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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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1四半期 9,436 3.1 202 △6.6 188 △7.2 96 ―
23年3月期第1四半期 9,149 8.2 216 ― 203 ― △122 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 184百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 ―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1四半期 0.33 ―
23年3月期第1四半期 △0.42 ―

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月期第1四半期 9,214 8,086 87.7 27.88
23年3月期 9,351 7,965 85.3 27.55
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,076百万円 23年3月期  7,979百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 16,300 2.0 40 △43.5 10 △76.8 0 ― 0.00
通期 33,000 3.8 130 ― 60 ― 40 △87.6 0.14



(1) 当四半期連結累計期間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  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続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ます。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 
 本資料に記載されている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。業績予想の前提となる仮定およ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２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」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 289,747,982 株 23年3月期 289,747,982 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 87,926 株 23年3月期 87,651 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 289,660,169 株 23年3月期1Q 289,661,833 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災発生当初のサプライチェーンの分断による生産

活動の低下等に改善の兆しがみられるものの、福島原発事故に伴う電力供給不安、欧州諸国の財政問題による信用

不安、継続的な円高の進行、依然として厳しい雇用情勢等、予断を許さない状況にあります。 

 このような経済状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）は、貴金属市況において生産能力に見合った

原料集荷が当初見込みを下回ったものの、金・銀・プラチナ等の貴金属価格が回復基調にあったことから業績は概

ね好調に推移いたしました。不動産市況においては、一部で不動産価格の底打ちの兆候が見られるものの、資金調

達環境の改善の兆しはみられず、依然厳しい環境のもと推移いたしました。機械事業におきましては、中国をはじ

めとするアジア諸国や欧州の需要増加等、工作機械の受注は回復基調にあり、業績は概ね好調に推移いたしまし

た。  

 この結果、当第１四半期の売上高は9,436,629千円（前年同期9,149,180千円）、営業損益は202,616千円の利益

（前年同期216,949千円の利益）、経常損益は188,804千円の利益（前年同期203,539千円の利益）、四半期純損益

は96,986千円の利益（前年同期122,151千円の損失）となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 貴金属事業におきましては、売上高は8,624,442千円（前年同期8,374,767千円）、営業損益は85,758千円の利益

（前年同期84,168千円の利益）となりました。 

 不動産事業におきましては、売上高は64,782千円（前年同期12,402千円）、営業損益は11,265千円の損失（前年

同期11,563千円の損失）となりました。 

 機械事業におきましては、売上高は552,741千円（前年同期507,552千円）、営業損益は28,146千円の利益（前年

同期21,830千円の利益）となりました。 

 投資事業におきましては、有価証券等に投資を行っており、営業損益は189,694千円の利益（前年同期249,928千

円の利益）となりました。  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産の残高は、前連結会計年度末より136,858千円減少し、当第１四半期末は、

9,214,682千円となりました。 

 増加の主なものは、現金及び預金の増加（1,940,784千円から2,243,631千円へ302,846千円の増加）、受取手形

及び売掛金の増加（1,132,350千円から1,442,651千円へ310,301千円の増加）であります。  

 減少の主なものは、預け金の減少（998,829千円から500,302千円へ498,526千円の減少）、デリバティブ債権の

減少（141,360千円の減少）であります。 

 当第１四半期末における負債の残高は、前連結会計年度末より257,348千円減少し、当第１四半期末は、

1,128,267千円となりました。 

 減少の主なものは、デリバティブ債務の減少（189,310千円の減少）であります。 

 当第１四半期末における純資産の残高は、前連結会計年度末より120,490千円増加し、当第１四半期末は、

8,086,414千円となりました。 

 増加の主なものは、利益剰余金の増加（△4,771,529千円から△4,674,542千円へ96,986千円の増加）でありま

す。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,940,784 2,243,631

受取手形及び売掛金 1,132,350 1,442,651

有価証券 35,847 55,102

商品及び製品 779,953 749,822

仕掛品 116,741 106,913

原材料及び貯蔵品 50,623 27,528

販売用不動産 357,080 315,513

仕掛不動産 431,085 431,246

預け金 998,829 500,302

デリバティブ債権 141,360 －

その他 39,728 40,405

流動資産合計 6,024,384 5,913,117

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,039,655 1,103,432

減価償却累計額 △179,920 △199,271

建物及び構築物（純額） 859,734 904,160

機械装置及び運搬具 520,657 520,657

減価償却累計額 △320,362 △330,754

機械装置及び運搬具（純額） 200,295 189,903

土地 1,548,845 1,548,845

建設仮勘定 58,348 －

その他 81,049 81,199

減価償却累計額 △61,759 △62,666

その他（純額） 19,290 18,532

有形固定資産合計 2,686,515 2,661,442

無形固定資産   

地上権 365,000 365,000

その他 5,894 5,665

無形固定資産合計 370,894 370,665

投資その他の資産   

投資有価証券 101,946 101,946

出資金 9,205 9,205

長期未収入金 471,123 471,123

敷金及び保証金 147,082 146,471

その他 11,513 11,834

貸倒引当金 △471,123 △471,123

投資その他の資産合計 269,746 269,457

固定資産合計 3,327,156 3,301,564

資産合計 9,351,540 9,214,682



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,635 5,951

1年内返済予定の長期借入金 168,826 168,826

未払金 51,317 41,115

未払法人税等 34,626 12,404

債務保証損失引当金 15,896 15,896

デリバティブ債務 189,310 －

その他 20,776 28,704

流動負債合計 491,388 272,899

固定負債   

長期借入金 640,967 598,937

金属鉱業等鉱害防止引当金 7,033 7,033

資産除去債務 169,567 170,528

長期未払金 69,912 68,112

預り敷金保証金 6,747 10,757

固定負債合計 894,227 855,368

負債合計 1,385,616 1,128,267

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,782,064 12,782,064

利益剰余金 △4,771,529 △4,674,542

自己株式 △30,916 △30,924

株主資本合計 7,979,619 8,076,598

少数株主持分 △13,695 9,815

純資産合計 7,965,924 8,086,414

負債純資産合計 9,351,540 9,214,682



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 9,149,180 9,436,629

売上原価 8,587,751 8,883,684

売上総利益 561,428 552,945

販売費及び一般管理費 344,478 350,329

営業利益 216,949 202,616

営業外収益   

受取利息 14 14

国庫補助金収入 9,806 10,066

その他 1,998 1,028

営業外収益合計 11,818 11,108

営業外費用   

支払利息 2,555 3,029

休山管理費 20,896 21,878

その他 1,776 12

営業外費用合計 25,228 24,920

経常利益 203,539 188,804

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7 －

特別利益合計 7 －

特別損失   

貸倒引当金繰入額 171,000 －

前期損益修正損 12,809 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 136,927 －

特別損失合計 320,736 －

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（△）

△117,190 188,804

法人税、住民税及び事業税 4,961 4,961

法人税等調整額 － △321

法人税等合計 4,961 4,639

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（△）

△122,151 184,165

少数株主利益 － 87,178

四半期純利益又は四半期純損失（△） △122,151 96,986



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

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（△）

△122,151 184,165

四半期包括利益 △122,151 184,165

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △122,151 96,986

少数株主に係る四半期包括利益 － 87,178



 該当事項はありません。  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30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 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額127,414千円には、各報告セグメントに配分されていない全社

費用127,414千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。  

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第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） 

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 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△89,718千円には、各報告セグメントに配分されていない全社

費用△89,718千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。  

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント  

合計  
調整額  

（注１） 

四半期連結

損益計算書

計上額  

（注２） 
貴金属  不動産 機械  投資  

売上高               

（1）外部顧客に対す

る売上高 
 8,374,767  12,402  507,552  254,458  9,149,180  －  9,149,180

（2）セグメント間の

内部売上高又は振替

高 

 －  4,016  －  －  4,016  (4,016)  －

計  8,374,767  16,418  507,552  254,458  9,153,197  (4,016)  9,149,180

セグメント利益又はセ

グメント損失（△） 
 84,168  △11,563  21,830  249,928  344,363  (127,414)  216,949

  

報告セグメント  

合計  
調整額  

（注１） 

四半期連結

損益計算書

計上額  

（注２） 
貴金属  不動産 機械  投資  

売上高               

（1）外部顧客に対す

る売上高 
 8,624,442  64,782  552,741  194,664  9,436,629  －  9,436,629

（2）セグメント間の

内部売上高又は振替

高 

 －  4,016  －  －  4,016  △4,016  －

計  8,624,442  68,798  552,741  194,664  9,440,646  △4,016  9,436,629

セグメント利益又はセ

グメント損失（△） 
 85,758  △11,265  28,146  189,694  292,334  △89,718  202,616



 該当事項はありません。  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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