198 －

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（△）

△92,073 28,346

法人税、住民税及び事業税 25,764 56,778

法人税等調整額 △7,826 △82,462

法人税等合計 17,937 △25,684

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（△）

△110,010 54,030

四半期純利益又は四半期純損失（△） △110,010 54,030



（訂正前） 

 
（訂正後） 

四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △241,953 △72,162

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 284 △42

為替換算調整勘定 149,456 173,747

その他の包括利益合計 149,740 173,704

四半期包括利益 △92,212 101,541

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △92,212 101,541

少数株主に係る四半期包括利益 － －

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30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（△）

△110,010 54,030

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 284 △42

為替換算調整勘定 152,817 195,415

その他の包括利益合計 153,101 195,372

四半期包括利益 43,090 249,403

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 43,090 249,403

少数株主に係る四半期包括利益 － －


