
【表紙】 　

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年６月23日

【事業年度】 第65期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

【会社名】 株式会社アイビーダイワ

【英訳名】 IB Daiwa Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　髙　橋　正　紀

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番13号

【電話番号】 (03)5312-6510(代表)

【事務連絡者氏名】

 

執　行　役　員　　辰　巳　英　城　　　　　　　

【最寄りの連絡場所】

 

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番13号

【電話番号】 (03)5312-6510(代表)

【事務連絡者氏名】

 

執　行　役　員　　辰　巳　英　城　　　　　

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

　 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

　

EDINET提出書類

株式会社アイビーダイワ(E00597)

有価証券報告書

  1/137



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高 (千円) 2,433,0682,947,9971,409,8011,060,071598,703

経常損益 (千円) △165,667△2,557,413△1,437,069△1,764,332△880,166

当期純損益 (千円) △239,275△23,455,032△3,481,340△959,732△1,843,927

純資産額 (千円) 29,227,5066,386,4092,698,2921,267,348495,889

総資産額 (千円) 36,364,48318,324,9777,242,6236,632,179734,904

１株当たり純資産額 (円) 68.72 14.07 6.33 2.87 0.76

１株当たり当期
純利益金額

(円) △0.98 △55.03 △8.16 △2.24 △3.38

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 80.4 32.7 37.3 19.1 66.9

自己資本利益率 (％) ― ― ― ─ 　

株価収益率 (倍) ― ― ― ─ ─

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △238,025 125,826△480,570△1,523,238△868,724

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △8,630,251△4,190,277△4,798,560△748,328△787,125

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 9,558,0343,789,67015,610,6042,411,0361,536,614

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 1,129,771855,342 121,724 260,992 142,468

従業員数
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
40
[3]

38
[3]

19
[3]

11
[3]

９
[3]

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　△は損失です。

３　「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、１株当たり当期純損失であり、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４　第64期に比べ第65期の純資産額及び総資産額が大幅に減少しておりますが、これは、連結子会社１社が連結か

ら除外、及び、持分法適用会社４社が持分法適用から除外されたことによるものであります。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高 (千円) 2,140,8581,138,605582,019 556,606 581,332

経常損益 (千円) △250,097△698,369△613,015△446,511△431,792

当期純損益 (千円) △294,941△21,514,237△3,528,267△4,305,706△508,566

資本金 (千円) 20,074,19920,194,5447,892,8797,930,379591,096

発行済株式総数 (千株) 425,335 426,400 426,400 441,400 643,493

純資産額 (千円) 29,163,7197,894,2904,364,485110,001 563,415

総資産額 (千円) 30,658,9468,620,1567,231,6311,520,167721,746

１株当たり純資産額 (円) 68.56 18.51 10.24 0.24 0.87

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)
(円)

─
(─)

─
(─)

―
(―)

―
(―)

─
(─)

１株当たり当期純利益
金額

(円) △1.20 △50.48 △8.27 △10.07 △0.93

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ─ 　

自己資本比率 (％) 95.1 91.6 60.4 7.1 77.5

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― 　

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ─

配当性向 (％) ― ― ― ― ─

従業員数
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
21
[3]

18
[3]

15
[3]

11
[3]

９
[3]

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　△は損失です。

３　「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、１株当たり当期純損失であり、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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２【沿革】

　

昭和22年９月初代社長が昭和４年より漁網糸および縫糸を主として製造販売を営んでいたのを法人

化し、豊国糸業株式会社(豊国産業㈱)を創設。

埼玉県加須市所在の工場にて製袋用縫糸の生産を主とした撚糸工場・加須工場を設置、

操業を開始。

また、都下西多摩郡に網糸を中心とした撚糸工場・箱根崎工場を設置、操業を開始。

昭和26年２月栃木県佐野市所在織物工場を買収し佐野工場を設置、織布部門進出。

昭和27年４月石井商事株式会社を合併し豊国産業株式会社と商号変更。

昭和38年６月東京証券業協会店頭銘柄登録。

昭和39年４月栃木県葛生町所在の靴下工場を買収し葛生工場を設置、靴下部門進出。

昭和47年６月ニット部門進出のため加須工場に丸編メリヤス設備を設置、生産開始。

昭和48年１月靴下部門撤退の為、葛生工場廃止。

昭和49年１月大阪市浪速区(現中央区)に大阪営業所を開設。

昭和50年６月広島県福山市に広島出張所を開設。

昭和53年７月加須工場丸編メリヤス設備廃棄、生産中止。

昭和57年９月工場集約化の為、箱根崎工場廃止。

昭和61年３月工場集約化の為、佐野工場廃止。

平成２年６月 札幌市中央区に札幌出張所を開設。

平成３年５月 栃木県那須郡黒羽町に栃木連絡所を開設。

平成３年８月 ニット部門より撤退。

平成６年12月合理化の為、栃木連絡所廃止。

平成９年９月 合理化の為、広島出張所を廃止。

平成12年10月株式会社アイビーダイワに商号変更。

平成15年11月合理化の為、札幌出張所を廃止。

平成16年12月日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。

平成17年６月新規の中核事業として、天然資源開発投資事業への参入を決定。

平成17年12月ダーシー・エナジー・リミテッドを買収、完全子会社化（以下、グループを合わせて

「ダーシー社」）。

平成17年12月ロドール・リソーシス・インクを買収、完全子会社化（以下、グループを合わせて「ロ

ドール社」）。

平成18年８月ロドール社グループ再編。

平成18年12月ダーシー社グループ再編。

平成19年２月ダーシー社の持株会社が第三者割当増資により新株発行。提出会社のダーシー社に対す

る持株比率が86.6％に低下。

平成19年７月ダーシー社、リード社に社名変更。

平成19年８月リード社の持株会社がロンドン証券取引所ＡＩＭ市場に上場。資金調達による当社持株

比率の希薄化で連結除外となり、持分法適用会社となる。

平成20年３月オーストラリアに上場するウラン探鉱事業会社、アダヴェイル・リソーシス・リミテッ

ド（株式コード：ＡＤＤ）に戦略的出資を行う。

平成20年６月グループのファイナンスおよび資産管理を行う目的の会社として、アジア・スペシャル

・シテュエイションズ・ジージェイピーワン・リミテッド（以下、「ＡＳＳＧＪＰ１

社」）を完全子会社化。

平成20年７月ＡＳＳＧＪＰ１社に対し、リード社株式を現物出資し、その結果、ＡＳＳＧＪＰ１社は当

社の特定子会社となる。

平成22年２月エイディーエム・ガレウス・ファンド・リミテッドから平成20年６月に借り受けた融

資の代物弁済として、ＡＳＳＧＪＰ１社を同社に譲渡し、その結果、ＡＳＳＧＪＰ１社は

当社の連結子会社でなくなり、またリード社は当社の持分法適用会社でなくなった。

(注) １　平成22年４月、ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市

場）に上場となっております。

２　平成22年４月、繊維事業部門を株式会社ホーコクに対し譲渡し、繊維事業より撤退しております。
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３　平成22年４月、株式会社ハミングステージの全株式を買収し、完全子会社化しております。

４　平成22年６月、子会社を通じてメキシコ国内に鉄鉱石鉱山を保有する会社、リーオクタ・アライアンス・リ

ソーシス・インクに対して有していた貸付債権を同社株式に転換して出資に振り替え、戦略的出資を実行し

ております。

　

３【事業の内容】

当連結会計年度末現在、当社グループは、当社（天然開発投資開発事業、繊維事業および食品事業に従

事）および下記の連結子会社５社（すべて天然開発投資開発事業に従事）で構成されております。

当社：

（１）株式会社アイビーダイワ

連結子会社：「ロドール社」（５法人）

（２）ロドール・ＵＳ・ホールディングス・インク

（３）ロドール・デラウェア・ペトロリアム・エルエルシー

（４）ロドール・ルイジアナ・エルエルシー

（５）ロドール・オイル・アンド・ガス・テキサス・エルエルシー

（６）ロドール・オイル・アンド・ガス・エルピー

　

企業集団の範囲
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当連結会計年度において、連結の範囲に変更がありました。当社は、平成22年２月に、当社グループの最大

の債権者であったエイディーエム・ガレウス・ファンド・リミテッド（以下、本報告書において「ＡＤＭ

社」という）に対し、債務の代物弁済として、当社連結子会社であったアジア・スペシャル・シテュエイ

ションズ・ジージェイピーワン・リミテッド（以下、本報告書において「ＡＳＳＧＪＰ１社」という）の

全株式を譲渡したため、当社の連結子会社でなくなりました。また、当社持分法適用会社であった、リード・

ペトロリアム・ピーエルシーおよびその連結子会社である、リード・ペトロリアム・インク、リード・ペト

ロリアム・ホールディングス・エルエルシーならびにリード・ペトロリアム・エルエルシー（以下、本報

告書において４法人を合わせて「リード社」という）については、ＡＳＳＧＪＰ１社の傘下にあったため、

ＡＳＳＧＪＰ１社株式をＡＤＭ社に譲渡した時に、当社持分法適用会社でないこととなりました。

　

天然資源開発投資事業、繊維事業および食品事業それぞれの事業の種類別セグメントの業績等について

は、後記「第２　事業の状況」「１．業績等の概要」「（１）業績」および、「第５　経理の状況」「１　連

結財務諸表等」「注記事項」「セグメント情報」「事業の種類別セグメント情報」を合わせてご参照くだ

さい。

　

当連結会計年度中の平成22年３月９日開催の当社取締役会において、繊維事業部門の事業譲渡を決議し、

その翌日10日に譲渡先である株式会社ホーコクとの間で、平成22年４月１日を実行日とした事業譲渡に係

る契約を締結し、平成22年４月１日、予定通り事業譲渡を実行し、当社グループは、繊維事業から撤退いたし

ました。

平成22年４月12日、当社は、株式会社ハミングステージの発行済全株式を取得し、当社の完全子会社とい

たしました。以降は、当社グループの食品事業部門については、当社ではなく、株式会社ハミングステージが

主体となっております。

EDINET提出書類

株式会社アイビーダイワ(E00597)

有価証券報告書

  6/137



天然資源開発投資事業系統図
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４【関係会社の状況】

名 称 住 所
資本金又
は出資金

主要な
事業の
内容

議決権の
所有

［被所有］
割合(％)
（注１）

関係
内容

（連結子会社）
アジア・スペシャル・シテュエイショ
ンズ・ジージェイピーワン・リミテッ
ド（注２）

ケイマン諸島
(Grand Cayman, 
Cayman Islands)

２米ドル
ファイナンス
・資産管理

― ―

（連結子会社）
ロドール・US・ホールディングス・イ
ンク（注３）

米国デラウエア州
（Wilmington　New
　Castle　County
　Delaware USA） 

1,000米ドル持株会社 100
役員兼任
１名

（連結子会社）
ロドール・デラウェア・ペトロリアム
・エルエルシー

米国デラウエア州
（Wilmington New
　Castle　County
　Delaware USA ）

100米ドル
石油・ガス
探鉱

100
（100）

役員兼任
１名

（連結子会社）
ロドール・オイル・アンド・ガス・テ
キサス・エルエルシー

米国テキサス州
（Houston Texas USA）

100米ドル 持株会社
100
（100）

役員兼任
１名

（連結子会社）
ロドール・ルイジアナ・エルエルシー

米国ルイジアナ州
（Baton Rouge
　Lousiana USA）

100米ドル
石油・ガス
探鉱

100
（100）

役員兼任
１名

（連結子会社）
ロドール・オイル・アンド・ガス・エ
ルピー

米国テキサス州
（Houston Texas USA）

―
石油・ガス
探鉱

100
（100）

―

（持分法適用会社）
リード・ペトロリアム・ピーエルシー
（注２）

英国
（London, U.K.）

60百万米ドル 持株会社 ― ―

（持分法適用会社）
リード・ペトロリアム・インク（注
２）

米国デラウェア州
（Wilmington
　Delaware, USA）

1,000米ドル持株会社 ― ―

（持分法適用会社）
リード・ペトロリアム・ホールディン
グス・エルエルシー（注２）

米国デラウェア州
（Wilmington
　Delaware, USA）

0.1米ドル 持株会社 ― ―

（持分法適用会社）
リード・ペトロリアム・エルエルシー
（注２）

米国ルイジアナ州
（Lafayette
　Lousiana,USA）

10百万米ドル
石油・

ガス開発・生
産

― ―

(注) １　議決権の所有［被所有］割合欄の（内書）は間接所有であります。

２　当連結会計年度中、当社の関係会社でなくなっております。なお、記載内容につきましては、平成22年３月末日

時点の情報を記載しております。

３　債務超過会社であり、債務超過額は430百万円であります。

４　平成22年３月末日の為替レートは、米ドル＝93.04円です。
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５【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成22年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

天然資源開発投資事業　 １ 　

繊維事業 ５ 　（３）

食品事業 ０ 　

　　　　全社（共通） ３ 　

合計 ９ 　（３）

(注) １　従業員数欄の（　）書きは臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

２　全社（共通）は、財務経理・経営管理部門の従業員であります。

　　　　　　　

(2) 提出会社の状況

平成22年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

９ 51.3 19.6 5,574

(注) １　従業員数は就業人員であり、パート(３名)は含んでおりません。

２　平均年間給与は税込金額で、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

　

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりません。労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありませ

ん。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

　 当連結会計年度 前連結会計年度 差異

売上高 598 百万円 1,060 百万円 43.5％売上減

営業利益 △ 360 百万円 △ 355 百万円 1.3％損失増

経常利益 △ 880 百万円 △ 1,764 百万円 50.1％損失減

当期純利益 △ 1,843 百万円 △ 959 百万円 92.1％損失増

　当連結会計年度の当社グループは、期初より、ＡＤＭ社に対して有する債務に係る不履行のリスクおよ

び、営業キャッシュ・フローの赤字の継続を主要因とする運転資金不足発生のリスクを抱え、存続維持の

確保のために奔走いたしました。

　平成20年６月、当社は、当時、支払期限が迫っていた既存債務（バイエリッシェ・ヒポ・フェラインスバ

ンク・ＡＧおよびコニストン・インターナショナル・キャピタル・リミテッドからの各借入、当社連結

子会社であるロドール社が遂行した探鉱資金等に充当するために実行したもの）の返済原資の調達努力

を行っており、可能な選択肢を検討した結果、ＡＤＭ社より、１年満期（当初）の米ドル建短期借入金

47,300千米ドル（以下、本報告書において「ＡＤＭローン」という）を借り入れることとし、当該融資の

受け皿とすべく、ＡＳＳＧＪＰ１社を新たに当社の完全子会社とした上で、この子会社を通じてＡＤＭ

ローンを借り入れ、既存債務の借換を平成20年６月に実行いたしました。ＡＤＭローンのために、当社持

分法適用会社（当時）リード社株式104,615,384株（以下、本報告書において「リード株」という）を担

保として差し入れた他、当社および当社連結子会社ロドール社が当初は責任が無限定であった保証を差

し入れました。ＡＤＭローンの実行当初、リード株の米ドル換算の時価は114,480千米ドルであり、返済に

十分な担保価値を有しており、リード社がロンドン証券取引所ＡＩＭ市場に上場（株式コード「ＬＤ

Ｐ」）してから１年の間売却制限にあったリード株の売却が可能となる平成20年８月15日以降、一部ず

つ売却することによって得る資金を用いて、ＡＤＭローンを返済していく計画でありました。しかしなが

ら、リード株の売却制限が解除された直後、米国に端を発した世界的金融恐慌・株安に襲われ、リード株

の米ドル建の時価は急落し、10月下旬には、契約で義務付けられていた担保カバー率を下回る事態が生じ

ました。このため当社は、ＡＤＭ社と交渉し、当該財務制限条項抵触による期限の利益喪失を回避すべく、

ＡＤＭローンに係る契約条項の一部改定を行いました。これら一連の状況の発生および契約改定の結果、

ＡＤＭ社に対する追加支払額4,870千米ドルが発生し、また、追加担保として、当社が平成20年に投資しそ

の後保有しているアダヴェイル・リソーシス・リミテッド（オーストラリア証券取引所上場。株式コー

ド「ＡＤＤ」。以下、本報告書において「アダヴェイル社」という）の株式21,333,334株（同社発行済株

式の11.6％に相当。なお、前連結会計年度中に、担保設定の解除を実行）、ロドール社全株式および全資

産、ならびにＡＳＳＧＪＰ１社が当時保有していた全現預金7,500千米ドル（ただし、前連結会計年度中

に、ＡＤＭローンの一部繰上弁済として全額充当済）の差入を行うこととなりましたが、当初無限定責任

であった当社が差し入れているＡＤＭローンの保証については、新たに3,550千米ドルの責任限度額を設

けることにより、リード株等の差入担保資産の時価が支払期限までに回復せず、ＡＳＳＧＪＰ１社が、全

差入担保資産の充当によりＡＤＭローンを完済できない場合であっても、当社自体が債務不履行に陥る

可能性については大きく低減することができました。ＡＤＭローンは、当初、満期が平成21年６月22日に

設定されておりましたが、ＡＤＭ社と協議の上、平成21年12月21日に延期いたしました。ＡＤＭローンに

係る当社の保証債務3,550千米ドルについては、前連結会計年度中に、257千米ドルについては繰上弁済を
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行い、当連結会計年度の期初残高であった3,293千米ドルは、当連結会計年度中、平成21年８月までに、平

成21年３月に発行した第３回新株予約権の行使により調達した資金を元に全額弁済を行い、当社の保証

債務は消滅いたしました。当社の保証債務の完済と合わせて、平成21年８月には、ＡＤＭ社と、ＡＤＭロー

ンに係る契約の再改定を行い、ＡＤＭローンの満期をさらに３年間延長し、平成24年12月21日としたほ

か、ＡＤＭローンに係るロドール社の保証債務については、ＡＤＭ社に対し1,000千米ドルの解除手数料

の支払を行うことを条件として、免責されることとなりました。平成21年12月、当社は、クリブデン・マ

ネージメント株式会社より借り受けた資金（但し、その後平成21年12月25日付で、デット・エクイティ・

スワップによって株式を発行し、借入金は消滅した）を元に、ＡＤＭ社に対して1,000千米ドルの支払を

行い、ＡＳＳＧＪＰ１社がＡＤＭ社に対して有する債務を除くほか、当社グループのＡＤＭ社に対する債

務は消滅いたしました。

　その後の平成22年２月に、ＡＤＭ社と最後の協議を行い、350千米ドルを支払い、かつＡＳＳＧＪＰ１社

全株式をＡＤＭ社に譲渡することによって、ＡＤＭローンに係る一切の債務は当社グループの連結から

除外されることとなり、当社グループの唯一の有利子負債であったＡＤＭローンは当社グループからは

消滅することとなりました。同時に、ＡＳＳＧＪＰ１社およびリード社はそれぞれ、当社グループの連結

子会社および持分法適用会社でなくなることとなりました。

　

　当連結会計年度における売上高は、天然資源開発投資事業セグメントにおいて72百万円（前期は503百

万円）、繊維事業セグメントにおいて150百万円（前期は180百万円）、食品事業セグメントにおいて375

百万円（前期は376百万円）を計上した結果、598百万円（前期は1,060百万円）となりました。

　このように、前連結会計年度との比較において売上高が大幅に減少したものの、営業損失については、当

社グループ全体の経費削減努力が功を奏し、ほぼ前期並みを維持することができました。経常損失につい

ても、前連結会計年度より大幅に縮小しておりますが、これは主に、ＡＤＭローンに関連した金融費用

（支払利息および資金調達費用）が、前期（1,134百万円）より673百万円減少の461百万円となったこと

に加え、リード社に係る持分法による投資損益が、前期の△320百万円より355百万円改善の34百万円と

なったことによるものです。

　当連結会計年度において、特別利益3,527百万円、特別損失4,485百万円を計上しております。当該特別利

益は主に、当社がＡＳＳＧＪＰ１社株式をＡＤＭ社に対してＡＤＭローンの代物弁済として譲渡した際

の一連の契約条件の一つとしてＡＳＳＧＪＰ１社がロドール社に対して有していた債権を放棄した結

果、債務免除益3,493百万円を計上したことによるものであり、当該特別損失は、ＡＳＳＧＪＰ１社株式の

ＡＤＭ社に対する譲渡の結果、関係会社株式譲渡損2,781百万円を計上したこと、および、平成21年11月に

実行されたリード社の増資の結果、持分変動損失1,302百万円を計上したこと、ならびに、ロドール社が

75％の権益を保有するカミ鉱区の坑井を、平成21年10月にオペレーターであったペルテックス・オイル

・カンパニー・エルエルシー（以下、本報告書において「ペルテックス社」という）が民事再生手続に

入ったことに起因して減損損失301百万円を計上したこと等によるものであります。

　

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　

（天然資源開発投資事業）

　天然資源開発投資事業セグメントにおいて、当社は、当社自ら、また連結子会社（ロドール社）を通

じ、米国において石油・ガスの探鉱・開発・生産事業を営んでおります。また当社は、オーストラリア

におけるウラン探鉱事業およびインドネシアにおける石炭探鉱事業に従事するアダヴェイル社に出資

しているほか、当連結会計年度において、将来は資本に振り替えることを前提として、メキシコにおけ
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る鉄鉱石開発・生産事業に従事するリーオクタ・アライアンス・ミネラル・リソーシス・インク（以

下、本報告書において、「リーオクタ社」という）に、株式転換権付貸付を実行いたしました。

　当連結会計年度において、当社連結子会社ロドール社が75％の権益を保有する生産鉱区である米国ル

イジアナ州陸上部カミ鉱区（オペレーター：ペルテックス社）および、当社が前連結会計年度終盤に

新規に獲得し、８％の権益を保有する生産鉱区である米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区（オペ

レーター：ゴールデン・ゲート・ペトロリアム・リミテッド。オーストラリア証券取引所株式コード

「ＧＧＰ」）にて、原油・天然ガスを生産し、当事業セグメントで売上高72百万円（前期：503百万

円）、営業利益△21百万円（前期：82百万円）を計上いたしました。

　ロドール社においては、平成18年のカミ鉱区における比較的小規模の探鉱の成功後、３つの鉱区にお

いて（米国ルイジアナ州陸上部ビッグ・マウス・バヨウ鉱区、米国テキサス州陸上部パドレ島プラム

・ディープ鉱区および米国ルイジアナ州陸上部エンデバーＡＭＩ鉱区）、多額の探鉱資金を投入して

行ったハイリスク・ハイリターンの深層部探鉱がいずれも結果として失敗に終わり、カミ鉱区におい

ても、原油・天然ガスの生産にあたり、水の排出量が通常より増加する現象（以下、本報告書において、

「水処理問題」という）の継続等で十分な営業キャッシュ・フローを生み出すことができず、マイナ

スのキャッシュ・フロー収支に陥っていたため、前連結会計年度において、全役職員６名を解雇し、現

在は、同社が保有するカミ鉱区等の資産の管理を含む会社の運営についてはすべて、当社役職員が直接

行っております。

　カミ鉱区においては、水処理問題の継続により、売上原価が売上高を上回る状況となり、平成21年７月

７日以降、同鉱区のオペレーターであるペルテックス社によって一時的に生産が停止され、今日に至っ

ております。このため、第２四半期連結会計期間以降のカミ鉱区からの売上高の計上はなく、当連結会

計年度における、カミ鉱区からの売上高は、17百万円にとどまりました。ペルテックス社は、平成21年10

月２日付、米国連邦破産法第11章の申立を行いました。このため、カミ鉱区における水処理問題の解決

および生産再開については目処が立っておらず、同鉱区のリース権の維持についても不確実な状況に

あります。このことから、ロドール社は、第２四半期連結会計期間において、カミ鉱区に係る坑井を全額

減損処理し、また、同社がペルテックス社に対して有する債権全額につき、貸倒引当金を計上いたしま

した。

　バルザイユ鉱区における生産からの当連結会計年度の売上高（55百万円）は、ジュモンヴィル第１号

井および同第２号井からの原油・天然ガスの生産によるものであります。なお、カミ鉱区の坑井におけ

る水処理問題ほど深刻ではないものの、カミ鉱区と同様、米国ルイジアナ州の湿地帯に位置するバルザ

イユ鉱区における坑井についても、軽度の水処理問題が発生しており、売上高が減少する傾向が観測さ

れており、状況を注視しております。

　なお、前連結会計年度との比較において、当連結会計年度の売上高が大幅に減少している主な理由は、

前連結会計年度において、ロドール社が過去に米国ルイジアナ州陸上部ノースウエストカプラン鉱区

における探鉱参加に備えて購入し在庫として保管していたライナー・ケーシングを販売し、売上高346

百万円を計上したことによるものであります。

　

　前記のとおり、平成22年２月、当社グループの最大の債権者であったＡＤＭ社に対し、債務の代物弁済

として、当時当社連結子会社であり、リード社株式を保有しているＡＳＳＧＪＰ１社の全株式を譲渡し

たため、ＡＳＳＧＪＰ１社とともに、当社持分法適用会社であったリード社が当社グループを離脱する

こととなりました。持分法適用会社であったリード社に係る当連結会計年度の持分法による投資利益

は34百万円、当連結会計年度中に実行されたリード社の増資によって発生した持分変動損失は1,302百

万円でありました。
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　また、前記のとおり、当社は、当社グループの当事業セグメントにおける資産ポートフォリオの分散お

よび経常的なキャッシュ・フローの早期確保を目的として、平成22年２月５日付および平成22年２月

17日付で、メキシコにおける鉄鉱石開発・生産事業に従事するリーオクタ社に対し、200千米ドルおよ

び500千米ドル、合計700千米ドルの短期貸付に係る契約（２種）をそれぞれ締結し、貸付を実行いたし

ました（当連結会計年度末時点における残高：65百万円）。但し、後記「第５　経理の状況」「１　連結

財務諸表等」「注記事項」「重要な後発事象」に記載のとおり、当社は、平成22年４月７日付で、リー

オクタ社に対し、さらに300千米ドルの貸付を実行しており、またその後の平成22年６月８日付で、当社

は、リーオクタ社に対する貸付債権1,000千米ドルを同社株式に転換して出資に振り替え、また同日付

で、さらに500千米ドルを追加で出資し、合計で、1,500千米ドルの出資額とし、同社発行済株式総数の

15％に相当する株式を取得いたしております。

　

　このほか、当社グループは、当事業セグメントにおいて、オーストラリア証券取引所に上場し、オース

トラリアにおけるウラン探鉱事業およびインドネシアにおける石炭探鉱事業に従事するアダヴェイル

社に対し戦略的出資を行っており、また、平成21年２月に、石炭、銅およびオイルシェール等の鉱山権益

を保有し開発するモンゴル国最大の民間鉱山企業であるモンゴリン・アルト・コーポレーションおよ

び、優れた石炭の品質改良技術を保有するホワイト・エナジー・カンパニー・リミテッド（オースト

ラリア証券市場上場。株式コード「ＷＥＣ」）との間で、モンゴル石炭改質事業の企業化検討に関し三

社間協定書を締結し、その後企業化検討調査を実施しております。

　

（繊維事業）

　各種撚糸（ミシン糸）の製造販売を行い、当連結会計年度において、当事業セグメントで売上高150百

万円（前年同期：180百万円）、営業利益４百万円（前年同期：９百万円）を計上いたしました。

　後記「第５　経理の状況」「１　連結財務諸表等」「注記事項」「重要な後発事象」に記載のとおり、

平成22年３月９日開催の当社取締役会において、平成22年４月１日をもって、当社繊維事業部門の従業

員によって平成21年11月13日に設立された株式会社ホーコクに対し、繊維事業部門を32百万円の譲渡

価額で譲渡することを決議し、平成22年４月１日に予定通り事業譲渡を実行いたしました。当該事業譲

渡の結果、当社グループは繊維事業より撤退し、当連結会計年度において、事業譲渡損失引当金繰入額

（特別損失）58百万円を計上いたしております。

　

（食品事業）

　野菜の卸事業を行い、当連結会計年度において、当事業セグメントで売上高375百万円（前年同期：

376百万円）、営業利益１百万円（前年同期：１百万円）を計上いたしました。

　後記「第５　経理の状況」「１　連結財務諸表等」「注記事項」「重要な後発事象」に記載のとおり、

平成22年４月12日開催の当社取締役会において、当社グループの食品事業推進の核とすべく、株式会社

ハミングステージの全発行済株式を、16百万円の取得価額で取得し、完全子会社とすることを決議し、

即日実行いたしました。

　

　

また、所在地別セグメントの業績は、次の通りであります。

（日本）

　天然資源開発投資事業、繊維事業および食品事業からの売上581百万円(前期は556百万円）、営業利益

10百万円（前期は10百万円）となりました。
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（北米）

　天然資源開発投資事業の売上高17百万円（前期は503百万円)、営業利益△26百万円（前期は82百万

円）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、142百万円となり、前連結会計年度末

260百万円と比較して118百万円の減少となりました。

　各区分におけるキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　当連結会計年度は、1,838百万円の税金等調整前当期純損失となり、前連結会計年度956百万円の損失

と比較し損失が拡大しました。ＡＳＳＧＪＰ１社株式のＡＤＭ社への譲渡に係る関係会社株式譲渡損

失2,781百万円、リード社の増資に係る持分変動損失1,302百万円、カミ鉱区における坑井に係る減損損

失301百万円を計上し、未収入金287百万円が減少したものの、ＡＳＳＧＪＰ１社株式のＡＤＭ社への譲

渡に係る債務免除益3,493百万円を計上したことが主要因となり、結果として当連結会計年度における

営業活動によるキャッシュ・フローは、868百万円の資金減少(前連結会計年度は1,523百万円の資金減

少)となりました。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　当連結会計年度は、貸付金の回収による収入73百万円があったものの、ＡＳＳＧＪＰ１社がリード社

の増資の一部引受を行ったことによる関係会社株式の取得による支出654百万円および貸付による支

出203百万円の結果、当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、787百万円の資金

減少（前連結会計年度は748百万円の資金減少）となりました。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度は、株式の発行による収入911百万円および、ＡＳＳＧＪＰ１社がリード社の増資の一

部の引受のための資金として実施したＡＤＭ社からの長期借入による収入667百万円等があった結果、

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは1,536百万円の資金増加（前連結会計

年度は2,411百万円の資金増加）となりました。
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２【生産・受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

繊 維 事 業 64,827 △7.5

合計 64,827 △7.5

(注) １　金額は販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３　繊維以外の事業においては、生産活動を行っていないため記載を省略しております。
　

(2) 仕入実績

当連結会計年度の仕入実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

 繊 維 事 業 90,185 △8.6

 食 品 事 業 374,523 △0.1

合計 464,708 △1.9

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２　天然資源開発投資事業においては、仕入活動を行っていないため記載を省略しております。
　

(3) 受注状況

当社グループは一部の取引を除き受注生産は行っておらず、金額的な重要性が乏しいことから記載を

省略しております。

　

(4) 販売実績

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

天然資源開発投資事業 72,602 △85.6

繊 維 事 業 150,454 △16.6

食 品 事 業 375,646 △0.1

合計 598,703 △43.5

(注)　主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
　

相　手　先

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

金　額(千円） 割　合（％） 金　額(千円） 割　合（％）

本田忠株式会社 376,193 35.4 375,646 62.7

ペルテックス・オイル・カンパニー・
エルエルシー

503,464 47.4 17,371 2.9

 (注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

当社グループが当面対処すべき主な課題は、以下のとおりであります。

運転資金を営業キャッシュ・フローから確保する事業基盤固め

当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、運転資金および事

業規模拡大のための投資資金を、外部調達によって賄う体質となっております。このような体質の改善の

ため、営業キャッシュ・フローを生む資産に対する投資を第一に考える方針に転換しております。

この戦略の一環として、当社は、平成21年３月17日に、米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区におけ

る８％の権益を取得しておりますが、これは、同鉱区において既に生産井が稼動しており、直ちに当社グ

ループの営業キャッシュ・フローに貢献すると判断したためであります。

またその後の平成21年８月18日に、当社は、インドネシア石炭鉱山の権益を保有するスタンド・サクセ

ス・グループ・リミテッド（以下、本報告書において、「ＳＳＧＬ社」という）の優先株式を12,500千米

ドルの対価で引き受け、取得後は同社より年間最低3,125千米ドル以上の優先配当を受領する旨の基本合

意を締結いたしましたが、これは、当社グループの経常運転資金を上回る金額である年間3,125千米ドル

のキャッシュ・フローを継続的に確保する手段として有用であると判断したためであります。しかしな

がら、その後実施したデューディリジェンスの結果、同社が年間3,125千米ドル以上の優先配当を、当社が

ＳＳＧＬ社優先株式を取得した直後から確実に支払えるほどの利益を計上できるか否かにつき疑義が生

じたこと等により、平成21年11月２日開催の取締役会で、ＳＳＧＬ社優先株式取得を見合わせることを決

定し、また同日をもって新株予約権が行使されないことが確定いたしました。

このため、当社グループの経常的なキャッシュ・フローは今後ともマイナスが継続する見通しとなり

ました。この状況が改善せず継続する場合、将来的に当社グループの運転資金が不足する事態に陥る可能

性があります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。

このような状況を解消すべく、当社グループは、ＳＳＧＬ社優先株式取得に代わる、キャッシュ・フ

ローを当社グループに経常的にもたらし得る資産の新規取得を行うべく、候補となる資産を複数検討し

ております。検討にあたっては、既にキャッシュ・フローを生んでいる資産（生産中の天然資源に係る鉱

区の権益等）または、現時点ではキャッシュ・フローを生んでいないものの、販売先とのオフテイク契約

が締結されている等、早期にキャッシュ・フローを生むことがほぼ確実であると見込まれる資産を中心

に行っております。近年の世界的な不況および資金不足の状況において、このようなキャッシュ・フロー

を経常的にもたらし得るような良質な資産が、比較的安価で獲得可能な状況にあります。

但し、当社グループについても、資金が限られていることから、新規の資産獲得のためには、外部より資

金調達を行うことが不可欠であります。このため、平成21年12月８日開催の取締役会で、新株式

81,293,000株および第５回新株予約権2,676個（新株予約権の対象となる当社株式267,600,000株）を発

行いたしました。外部より資金を調達し、当社グループに継続的にキャッシュ・フローをもたらし得る資

産の獲得を行うことにより、当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フロー（またはその他の経常

的なキャッシュ・フロー）をプラスに転じることが可能となると考えております。第５回新株予約権は、

発行日から平成22年６月14日までの間に488個（新株予約権の対象となる当社株式48,800,000株）が行

使され、214百万円が払い込まれました。当社は、第５回新株予約権の行使により調達した資金を、早期の

キャッシュ・フローにつながると判断した、リーオクタ社に対する投資および、後記「第５　経理の状

況」「１　連結財務諸表等」「注記事項」「重要な後発事象」に記載のとおり、食品事業関連の投資に充

当いたしました。

しかしながら、第５回新株予約権のさらなる行使が確実に行われるか否か、また、タイムリーに経常的

にキャッシュ・フローをもたらし得る資産を獲得できるか否かについてはリスクを伴い、実現できない
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可能性があります。資金繰りの状況を見極めつつ、早期に経常的なキャッシュ・フローに貢献しうる資産

に対する投資を行っていくことが、当社グループの重要な課題であります。
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４【事業等のリスク】

当社グループの事業展開上の主なリスク要因には以下のようなものがあります。以下の記載事項は当社

グループの事業上のリスクをすべて網羅するものではありません。また、ここに記載の内容・事項について

は、本報告書提出日現在において当社グループが認識しているものであり、当該時点以降の諸情勢等の状況

により変更されることがあります。

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況

当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、運転資金および事

業規模拡大のための投資資金を、外部調達によって賄う体質となっております。このような体質の改善の

ため、営業キャッシュ・フローを生む資産に対する投資を第一に考える方針に転換しております。

この戦略の一環として、当社は、平成21年３月17日に、米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区におけ

る８％の権益を取得しておりますが、これは、同鉱区において既に生産井が稼動しており、直ちに当社グ

ループの営業キャッシュ・フローに貢献すると判断したためであります。

またその後の平成21年８月18日に、当社は、インドネシア石炭鉱山の権益を保有するＳＳＧＬ社の優先

株式を12,500千米ドルの対価で引き受け、取得後は同社より年間最低3,125千米ドル以上の優先配当を受

領する旨の基本合意を締結いたしましたが、これは、当社グループの経常運転資金を上回る金額である年

間3,125千米ドルのキャッシュ・フローを継続的に確保する手段として有用であると判断したためであ

ります。しかしながら、その後実施したデューディリジェンスの結果、同社が年間3,125千米ドル以上の優

先配当を、当社がＳＳＧＬ社優先株式を取得した直後から確実に支払えるほどの利益を計上できるか否

かにつき疑義が生じたこと等により、平成21年11月２日開催の取締役会で、ＳＳＧＬ社優先株式取得を見

合わせることを決定し、また同日をもって新株予約権が行使されないことが確定いたしました。

このため、当社グループの経常的なキャッシュ・フローは今後ともマイナスが継続する見通しとなり

ました。この状況が改善せず継続する場合、将来的に当グループの運転資金が不足する事態に陥る可能性

があります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。

このような状況を解消すべく、当社グループは、ＳＳＧＬ社優先株式取得に代わる、キャッシュ・フ

ローを当社グループに経常的にもたらし得る資産の新規取得を行うべく、候補となる資産を複数検討し

ております。検討にあたっては、既にキャッシュ・フローを生んでいる資産（生産中の天然資源に係る鉱

区の権益等）または、現時点ではキャッシュ・フローを生んでいないものの、販売先とのオフテイク契約

が締結されている等、早期にキャッシュ・フローを生むことがほぼ確実であると見込まれる資産を中心

に行っております。近年の世界的な不況および資金不足の状況において、このようなキャッシュ・フロー

を経常的にもたらし得るような良質な資産が、比較的安価で獲得可能な状況にあります。

但し、当社グループについても、資金が限られていることから、新規の資産獲得のためには、外部より資

金調達を行うことが不可欠であります。このため、平成21年12月８日開催の取締役会で、新株式

81,293,000株および第５回新株予約権2,676個（新株予約権の対象となる当社株式267,600,000株）を発

行いたしました。外部より資金を調達し、当社グループに継続的にキャッシュ・フローをもたらし得る資

産の獲得を行うことにより、当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フロー（またはその他の経常

的なキャッシュ・フロー）をプラスに転じることが可能となると考えております。第５回新株予約権は、

発行日から平成22年６月14日までの間に488個（新株予約権の対象となる当社株式48,800,000株）が行

使され、214百万円が払い込まれました。当社は、第５回新株予約権の行使により調達した資金を、早期の

キャッシュ・フローにつながると判断した、リーオクタ社に対する投資および、後記「第５　経理の状

況」「注記事項」「重要な後発事象」に記載のとおり、食品事業関連の投資に充当いたしました。

しかしながら、第５回新株予約権のさらなる行使が確実に行われるか否か、また、タイムリーに経常的
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にキャッシュ・フローをもたらし得る資産を獲得できるか否かについてはリスクを伴い、実現できない

可能性があるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

　

(2) 運転資金の調達に係るリスク

前記「(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況」のとおり、当社グループは、営業

活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、運転資金および事業規模拡大のための投

資資金を、外部調達によって賄う体質となっております。このような体質の改善のため、営業キャッシュ

・フローを生む資産に対する投資を第一に考える方針に転換しております。

　

(3) 探鉱リスク

探鉱事業においては、探鉱に先立ち、権益・リースの取得、技術資料の購入・評価、掘削リグ等の設備の

レンタル等に多くの時間と費用（いわゆる先行投資）を要します。探鉱事業では、商業性のある天然資源

が発見されないという探鉱失敗のリスクのみならず、探鉱を推進する過程においても技術的・地政学的

な様々なリスクが存在し、結果として商業性のある天然資源が発見された場合であっても当初予想した

費用および時間を大幅に超過する場合があります。成功した場合、大きなリターンを見込むことができる

可能性のある事業である一方で、失敗の場合は先行投資がすべて無駄になります。これらの費用は、探鉱

開発権として資産計上を行い、成功した場合は、生産開始後に生産量に応じて（生産高比例法）減価償却

を行いますが、失敗した場合は、一括償却し、減損損失（特別損失)として損失計上されます。さらに、探鉱

事業は資本集約的な性格の事業であるため、探鉱プロジェクト推進のための資金を確保できない等の場

合には、プロジェクトに参加する権利や鉱区のリースを失うことがあります。このような場合において

は、リース費用等の資産計上された費用の除却による減損損失（特別損失)が生じます。

当社およびロドール社は、ハイリスク・ハイリターンの深層部探鉱の実施については現在見合わせて

おりますが、今後の資金繰りその他の状況に応じて、深層部探鉱との比較において低リスクな浅層部探鉱

またはＰＵＤ（既発見未開発）探鉱等については着手する可能性もあります。

　

(4) 天然資源価格変動リスク

当社グループは米国における原油・天然ガスの生産事業を主要な営業収入源の一つとしているため、

米国における原油・天然ガス市況の動向により当社の業績は大きく左右されます。米国における原油・

天然ガスの価格はいずれも市場で決定されますが、米国経済や天候等により短期間であっても非常に大

きく変動します。

当社グループはさらに、メキシコ国内に鉄鉱石鉱山を保有するリーオクタ社に対して貸付を行い、ま

た、オーストラリア国内におけるウラン探鉱事業およびインドネシア国内における石炭探鉱事業に従事

するアダヴェイル社に対し出資をしており、今後もその他の天然資源関連の投資を行っていく意向であ

るため、原油・天然ガス以外の天然資源価格の変動により、当社グループの業績および財務状態が大きく

左右されるリスクがあります。

　

(5) 天然資源生産量変動リスク

天候または技術的トラブルその他の要因により、既存の生産資産の生産量が大幅に低下し、また、生産

設備の修繕・アップグレード計画および開発計画に遅延が生じる等の理由により、見込みどおりの生産

が達成できないことがあります。

実際に、ロドール社が保有するカミ鉱区における坑井については、水処理のための費用が嵩み、販売高

を上回る事態が生じたため、平成21年７月７日以降、同鉱区におけるオペレーターであるペルテックス社

によって一時的に生産が停止されたまま、同社が平成21年10月２日付で米国連邦破産法第11章の適用申

立を行ったことから、生産再開は絶望的となっております。
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(6) 為替変動リスク

当社グループの主な営業収入源の一つは米国における原油・天然ガスの生産事業による収入であるた

め、円ドル為替レートの変動により、日本円ベースでの業績は直接的な影響を受けます。

また、当社グループは外貨建て資産を多く保有し、多くの外貨建て取引を行っているため、為替の変動

により、為替差損益が発生するリスクがあります。

　

(7) 規制関連リスク

環境に関する規制等、米国、メキシコ、オーストラリアおよびインドネシア等における関連の規制の変

更によって、当社グループの天然資源開発投資事業が影響を受ける場合があります。

　

(8) 災害・事故等のリスク

大型ハリケーン等の自然災害による被害や操業中の事故のリスクがあります。このリスクに対しては、

オペレーターによって、保険の付保により影響を低減する努力がなされております。

　

(9) 非操業者リスク

当社が保有するバルザイユ鉱区およびロドール社が保有するカミ鉱区において、当社およびロドール

社は、操業者（オペレーター。掘削・設備調整その他全般的なオペレーションにつき、計画の立案、人員お

よび機材の手配、またオペレーションの監督等をすべて行う権限と義務を有する共同事業者)ではなく、

第三者が操業者となっております。自らオペレーションを直接コントロールすることができないため、意

に沿わない状況に陥り、またその状況を速やかに解消できないリスクがあります。実際に、ロドール社に

おいて、カミ鉱区のオペレーターであるペルテックス社が、前記のとおり、平成21年10月２日付、米国連邦

破産法第11章の適用申立を行ったことから、カミ鉱区のリース権維持に係る問題および売掛金等の債権

の回収問題等が発生しております。

ただし、このようなリスクはあるものの、オペレーターの責任および経済的負担は非常に大きいため、

当社およびロドール社のいずれも、自らオペレーターとなることについては現時点においては検討して

おりません。

　

(10) 減損および貸倒のリスク

当社が保有するバルザイユ鉱区における坑井（当連結会計年度末時点における簿価：145百万円）、ま

た今後掘削する坑井、あるいは獲得する坑井その他の資産につき、何らかの原因により減損損失が発生す

るリスクがあります。このほか、リーオクタ社およびアダヴェイル社に係る投資有価証券、ならびにその

他の資産についても減損のリスクがあります。

また、後記「第５　経理の状況」「１　連結財務諸表等」「注記事項」「重要な後発事象」に記載の、平

成22年４月12日付で当社の連結子会社とした株式会社ハミングステージは、野菜等の食品の仕入等を

行っておりますが、業界慣習上、一部の比較的大手の仕入先からは、保証金の差入を求められることがあ

り、保証金の返還時に返還されず貸し倒れるリスク、または、販売先から売掛金の回収ができず貸し倒れ

るリスクがあります。このほか、当社およびロドール社についても、債権の貸倒のリスクがあります。

　

(11) 新規事業の不確実性に伴うリスク

当社グループは、数期に亘り営業キャッシュ・フローがマイナスである体質を改善すべく、経常的な

キャッシュ・フローを早期に生む資産への投資を第一に考える方針を取っており、平成21年12月25日に

発行した第５回新株予約権の行使により調達する資金の多くを、新規投資資金として充当し、早期に経常
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的なキャッシュ・フローを生むと判断する投資案件に投資を行っていく予定であります。

第５回新株予約権は、発行日から平成22年６月14日までの間に488個（新株予約権の対象となる当社株

式48,800,000株）が行使され、214百万円が払い込まれました。当社は、第５回新株予約権の行使により調

達した資金を、早期のキャッシュ・フローにつながると判断した、リーオクタ社に対する投資（貸付）お

よび、後記「第５　経理の状況」「１　連結財務諸表等」「注記事項」「重要な後発事象」に記載のとお

り、食品事業関連の投資に充当いたしました。

しかしながら、さらなる投資案件の実行については、現時点において確定しているものではなく、今後、

さらに調査および交渉等を行う必要があるほか、第５回新株予約権の今後の行使状況にも大きく依存す

るものであります。このため、確実に早期より、且つ経常的にキャッシュ・フローを生むか否か、またその

金額については、不確実性を伴うものであり、結果的に投資額が回収できず損失が発生するリスク、また、

当社の経常キャッシュ・フローがプラスに転じず、最終的に当社グループが運転資金不足に陥るリスク

があります。
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５【経営上の重要な契約等】

当連結会計年度中に締結または変更した経営上の重要な契約等は下記のとおりであります。当連結会計

年度末以降に締結または変更した経営上の重要な契約等につきましては、後記「第５　経理の状況」「１　

連結財務諸表等」「注記事項」「重要な後発事象」をご参照ください。

(1) ＡＤＭローン解消契約

当社は、平成22年２月１日開催の取締役会において、当社連結子会社であったＡＳＳＧＪＰ１社の全

株式を、同社の債権者であるＡＤＭ社に対し譲渡すること等を主な内容とした契約（以下、本報告書に

おいて、「ＡＤＭローン解消契約」という）をＡＤＭ社との間で締結することを決議し、同日付でＡＤ

Ｍローン解消契約を締結し、平成22年２月12日に、当該譲渡を実行いたしました。その結果、連結子会社

１法人（ＡＳＳＧＪＰ１社）および持分法適用会社４法人（リード社）が当社の連結子会社および持

分法適用会社から除外され、当社の連結の範囲から外れ、また、リード社株式（ＡＳＳＧＪＰ１社が保

有する193,695,929株。同社発行済株式総数の約28.65%に相当）等を担保としてＡＳＳＧＪＰ１社がＡ

ＤＭ社より受けているＡＤＭローン（平成21年12月31日時点の元本額：5,403百万円）については、Ａ

ＳＳＧＪＰ１社の全株式のＡＤＭ社への移転に伴い、当社の連結貸借対照表から除外されることとな

りました。

ＡＤＭローン解消契約において定められ、実行された内容は、主に以下のとおりであります。この結

果、当社グループは、ＡＤＭ社に対し、またはＡＤＭローンに関連して有する一切の経済的義務から解

放されることとなりました。

・当社が保有するＡＳＳＧＪＰ１社全株式（２株）をＡＤＭ社に対し譲渡する。この結果、ＡＳＳＧＪ

Ｐ１社およびリード社は、当社の連結の範囲から除外される。すなわち、ＡＳＳＧＪＰ１社が有する

ＡＤＭローン等の負債および、リード社株式等の資産一切について、当社の連結貸借対照表から除外

される。また、当社がＡＤＭ社に対し、またはＡＤＭローンに関連して有する一切の義務（ＡＤＭ

ローンに係る融資契約に基づく財務制限条項等）からも、全て解放される。

・当社はＡＳＳＧＪＰ１社に対し350千米ドルを支払う。ＡＳＳＧＪＰ１社は、受領した350千米ドル

を、ＡＤＭ社から同社が受けているＡＤＭローンの一部弁済に充当する。

・当社が、将来、当社連結子会社ロドール社から、配当その他の経済的利益を享受した場合に、ＡＤＭ社

に対し、当該経済的利益の受領額から、合計500千米ドルに充つるまでの額については支払を行うこ

ととなっていた義務については、免除される。なお、ＡＳＳＧＪＰ１社をＡＤＭ社に譲渡するにあた

り、ロドール社のＡＳＳＧＪＰ１社からの借入金および未払金についての支払債務（当社グループ

内の債権債務）については、全額消滅させた上でＡＳＳＧＪＰ１社の株式をＡＤＭ社に譲渡する。

上記一連の取引に伴い、当社グループの総資産額および総負債額のいずれも大幅に減少し、またこの

結果、当連結会計年度において、債務免除益3,493百万円および関係会社株式譲渡損2,781百万円が発生

いたしました。

　

(2) リーオクタ社に対する短期貸付に係る金銭消費貸借契約

当社は、平成22年２月５日付および平成22年２月17日付で、完全子会社を通じ、メキシコ国内に鉄鉱

石の鉱山を保有する、米国カリフォルニア州法人、リーオクタ社に対し、200千米ドルおよび500千米ド

ル、合計700千米ドルの短期貸付に係る契約（２種）をそれぞれ締結し、貸付を実行いたしました（当

連結会計年度末時点の残高：65百万円）。

各契約の主な条件は下記のとおりです。但し、後記「第５　経理の状況」「注記事項」「重要な後発

事象」に記載のとおり、当社は、平成22年４月７日付で、リーオクタ社に対し、さらに300千米ドルの貸

付を実行し、またその後の６月８日付で、当社は、リーオクタ社に対する貸付債権1,000千米ドルを同社
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株式に転換して出資に振り替え、また同日付で、さらに500千米ドルを追加で出資し、合計で、1,500千米

ドルの出資額とし、同社発行済株式総数の15％に相当する株式を取得いたしております。

① 200千米ドルの貸付に係る金銭消費貸借契約

契約締結日 平成22年２月５日

当事者 貸主 株式会社アイビーダイワ

　 借主 Leeocta Alliance Mineral Resources, Inc.

主な内容 貸付実行日 平成22年２月５日

　 融資額 金 200千米ドル

　 融資手数料 10％

　 差入担保資産 販売先企業に対する売掛債権等の資産

　 返済期日 上記信用状が決済された日

② 500千米ドルの貸付に係る金銭消費貸借契約（株式転換権付貸付に係る契約）

契約締結日 平成22年２月17日

当事者 貸主 株式会社アイビーダイワ

　 借主 Leeocta Alliance Mineral Resources, Inc.

主な内容 貸付実行日 平成22年４月12日

　 融資額 金 500千米ドル

　 年金利 10％

　 差入担保資産 販売先企業に対する売掛債権等の資産

　 返済期日 貸付実行日より１年を経過した日

　

(3) 繊維事業部門の事業譲渡および貸付に係る契約

当社は、平成22年３月９日開催の取締役会において、平成22年４月１日をもって、当社繊維事業部門

の従業員によって平成21年11月13日に設立された株式会社ホーコクに対し、平成22年４月１日を譲渡

期日として、繊維事業部門を32百万円の譲渡価額で譲渡することを決議し、平成22年３月10日付で、株

式会社ホーコクとの間で、事業譲渡に係る契約を締結しております（後記「第５　経理の状況」「１　

連結財務諸表等」「注記事項」「重要な後発事象」に記載のとおり、平成22年４月１日付で、予定通り

事業譲渡を実行いたしました）。

事業譲渡に係る譲渡価額は、独立の公認会計士による公正価額の算定額を基準に株式会社ホーコク

と協議した結果、32百万円といたしました。譲渡価額32百万円の決済方法については、全額当社より同

社に対する貸付（貸付期間10年間）とし、同社より、貸付金の返済として回収する予定となっており、

事業譲渡に係る契約に、当該貸付に係る条件が規定されております。

当社から株式会社ホーコクに対する長期貸付に係る主な条件は下記のとおりであります。

契約締結日 平成22年３月10日

当事者 貸主 株式会社アイビーダイワ

　 借主 株式会社ホーコク

　 連帯保証人
髙橋　真
(株式会社ホーコク　代表取締役)

主な内容 貸付実行日 平成22年４月１日

　 融資額 金 32百万円

　 年金利 ２％

　 差入担保資産 大手顧客に対する売掛金の受取債権に対する担保設定

　 返済期日 平成22年９月30日より平成32年６月30日迄

　

６【研究開発活動】

該当事項はありません。

　

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
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(1) 財政状態の分析

（総資産）

当連結会計年度末における総資産は734百万円となり、前連結会計年度末（6,632百万円）に比べ

5,897百万円の大幅減少となりました。流動資産は、前連結会計年度末（592百万円）との比較におい

て、主に、現金及び預金が前連結会計年度末（260百万円）から118百万円減少して142百万円となった

こと等を理由として97百万円が減少し495百万円となりました。固定資産は、有形固定資産については、

カミ鉱区の坑井の減損処理を行ったこと等により、前連結会計年度末（494百万円）から344百万円減

少して150百万円となり、無形固定資産については概ね前連結会計年度末（１百万円）から変わらず１

百万円であり、投資その他の資産については、前記のとおり、リード社が当社グループの持分法適用会

社でなくなったために、関係会社株式が5,474百万円減少して計上額がゼロとなったことを主な理由と

して、前連結会計年度末（5,538百万円）から5,449百万円減少して88百万円となり、結果、前連結会計

年度末（6,034百万円）から5,794百万円減少の239百万円となりました。繰延資産は、前連結会計年度

末（５百万円）との比較において、５百万円減少し、計上額はゼロとなりました。

　

（負債）

当連結会計年度末の負債総額はは239百万円となり、前連結会計年度末（5,364百万円）に比べ、

5,125百万円の大幅減少となりました。この減少の最大の理由は、前記のとおり、当社グループ最大の債

権者であったＡＤＭ社に対し、債務の代物弁済として、平成22年２月、当社連結子会社ＡＳＳＧＪＰ１

社の全株式を譲渡し、当社グループの唯一の有利子負債であったＡＤＭローンに係る全債務が消滅し

たことによるものであります。当連結会計年度末において、前連結会計年度末と比較し、流動負債は

5,125百万円減少して158百万円となり、一方固定負債は概ね前連結会計年度末（81百万円）と変わら

ず80百万円でありました。

　

（純資産）

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末（1,267百万円）に比べ771百万円減少し、495百万

円となりました。これは主に、当社グループの債務返済のための資金、運転資金および投資資金等の調

達のために行った株式の発行（当連結会計年度において発行した株式数：202,093,000株。調達した資

金：911百万円）の結果、資本金および資本準備金がそれぞれ457百万円増加したものの、当期純損失

1,843百万円を計上したことに加え、為替換算調整勘定が844百万円増加したことによるものです。

　

(2) 経営成績の分析

当社は、平成17年６月、天然資源開発投資事業を当社の中核事業として推進することを新たに決定し、

その後、米国において、石油・ガス探鉱事業を推進するロドール社および、石油・ガス生産・開発事業を

推進するリード社（当時はダーシー社）を買収し、子会社化いたしました。また、リード社の買収とほぼ

同時に、同社との間で鉱区探索契約を締結しており、同社に対し紹介し、同社が獲得した鉱区につき、一定

の条件で権益を取得できる参加権を保有していたバイロン・エナジー・ピーティーワイ・リミテッド

（以下、本報告書において「バイロン社」という）の株式の取得も実行いたしました。その後、平成20年

３月には、オーストラリアにおいてウラン探鉱事業を推進するアダヴェイル社（但し、本報告書提出日現

在においては、同社は、インドネシアにおける石炭探鉱事業も推進しております）に対し、戦略的出資を

いたしました。さらに、平成21年３月に、当社は、米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区における８％の

権益を取得し、また平成22年２月には、メキシコにおける鉄鉱石の開発・生産事業に従事するリーオクタ

社に対し、将来、当社グループの営業キャッシュ・フローに確実に貢献すると判断できる段階において資
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本に振り替えることを前提として、株式転換権付貸付を実行しております。

当社の子会社化以降、ロドール社は、最初の比較的低リスクのカミ鉱区における探鉱に成功し、生産化

につなげることができたものの、その後、早期の大きな収益獲得を目指し、ハイリスク・ハイリターンの

深層部探鉱を２件推進し、巨額の資金を投入した結果、実質的に失敗に終わり、その後当社グループがＡ

ＤＭローンを借り入れねばならない原因を作ることとなりました。

一方のリード社は、複数の優良な生産・開発鉱区を継続的に獲得し、確認埋蔵量の増加によって、企業

価値を大きく増大し、平成19年８月、ロンドン証券取引所ＡＩＭ市場に上場を果たし、当社グループは、

リード社株式を担保として、ＡＤＭローンを借り入れることが可能となり、また、最終的には、平成22年２

月、ＡＤＭローンに係る当社グループの一切の債務の代物弁済として、リード社株式をほぼ全ての資産と

して保有していたＡＳＳＧＪＰ１社の株式をＡＤＭ社に対し譲渡することにより、当社グループの存続

を脅かしていた有利子負債を一掃いたしました。また、バイロン社についても、リード社の企業価値増大

と並行して企業価値が増大し、その結果、前連結会計年度中に、当社が保有していたバイロン社全株式を

売却し、投資有価証券売却益を計上しております。

アダヴェイル社については、同社が推進する探鉱事業の結果の判明が期待より大きく遅延しているこ

と等から、オーストラリア証券取引所に上場する同社の株価は当社による出資後下落しております。同社

は、当連結会計年度中、オーストラリアにおけるウラン探鉱事業に加え、インドネシアにおける石炭探鉱

事業に着手いたしました。当社グループは、同社のこの新規事業の今後の発展に期待をしております。

　

過去の反省から、当社グループは、天然資源開発投資事業については、ハイリスク・ハイリターンの深

層部探鉱重視の資金の投下を抜本的に見直し、低リスク・低リターンの生産事業および、中リスク・中リ

ターンの開発事業または比較的低リスクの浅層部探鉱事業を中心として、資金繰りの状況に応じ、投資を

行っていく方針に転換しております。

また、営業キャッシュ・フローが黒字化するに至っていないことから、当社グループは運転資金を借入

金によって賄う体質となっておりますが、この体質改善のため、経常的なキャッシュフローを生む資産に

対する投資を第一に考える方針への転換を行っております。資源・エネルギー関連分野に限らず、既存の

食品事業分野および、資源・エネルギー関連分野に隣接した、環境・省資源関連分野において、新規の投

資案件につき、検討を行っております。

なお、当該部分の詳細な分析につきましては、前記「第２　事業の状況」「１　業績等の概要」「(1) 業

績」に記載しているとおりであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、運転資金および事

業規模拡大のための投資資金を、外部調達によって賄う体質となっております。このような体質の改善の

ため、営業キャッシュ・フローを生む資産に対する投資を第一に考える方針に転換しております。

当社グループの運転資金を確保できる水準以上にキャッシュ・フローを安定的に計上できる段階に早

期に到達することを当面の経営の目標としております。このため、資金繰りの状況に応じ、経常的な

キャッシュ・フローを生むべき新規の資産に対し投資を行うべく検討を継続しており、慎重に実施して

おります。

この戦略の一環として、平成21年３月には、米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区における８％の権

益を取得しておりますが、獲得直後より、小額ではあるものの、当社グループの営業キャッシュ・フロー

に貢献しております。
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また、平成22年２月には、メキシコにおける鉄鉱石の開発・生産事業に従事するリーオクタ社に対し、

将来、当社グループの営業キャッシュ・フローに確実に貢献すると判断できる段階において資本に振り

替えることを前提として株式転換権付貸付を実行し、その後、平成22年６月、同社に対する貸付債権を同

社株式に転換し、出資に振り替えております。

さらに、後記「第５　経理の状況」「１　連結財務諸表等」「注記事項」「重要な後発事象」に記載の

とおり、平成22年４月に、当社グループの食品事業部門を営業キャッシュ・フローに貢献しうる部門に成

長させることを目的とし、食品事業推進の核として、株式会社ハミングステージを完全子会社化いたしま

した。

一方で、経営資源を経常的なキャッシュ・フローに貢献する事業に集中させるため、将来的な成長が見

込めない事業については見直しを行っております。平成22年４月に、繊維事業部門を株式会社ホーコクに

譲渡し、繊維事業から撤退したのは、この戦略の一環であります。

なお、当該部分の詳細な分析につきましては、前記「第２　事業の状況」「１　業績等の概要」「(2) 

キャッシュ・フローの状況」に記載しているとおりであります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度に行った重要な設備投資はありません。

　

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

　

提出会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年３月31日現在

事業所名

(所在地)

事業の種類別

セグメントの

名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数

(人)
建物及び構築物 坑井

車両運搬具

及び

工具器具備品

合計

本社

(東京都千代田区）

本社共通・

天然資源開発

投資事業・

食品事業

生産管理設

備
― 145,211 1,114 146,325　

加須工場

(埼玉県加須市）
繊維事業 生産設備 2,785 ― 923 3,708 ５(3)

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数欄の（　）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。　

　

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

特記すべき事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,200,000,000

合計 1,200,000,000

　

②【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成22年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年６月　　23
日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 643,493,000659,493,000
ジャスダック
証券取引所

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 643,493,000659,493,000― ―

(注) １　発行済株式のうち、106,400,000株は現物出資（関係会社株式　23,940百万円）によるものであり、81,293,000

株は現物出資（借入金の株式化　300百万円）によって発行されたものであります。

２　平成22年４月、ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市

場）となっております。

　

(2)【新株予約権等の状況】

①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおり

であります。

臨時株主総会決議（平成17年９月２日）

　
事業年度末現在
(平成22年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年５月31日)

新株予約権の数(個） 3,050個 3,050個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 3,050千株 　　　　　　　　　3,050千株

新株予約権の行使時の払込金額 　　１株当たり220円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年９月３日　　　　　　　　　　至

　平成27年９月２日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 　　  220円　　　　　 資本組
入額　 　110円

同左
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事業年度末現在
(平成22年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年５月31日)

新株予約権の行使の条件

１  本新株予約権は、当社の平成
17年４月1日以降における連
結損益計算書の当期純利益累
計額が6,008,781千円を超過
した後、最初に到来する定時
株主総会の日から６ヵ月後に
付与された新株予約権の30%
が18ヵ月後に付与された新株
予約権の40%がそれぞれ行使
可能となる。

同左

２  本新株予約権は、付与される
新株予約権の個数の一部につ
き、これを行使することがで
きるものとする。各新株予約
権の一部行使は、その目的た
る株式の数が、当社の１単元
の株式数の整数倍となる場合
に限り、これを行うことがで
きる。

同左

３  新株予約権の割当を受けた者
は、当社及び当社子会社の取
締役及び使用人の地位を失っ
た後も権利を行使することが
できる。ただし、当社及び当社
子会社の就業規則に基づく減
給以上の懲戒処分をうけてい
る場合、その他非合法、反社会
的行為により解雇された場
合、当社の取締役会が被付与
者の退職後権利行使が不適当
と認めた場合にはこの限りで
はない。

同左

４　新株予約権の割当を受けた者
が権利行使期間開始後に死亡
した場合、相続人がこれを行
使できるものとする。

同左

５　その他、権利行使の条件は当社
取締役会で承認された新株予
約権割当契約書に定めるとこ
ろによる。

同左

新株予約権の償却の事由および条件

１  当社は、取締役会の決議によ
り、被割当者が行使し得なく
なった本新株予約権を無償で
償却することができるものと
する。

同左

２　当社が消滅会社となる合併契
約書が承認されたとき、当社
が完全子会社となる株式交換
契約書承認の議案につき株主
総会で承認されたとき、その
他企業再編等において当社取
締役会が必要と認めるとき
は、本新株予約権の全部を取
締役会の決定する価格（無償
を含む）で償却することがで
きる。

同左

有利な条件の内容
当社の取締役会および従業員に対
し、新株予約権を無償で交付した。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡するためには、
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込に関する事項 該当事項なし。 同左

組織再編行為に伴う交付に関する事項

当社が消滅会社となる合併契約書
が承認されたとき、当社が完全子会
社となる株式交換契約書承認の議
案または株式移転の議案につき株
主総会で承認されたとき、その他企
業再編等において当社取締役会が
必要と認めるときは、本新株予約権
の全部を取締役会の決定する価格
（無償を含む）で消却することが
できる。

同左
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②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

取締役会決議（平成21年２月26日）

　
事業年度末現在
(平成22年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年５月31日)

新株予約権の数(個） ２個 ２個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 　　　2,000千株 　　　　2,000千株

新株予約権の行使時の払込金額 　　１株当たり 5.3円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成21年３月16日　　　　　　　　　
　至　平成23年３月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 　　   5.3265円　　　　　 
資本組入額　 　2.66325円

同左
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事業年度末現在
(平成22年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年５月31日)

新株予約権の行使の条件

１  各本新株予約権の一部行使は
できないものとする。

同左

２  以下の(i）乃至(iii）のいず
れかの事由が生じた場合に
は、新株予約権者は、残存する
本新株予約権全部につき、以
後その行使請求を行うことが
できないものとする。なお、以
下の(i）乃至(iii）のいずれ
かの事由が生じた場合には、
当社は速やかに新株予約権簿
に記載された各新株予約権者
に通知する。

(i) 当社が支払の停止に至った　　
場合または当社につき破産手
続開始、民事再生手続開始、会
社更生手続開始、特別清算開
始もしくはこれらの準じる法
的清算・再建手続の申立がな
された場合もしくは裁判所も
しくは監督官庁によりかかる
手続開始の前提行為が行われ
た場合

(ii) 当社が手形交換所の取引停止
処分を受けた場合

(iii）当社の重要な財産が差し　押
さえられた場合

同左

３ 本新株予約権の行使に際し　
て、当該時点における当社の
発行済株式総数に当該行使に
より新たに発行される当社普
通株式を加算した数が、当該
時点における当社の発行可能
株式総数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権
の行使はこれを行うことがで
きない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については権
限を設けない。ただし、新株予約権
者は、譲渡を行った場合、速やかに
当社に対し報告を行うものとする。

同左

代用払込に関する事項 該当事項なし。 同左

組織再編行為に伴う交付に関する事項 該当事項なし。 同左

自己新株予約権の取得事項

当社は、株式会社ジャスダック証券
取引所における当社普通株式の普
通取引の10連続取引日のVWAPの平
均値が、本新株予約権の行使価格に
150％を乗じた金額を上回る場合
に、当社が、当該本新株予約権の新
株予約権者に対し書面で本新株予
約権の行使の依頼を行ったにも関
らず、当該行使の依頼後５取引日以
内に本新株予約権の行使が全く行
われない場合、当社取締役会が本新
株予約権を取得する日を定めるこ
とができる。

当社は、株式会社大阪証券取引所
（ＪＡＳＤＡＱ市場）における当
社普通株式の普通取引の10連続取
引日のVWAPの平均値が、本新株予約
権の行使価格に150％を乗じた金額
を上回る場合に、当社が、当該本新
株予約権の新株予約権者に対し書
面で本新株予約権の行使の依頼を
行ったにも関らず、当該行使の依頼
後５取引日以内に本新株予約権の
行使が全く行われない場合、当社取
締役会が本新株予約権を取得する
日を定めることができる。

　上記の新株予約権につき、当社役員の保有はありません。
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取締役会決議（平成21年12月８日）

　
事業年度末現在
(平成22年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年５月31日)

新株予約権の数(個） 2,348個 2,238個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 　　234,800千株 　　　　223,800千株

新株予約権の行使時の払込金額 　　１株当たり4.4円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成21年12月25日　　　　　　　　　　至

　平成22年12月24日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 　　   4.41665円　　　　　 資
本組入額　 　2.208325円

同左
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事業年度末現在
(平成22年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年５月31日)

新株予約権の行使の条件

１  各本新株予約権の一部行使は
できないものとする。

同左

２  以下の(i）乃至(iii）のいず
れかの事由が生じた場合に
は、新株予約権者は、残存する
本新株予約権全部につき、以
後その行使請求を行うことが
できないものとする。なお、以
下の(i）乃至(iii）のいずれ
かの事由が生じた場合には、
当社は速やかに新株予約権簿
に記載された各新株予約権者
に通知する。
(i) 当社が支払の停止に至っ
た　　場合または当社につき破
産手続開始、民事再生手続開
始、会社更生手続開始、特別清
算開始もしくはこれらの準じ
る法的清算・再建手続の申立
がなされた場合もしくは裁判
所もしくは監督官庁によりか
かる手続開始の前提行為が行
われた場合
(ii) 当社が手形交換所の取
引停止処分を受けた場合
(iii）当社の重要な財産が差
し押さえられた場合

同左

３ 本新株予約権の行使に際して、
当該時点における当社の発行
済株式総数に当該行使により
新たに発行される当社普通株
式を加算した数が、当該時点
における当社の発行可能株式
総数を超過することとなると
きは、当該本新株予約権の行
使はこれを行うことができな
い。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡を行う場合は、当
社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込に関する事項 該当事項なし。 同左

組織再編行為に伴う交付に関する事項 該当事項なし。 同左

自己新株予約権の取得事項

当社は、本新株予約権の割当日以
降、当社取締役会が本新株予約権を
取得する日（以下「取得日」とい
う。）を定めたときは、取得の対象
となる本新株予約権の新株予約権
者に対し、取得日の通知又は公告を
当該取得日の10取引日前までに行
うことにより、取得日の到来をもっ
て、本新株予約権１個当たり1,665
円の価額で、当該取得日に残存する
本新株予約権の全部または一部を
取得することができる。本新株予約
権の一部の取得をする場合には、抽
選その他の合理的な方法により行
うものとする。

同左
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(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年２月１日以降の開始事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありま

せん。

　

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式 発行済株式
資本金増減額 資本金残高

資本準備金 資本準備金

総数増減数 総数残高 増減額 残高

    (株)     (株)     (千円)     (千円)     (千円)     (千円)

平成17年４月１日
～

58,902,000225,000,000883,5306,714,044883,5302,049,044
平成17年12月15日
(注)１

平成17年12月15日
102,469,000327,469,00011,578,99718,293,04111,476,52813,525,572

(注)２

平成17年12月16日
～

30,400,000357,869,000456,00018,749,041456,00013,981,572
平成17年12月29日
(注)１

平成17年12月29日
2,866,000360,735,000323,85819,072,899320,99214,302,564

(注)２

平成17年12月30日
～

64,600,000425,335,0001,001,30020,074,199232,50015,303,864
平成18年３月31日
(注)１

平成18年６月５日
1,065,000426,400,000120,34520,194,544119,28015,423,144

(注)２

平成18年６月21日
― 426,400,000 ― 20,194,544△ 6,210,5719,212,572

(注)３

平成19年７月５日
― 426,400,000△ 12,301,6647,892,879△ 9,212,572 ―

(注)４

平成21年３月16日
15,000,000441,400,00037,5007,930,37937,500 37,500

(注)５

平成21年４月１日
～

50,000,000529,400,000133,1628,063,541133,162 170,662
平成21年７月２日
(注)１

平成21年７月２日
― 529,400,000△ 7,796,474267,067△ 37,500 133,162

(注)６

平成21年７月３日
～

38,000,000529,400,000101,203 368,271 101,203 234,366
平成21年12月８日
(注)１

平成21年12月８日
81,293,000610,693,000150,392 518,663 150,392 384,758

(注)７

平成21年12月25日
～

32,800,000643,493,00072,433 591,096 72,433 457,191
平成22年３月31日
(注)１

(注) １　新株予約権の行使による増加であります。

２　ロドール社株式の公開買付に係る新株式発行による増加であります。

　　平成17年６月28日開催の取締役会決議において、当社は、平成17年６月28日、当時ロンドン証券取引所ＡI Ｍ市

場に上場していたロドール・リソーシス・インク（ロドール社の前身）が発行する全株式を公開買付によっ

て取得することを決定いたしました。当該公開買付を行うために、同社株主（当時）から同社株式の現物出資

を受け、これに対し当社の新株式を発行することとし、平成17年12月15日に第一次締切分に対し102,469,000

株、平成17年12月29日に第二次締切分に対し2,866,000株、平成18年６月５日に強制買付分に対し1,065,000

株、それぞれ発行いたしました。
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　　　発行価格　　　　225円　

　　　資本組入額　　　113円
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３　平成18年６月21日に開催された定時株主総会における決議の結果、資本準備金を6,210,571千円減少しており

ます。

４　平成19年６月20日に開催された定時株主総会における決議の結果、資本金を12,301,664千円、資本準備金を

9,212,572千円減少しております。

５　第三者割当による新株式発行による増加であります。

　　　発行価格　　　　5.00円　

　　　資本組入額　　　2.50円　

６　平成21年６月24日に開催された定時株主総会における決議の結果、資本金を7,796,474千円、資本準備金を

37,500千円減少しております。

７　第三者割当による新株式発行による増加であります。

　　　発行価格　　　　3.70円

　　　資本組入額　　　1.85円

８　平成22年４月１日から平成22年６月14日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が16,000,000株、

資本金が35,333千円および資本準備金が35,333千円増加しております。

　

(6)【所有者別状況】

平成22年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

－ ２ 12 144 92 99 15,52815,877 ―

所有株式数
(単元)

－ 301 2,84842,14856,0341,067541,067643,46528,000

所有株式数
の割合(％)

－ 0.05 0.44 6.55 8.71 0.17 84.09100.00 ―

(注) １　自己株式23,038株は「個人その他」に23単元、「単元未満株式の状況」に38株含めて記載してあります。

２　上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が35単元含めて記載してあります。
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(7)【大株主の状況】

平成22年３月31日現在

氏名又は名称 住　所
所有株式
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

鈴木　昭作 東京都新宿区 42,550 6.61

株式会社ＡＩＴコーポレーション
代表取締役　伊藤　勝彦

東京都中央区日本橋茅場町１丁目６
番３号

14,000 2.17

吉田　原 東京都町田市 11,217 1.74

畑崎　廣敏 兵庫県芦屋市 7,375 1.14

バンク　オブ　ニューヨーク　ジーシーエム　クラ
イアント　アカウント　ジェイピーアールーデイ
　アイエスジー　エフイー－エーシー
（常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 F LEET
STREET LONDON EC4A 2BB UNITED
KINGDOM
（東京都千代田区丸の内２丁目７－
１）

6,557 1.01

トゥーサム　インベストメンツ　リミテッド
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）
　

ケイマン諸島KY-1112,　グランド
・ケイマン、ジョージタウン
（東京都中央区日本橋３丁目11－
１）

5,500 0.85

株式会社ダイナシティプラス
代表取締役　向後　薫

東京都中央区勝どき５丁目５番14号 5,000 0.77

株式会社ウィザードインベストメント
代表取締役　鈴木　直実

東京都渋谷区代官山９－７ 4,746 0.73

エムエルピー　エフエス　カストデイー
（常任代理人　メリルリンチ日本証券株式会
社）

SOUTH TOWER WORLD FINANCIAL
CENTER NEW YORK NY 1 0080-0801
USA
（東京都中央区日本橋１丁目４－
１）

4,188 0.65

藤井　和幸 兵庫県神戸市西区 4,085 0.63

計 ― 105,218 16.3
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(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

―
株主として権利内容に制限の
ない標準となる株式普通株式 23,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 643,442,000643,442 同上

単元未満株式 普通株式 28,000 ― 同上

発行済株式総数 643,493,000― ―

総株主の議決権 ― 643,442 ―

(注) １　「単元未満株式」の欄には当社所有の自己株式38株が含まれております。

２　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が35千株（議決権35個）が含まれてお

ります。

　

②【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社アイビーダイワ

東京都渋谷区千駄ヶ谷
五丁目23番13号

23,000 － 23,000 0.0

計 ― 23,000 － 23,000 0.0

　

EDINET提出書類

株式会社アイビーダイワ(E00597)

有価証券報告書

 38/137



(9)【ストックオプション制度の内容】

当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280

条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき，平成17年９月２日臨時株主総会において特別決議されたも

のであります。この詳細は第4提出会社の状況（２）新株予約権等の状況に記載されております。

発行決議の日（取締役会） 平成17年９月16日

付与対象者の区分および人数(名)
取締役（８名）および

従業員（14名）

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の数 3,050個

新株予約権の目的となる株式の数 3,050,000株

新株予約権の払込金額 220円(注２)

新株予約権の行使期間
自平成19年９月３日

至平成27年９月２日

新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権は、当社の平成17年４月１日以降に開始す
る各連結会計年度における連結損益計算書の当期純利益累
計額が6,008,781千円を超過した後、最初に到来する定時株
主総会の日から６ヵ月後に付与された新株予約権の30%が、
12ヵ月後に付与された新株予約権の30%が、18ヵ月後に付与
された新株予約権の40%がそれぞれ行使可能となる。

②　本新株予約権は、付与される新株予約権の個数の一部に
つき、これを行使することができるものとする。各新株予約
権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の１単元の
株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができ
る。

③ 新株予約権の割当を受けた者は、当社及び当社子会社の
取締役及び使用人の地位を失った後も権利を行使すること
ができる。ただし、当社及び当社子会社の就業規則に基づく
減給以上の懲戒処分をうけている場合、その他非合法、反社
会的行為により解雇された場合、当社の取締役会が被付与
者の退職後権利行使が不適当と認めた場合はこの限りでな
い。

④ 新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間開始後に
死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。

⑤ その他、権利行使の条件は当社取締役会で承認された新
株予約権割当契約書に定めるところによる

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 　　　　　　　　　　 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

　　　　　　　　　　 ―

(注) １　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数につきましては、平成20年６月26日現在付与されている
個数およびそれに応答する株式数です。

２　当社が株式分割または併合を行う場合には、１株当たりの行使価格を次の算式により調整し、調整の生じる１
円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価格 ＝ 調整前行使価格 ×
1

分割・併合の比率

　　上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準
じ、行使価格の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役が１株当たりの行使価
格を適切に調整できるものとする。

３　新株予約権の消却の事由および条件
　①当社は、取締役会の決議により、被割当者が行使し得なくなった本新株予約権を無償で消却することができる
ものとする。
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　②当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案また

は株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき、その他企業再編等において当社取締役会が必要と認め

るときは、本新株予約権の全部を取締役会の決定する価格(無償を含む)で消却することができる。

　

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第７号による普通株式の取得

　

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株）
価額の総額
（千円）

当事業年度における取得自己株式 1,200 ６

当期間における取得自己株式 － －

（注）当期間における取得自己株式には、平成22年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ

る株式数は含めておりません。

　

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った取得
自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式
 

－
－ － －

合併、株式交換、会社分割に係る移
転を行った取得自己株式

－ － － －

その他　（―） － － － －

保有自己株式数 23,038 － 23,038 －

（注）当期間における保有自己株式数には、平成22年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。
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３【配当政策】

当社は、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保

しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行うことを目標とし、また、基本方針としておりま

す。

営業利益を安定的に計上し得る状況を確保し得た段階で、配当性向の目処、また毎事業年度における配当

の回数等の具体的な数値目標ならびに方針を設定します。

なお当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に掲げる事項につき、将来的な事業戦略を勘案し

つつ経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行い、また機動的な資本政策を実行するため、法令に別

段の定めがある場合を除いて、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定

款で定めております。

当期につきましては、当期純損失を計上しているため、無配といたしました。

　

４【株価の推移】

(1)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

最高(円) 317 281 65 23 10

最低(円) 18 44 16 ４ ２

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所（平成22年４月、ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に

伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）に上場となっております）の公表のものです。

　

(2)【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成21年10月 11月 12月 平成22年１月 ２月 ３月

最高(円) ７ ５ ５ ５ ６ ５

最低(円) ４ ３ ３ ３ ２ ３

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所（平成22年４月、ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に

伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）に上場となっております）の公表のものです。
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５【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

最高経営
責任者

髙　橋　正　紀 昭和16年７月13日生

昭和40年７月 三井物産株式会社入社

(注)
３

1,800

昭和63年10月 同社天然ガス部長

平成６年６月 米国三井物産上級副社長兼ロスアンゼ

ルス店長

平成10年１月 三井石油開発株式会社移籍

平成10年６月 同社取締役

平成15年６月 同社代表取締役副社長

平成17年１月 同社顧問

平成17年８月 当社顧問

平成17年９月 当社取締役

平成17年９月 当社代表取締役社長

平成22年５月 当社取締役会長

平成22年５月 当社代表取締役社長 (現在)

取締役
食品事業
担当責任
者

齋　藤　芳　春 昭和31年３月５日

昭和58年４月 株式会社毎日スポーツ企画取締役

(注)
３

―

平成６年１月 株式会社グロースコーポレーション常務

取締役

平成16年４月 同社専務取締役

平成22年３月 当社取締役

平成22年４月 当社代表取締役副社長

平成22年５月 当社取締役（現在)

取締役

　

有　本　研　郎 昭和28年11月20日

昭和55年５月 ファーストナショナルバンクオブボス

トン入行

(注)
３

―

昭和62年２月 バンカーズ・トラストカンパニー入行

平成２年４月 シティーコープ　インターナショナル　グ

ループ入社

平成４年４月 シティーバンク転籍

平成５年２月 シティーコープ証券会社（東京支店）

ディレクター証券会社支店長

平成11年４月 モルガンスタンレージャパン証券会社

（東京支店）投資銀行部　保険戦略グルー

プ　エグゼクティブディレクター

平成14年５月 リーマンブラザーズ証券会社（東京支

店）投資銀行部　金融法人グループ責任者

　ストラクチャード　ファイナンス・債券

本部　マネージングディレクター

平成16年６月 ムーア・ストラテジック・バリュー・

パートナーズ・ジャパン　シニアバイスプ

レジデント

平成17年２月 エービーエヌ・アムロ証券会社（東京支

店）金融法人部　保険グループ　マネージ

ングディレクター

平成17年５月 カリヨン証券（東京支店）マネージング

ディレクター

平成19年５月 カリヨン銀行（東京支店）マネージング

ディレクター

平成21年９月 ＡＩＵ保険会社　営業開発本部　金融法人

企画開発部　営業顧問（現任）

平成22年６月 当社取締役（現在)

(保有資格等） 日本証券業協会会員

　 営業責任者・内部管理責任者

　 経済学修士（Western Michigan

University)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

常勤
監査役

　 阿　井　公　宗 昭和20年３月22日

昭和42年４月 日本電子株式会社入社

（注）
４

―

昭和50年９月 コーニング・インターナショナル株式

会社入社

昭和51年11月 クラウン・リーシング株式会社香港法

人社長　兼　国際部副部長

平成２年８月 コスモ信用組合営業推進本部長、第２

ブロック長　兼　芝支店長

平成４年２月 株式会社日本設計総務本部参事

平成17年５月 株式会社ジーエヌアイ経営管理部ジェ

ネラルマネージャー

平成17年10月 シュアラスターホールディングス株式

会社　経営総括本部副本部長　兼　経理

部長　兼　同社子会社　監査役

平成18年９月 株式会社ノッキングオン常勤監査役

平成19年７月 マッチングワールド株式会社

常勤監査役

平成21年６月 当社常勤監査役 (現在)

監査役 　 佐　藤　和　利 昭和21年２月９日生

昭和39年４月 ミズノ株式会社入社

（注）
５

―

平成６年４月 ミズノゴルフバード株式会社

代表取締役

平成12年７月 株式会社昼夜通信啓衆社

代表取締役

平成13年６月 当社監査役 (現在)

監査役 　 古　澤　　徹 昭和46年５月４日生

平成９年２月 センチュリー監査法人

(現：新日本有限責任監査法人) 入所

（注）
６

―

平成13年４月 古澤徹公認会計士事務所開設（現任)

平成17年６月 有限会社英語屋 取締役

平成17年７月 Manchester Business School卒業

平成20年６月 当社監査役 (現在)

(保有資格等) 公認会計士、税理士、MBA

計 1,800

　
(注) １　取締役有本研郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役阿井公宗、佐藤和利および古澤徹は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る株主総会終結の時ま

でであります。

４　常勤監査役阿井公宗の任期は、後任として選任された平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24

年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役佐藤和利の任期は、平成16年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総

会終結の時までであります。

６　監査役古澤徹の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会

終結の時までであります。

７　所有株式数については、本報告書提出日現在の株式数を記載しております。

８　当社では、経営の意思決定・監督と業務執行の機能を明確に分離することにより、双方の機能強化、経営組織の

強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日現在における執行役員は下記のとおりで

す。

地位 氏名 担当

社長執行役員 髙橋　正紀 最高経営責任者

副社長執行役員 齋藤　芳春 食品事業担当責任者

執行役員 辰巳　英城 管理担当責任者

執行役員 井上　正隆 広報ＩＲ担当責任者
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

①【企業統治の体制】

　・　企業統治の体制の概要

当社は、重要な経営意思の決定および業務執行の監督機関として取締役会、業務執行機関として代表

取締役、監査機関として監査役(会)を設置しております。

また、執行役員制度を導入しており、法令により取締役会の責務と定められている事項を除き、業務

の執行に係る決定権およびそれに係る代表取締役以下の業務執行権限を、それぞれ執行役員会および

執行役員以下の業務ラインに委譲しております。 

会社の機関および内部統制システムの関係と概要については、下図をご参照ください。 

　

コーポレート・ガバナンスおよび内部統制体制模式図

　

　・　企業統治の体制を採用する理由

当社は、当社経営理念に基づく経営目的を達成するために、統制体制の充実、リスク管理体制の強化、開

示統制体制の確立等を通して、コンプライアンス意識の徹底、経営の健全性、透明性および効率性を確保

することをコーポレート・ガバナンスと定義しております。このため、重要な経営意思の決定および業務

執行の監督機関として取締役会、業務執行機関として代表取締役を設置し、さらに、迅速な業務執行およ

び牽制・検証機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。また、監査役（および監査役

会）による経営監視を基盤としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

　

　・　内部統制システムの整備の状況

当社は、上記①の体制を通じて、内部統制システム構築における基本である職務分掌、すなわち、経営

意思決定と業務執行の分離、および責任と権限の明確化を図っております。
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その結果として、取締役会、代表取締役、執行役員会、執行役員以下の業務ラインの各々がその本来的

職責に専念することによる全社的な最適化が実現され、意思決定や業務執行の迅速性・効率性が向上

すると同時に、各々の間に牽制・検証機能が働くことにより適切な業務運営が確保される体制が確立

しております。

また、業務の適正性を確保する観点、ならびに適正性を確保することが終局的には効率性の維持向

上、資産の保全、財務報告の信頼性の確保、および法令遵守体制の確立にも資するとの観点から、当社

は、内部統制システム構築の責任部署である経営管理グループが、同じく社長直属の独立部門である内

部監査室、さらには監査役(会)と連携しつつ、会社および役職員の行動の基礎となる企業倫理方針やリ

スク管理を始めとする規程等の社内ルールの策定、ならびにルールに沿った運用の実践に関して、ルー

ル面・運用面双方からの適宜・適切な改善および社内浸透を主導しております。

　

　・　リスク管理体制の整備の状況

上述のリスク管理に関する規程の策定・運用等に加えて、ガバナンス機能の有効性を保証・増進す

るとともに、コンプライアンスの側面からのリスク管理を徹底するための制度として、当社は平成19年

１月に代表取締役社長の諮問機関としてコンプライアンス委員会を発足させております。同委員会は

定期的に開催され、社外の経験豊富な弁護士を委員に迎えて、公正・中立な立場より当社のコンプライ

アンス体制の整備・改善につき積極的に提言を行い、内部通報制度の導入その他経営の健全性および

透明性の確保を推進しております。

これらの結果として、新執行体制の発足および天然資源開発投資事業への経営基盤転換以来の重要

課題であった、経営基本規程、経営組織規程、機能別運用規程および運用マニュアルの再整備作業、なら

びに統制環境、リスク管理体制の整備、正確かつ充分な情報の整理とその適時・適正な伝達の仕組み

は、企業インフラの抜本的な見直し・再設計を通じてこれまでに構築を完了しており、また、継続して、

実際の運用を通じてさらなる改善を図っております。

　

②【内部監査および監査役監査の状況】

当社の内部監査体制については、他の業務部門から独立した社長直轄の内部監査室(１名)を設置す

るとともに、内部監査規程に基づく年間内部監査計画を作成し、個別の内部監査実施要領に準拠して、

内部監査を実施しております。監査は業務上の不正および誤謬の発見にとどまらず、未然の不正防止お

よび各業務ラインの業務遂行状況も重視して実施し、社長に報告書を提出しております。さらに、必要

な改善事項等について社長と協議する仕組みを構築しております。当期においては、金融商品取引法に

おける財務報告に係る内部統制報告制度への対応のため、内部管理体制の見直しならびに体制整備

たっての助言を与えるほか、経営者による評価業務の補助等の活動に特に注力いたしました。

当社の監査役監査については、法令遵守体制を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させる観点

から、監査役３名いずれもが社外監査役であり、また各監査役はそれぞれ監査実務や会計分野等におけ

る実績と専門性を有しております。各監査役およびそれにより構成される監査役会は、取締役の職務の

執行が法令および定款を遵守して行われているか否かを監査する適法性に係る業務監査、ならびに関

連法令の規定を遵守した会計監査を実施しております。 

内部監査室長と監査役は、必要に応じ具体的問題に関して協議を行っているほか、日常的に緊密な連

絡を保持し、連携を強化し監査にあたっております。
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当社の会計監査については、監査法人により、日本の会計基準に準拠した正確な会計処理が行われて

いるか否かにつき徹底した監査が実施され、その結果に関しては、当社における会計責任部署である財

務経理グループに伝達されるとともに、監査役による事前検証を経た後、最終的に取締役会へ報告され

ております。 監査役は事前検証の際に必要に応じて監査法人との相互協議を行っているほか、内部監

査室長も必要に応じて監査法人との会合に出席し、または面談の機会を持つなど、各々連携を図ってお

ります。

なお、常勤監査役阿井公宗は、平成４年から平成17年まで勤務した株式会社日本設計、その後平成17

年に勤務した株式会社ジーエヌアイ、および、その後平成17年から平成18年まで勤務したシュアラス

ターホールディングス株式会社に在籍中の通算14年に亘り、決算手続および財務諸表の作成等に従事

しておりました。また、監査役古澤徹は、公認会計士の資格を有しております。

　

③【会計監査の状況】

当事業年度における会計監査の状況は下記のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名

南　　幸治 監査法人和宏事務所

高木　快雄 監査法人和宏事務所

　　　監査業務に係る補助者は、公認会計士２名であります。

　

④【社外取締役および社外監査役】

当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。各社外役員と当社との人的関係、資本的関係

または取引関係その他の利害関係は以下のとおりであります。

社外取締役有本研郎が勤務するＡＩＵ保険会社と当社との間で、保険取引がありますが、同氏が当社取

締役就任以前に一般の取引条件で開始したものであり、同氏またはＡＩＵ保険会社と当社には、特別の利

害関係はありません。 

社外監査役阿井公宗は他の会社の役職等を兼務しておらず、同氏と当社には、人的関係、資本的関係、ま

た取引関係はなく、特別の利害関係はありません。 

社外監査役佐藤和利は他の会社の役職等を兼務しておらず、同氏と当社には、人的関係、資本的関係、ま

た取引関係はなく、特別の利害関係はありません。

社外監査役古澤徹および同氏が代表を務める古澤徹公認会計士事務所は、当社との間で、人的関係、資

本的関係、また取引関係はなく、特別の利害関係はありません。

当社は、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を確保するため、原則として、社外取締役およ

び社外監査役を選任するよう努めております。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたっては、会社法上の要件を充たしていることは

もちろんのこと、原則として、当社の関係会社、大株主、または重要な取引先等に該当せず、特別の利害関

係を有せず、高い独立性を有していることについても重視し行っております。

なお、取締役会等、社外取締役および社外監査役が出席を要する会議の事務局は、経営管理グループが

務めており、会議資料は事前に経営管理グループから各社外取締役および社外監査役に送付し、社外取締

役および社外監査役をサポートしております。

当社は、社外役員として有用な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第１項の規定に基づき、

定款において、社外取締役、社外監査役および会計監査人との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲

に限定する契約を締結できる旨を定めており、社外取締役および社外監査役との間で、当該責任限定契約

を締結しております。会計監査人との間において当該責任限定契約は締結しておりません。
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当社が社外役員との間で締結している契約内容の概要は以下のとおりであります。

・ 社外取締役・監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427

条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

・ 上記責任限定が認められるのは、社外取締役・監査役がその責任の原因となった職務の遂行につい

て善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

　

⑤【役員報酬等】

　・　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分
報酬額の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(人)基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

 取締役
 (社外取締役を除く)

11,75011,750 ─ ─ ─ ５

 監査役
 (社外監査役を除く)

3,000 3,000 ─ ─ ─ １

 社外役員 16,25016,250 ─ ─ ─ ５

　

　・　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総額(千円) 対象となる役員の員数(人) 内容

37,350 ３ 執行役員としての給与であります。

　

　・　役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法

当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておらず、人材市場におけ

る賃金情報等を参考の上個別に都度決定しております。

　

⑥【株式の保有状況】

・　投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表上の合計

額

　１銘柄　74,618千円

　

・　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目

的

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円)
保有目的

アダヴェイル・
リソーシス・
リミテッド

21,333,334 74,618

同社が推進する天然資
源探鉱・開発事業に将
来共同で参加すること
等の協議を継続して行
い易くすること等を目
的とした戦略的投資

　

・　保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額

の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額

該当事項はありません。

　

⑦【取締役の定数】

当社は、取締役を９名以内とする旨を定款で定めております。 
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⑧【取締役の選解任の決議要件に関する会社法と異なる別段の定め】

当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することのできる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使するこ

とのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって

行う旨を定款で定めております。 

なお、当社定款において、取締役の選任決議は累積投票によらないものと定めております。

　

⑨【株主総会決議事項を取締役会で決議できることとする等の定め】

当社は、自己株式の取得につき、業績の状況および経済情勢の変化等に対応して財務政策その他の経

営諸施策を機動的に行うことを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議を

もって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

当社は、社外役員として有用な人材を迎えることができるよう、会社法第426条第１項の規定に基づ

き、会社法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む）、監査役（監査役であった者を含む）、

および会計監査人（会計監査人であった者を含む）の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合

は、法令が定める額を限度として取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めてお

ります。

また当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に掲げる事項につき、将来的な事業戦略を勘

案しつつ経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行い、また機動的な資本政策を実行するため、

法令に別段の定めがある場合を除いて、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めること

とする旨を定款で定めております。

　

⑩【株主総会の特別決議要件の変更】

当社は、会社法第309条第２項の定めによるべき決議は、安定的な株主総会運営の確保を通じた機動

的な会社意思決定により、迅速かつ柔軟な事業遂行を実現するため、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款

で定めております。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 15,600 ─ 14,400 ―

計 15,600 ─ 14,400 ―

　

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会社法第399条第１項および第２項の規定、

ならびに当社の定める「監査役員会規則」　第20条に則り、監査役会の同意を得た上で決定しておりま

す。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(１) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。

　

(２) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成20年４月１日から平成

21年３月31日まで)及び前事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)の連結財務諸表及び財

務諸表については、明和監査法人より監査を受け、当連結会計年度(平成21年４月１日から平成22年３月31

日まで)及び当事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表につ

いては、監査法人和宏事務所より監査を受けております。

なお、当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。

第64期連結会計年度の連結財務諸表及び第64期事業年度の財務諸表　　明和監査法人

第65期連結会計年度の連結財務諸表及び第65期事業年度の財務諸表　　監査法人和宏事務所

　

　当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。　

（１）異動に係る公認会計士等

　 ① 就任する会計監査人の名称及び事務所所在地

名称：監査法人和宏事務所

事務所所在地：東京都千代田区北乗物町７番地ＫＳビル

　 ② 退任する会計監査人の名称及び事務所所在地

名称：明和監査法人

事務所所在地：東京都中央区銀座五丁目15番１号南海東京ビル

（２）異動の年月日

平成21年６月24日（第64回定時株主総会開催日）

（３）退任する公認会計士等の直近における就任年月日

平成20年６月24日

（４）退任する公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

（５）異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であった明和監査法人が、平成21年６月24日開催の当社第64回定時株主総会終結
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の時をもって任期満了により退任するため、その後任として、監査法人和宏事務所を新たに選任する

ものであります。

（６）上記（５）の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。
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１【連結財務諸表等】
(1)【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21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 260,992 142,468

受取手形及び売掛金 137,306 111,751

製品 46,775 38,348

仕掛品 4,357 9,653

貯蔵品 1,064 2,276

前払費用 94,014 －

未収入金 293,775 20,123

差入保証金 26,350 －

短期貸付金 － 142,793

その他 21,319 27,638

貸倒引当金 △293,417 －

流動資産合計 592,538 495,052

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 36,493 28,856

減価償却累計額 △28,813 △26,070

建物及び構築物（純額） 7,679 2,785

坑井 1,019,780 163,236

減価償却累計額 △535,072 △18,025

坑井（純額） 484,708 145,211

車両運搬具及び工具器具備品 15,356 16,308

減価償却累計額 △13,562 △14,270

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 1,793 2,037

有形固定資産合計 494,181 150,034

無形固定資産 1,880 1,035

投資その他の資産

投資有価証券 28,590 74,618

関係会社株式 ※1
 5,474,037 －

出資金 50 －

長期貸付金 465,646 454,726

長期営業債権 223,350 298,890

長期前払費用 4,526 －

差入保証金 50,912 39,193

その他 － 50

貸倒引当金 △708,997 △778,698

投資その他の資産合計 5,538,117 88,781

固定資産合計 6,034,178 239,851
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

繰延資産

株式交付費 5,462 －

繰延資産合計 5,462 －

資産合計 6,632,179 734,904

負債の部

流動負債

買掛金 72,607 72,468

短期借入金 ※1
 4,745,823 －

未払金 122,805 －

未払費用 224 －

未払法人税等 1,415 1,415

預り金 13,257 －

賞与引当金 6,674 －

偶発損失引当金 320,881 －

譲渡損失引当金 － 58,134

その他 － 26,516

流動負債合計 5,283,689 158,535

固定負債

退職給付引当金 102 －

廃坑引当金 81,039 80,479

固定負債合計 81,141 80,479

負債合計 5,364,831 239,014

純資産の部

株主資本

資本金 7,930,379 591,096

資本剰余金 37,500 457,191

利益剰余金 △6,293,986 △1,037,618

自己株式 △1,843 △1,850

株主資本合計 1,672,049 8,818

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △24,445 21,582

為替換算調整勘定 △382,640 461,526

評価・換算差額等合計 △407,086 483,108

新株予約権 2,385 3,962

純資産合計 1,267,348 495,889

負債純資産合計 6,632,179 734,904
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②【連結損益計算書】
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 1,060,071 598,703

売上原価 738,905 599,272

売上総利益又は売上総損失（△） 321,166 △568

販売費及び一般管理費 ※1
 676,592

※1
 359,562

営業損失（△） △355,426 △360,131

営業外収益

受取利息 15,958 15,252

受取配当金 19 16

為替差益 52,784 29,738

持分法による投資利益 － 34,983

雑収入 3,815 9,467

営業外収益合計 72,577 89,458

営業外費用

支払利息 373,704 365,590

資金調達費用 760,463 95,484

持分法による投資損失 320,584 －

株式交付費償却 774 47,502

担保解除費用 － ※4
 90,210

雑損失 25,958 10,705

営業外費用合計 1,481,484 609,493

経常損失（△） △1,764,332 △880,166

特別利益

投資有価証券売却益 778,734 －

持分変動利益 ※2
 686,089 －

新株予約権戻入益 － 26,400

債務免除益 － ※5
 3,493,468

その他 111,103 7,483

特別利益合計 1,575,927 3,527,351

特別損失

たな卸資産廃棄損 361 －

貸倒引当金繰入額 281,795 35,978

偶発損失引当金繰入額 323,156 2,049

譲渡損失引当金繰入額 － 58,134

投資有価証券評価損 123,104 －

減損損失 ※3
 39,943

※3
 301,952

持分変動損失 － ※2
 1,302,835

関係会社株式譲渡損 － ※6
 2,781,130

その他 － 3,717

特別損失合計 768,360 4,485,798

税金等調整前当期純損失（△） △956,766 △1,838,612

法人税、住民税及び事業税 2,965 5,314

法人税等合計 2,965 5,314

当期純損失（△） △959,732 △1,843,927
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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20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,892,879 7,930,379

当期変動額

新株の発行 37,500 457,191

資本金の取崩 － △7,796,474

当期変動額合計 37,500 △7,339,283

当期末残高 7,930,379 591,096

資本剰余金

前期末残高 － 37,500

当期変動額

新株の発行 37,500 457,191

資本準備金の取崩 － △37,500

当期変動額合計 37,500 419,691

当期末残高 37,500 457,191

利益剰余金

前期末残高 △5,334,253 △6,293,986

当期変動額

資本金の取崩 － 7,796,474

資本準備金の取崩 － 37,500

連結範囲の変動 － 61,944

持分法の適用範囲の変動 － △795,623

当期純損失（△） △959,732 △1,843,927

当期変動額合計 △959,732 5,256,368

当期末残高 △6,293,986 △1,037,618

自己株式

前期末残高 △1,835 △1,843

当期変動額

自己株式の取得 △7 △7

当期変動額合計 △7 △7

当期末残高 △1,843 △1,850

株主資本合計

前期末残高 2,556,789 1,672,049

当期変動額

新株の発行 75,000 914,382

資本金の取崩 － －

資本準備金の取崩 － －

連結範囲の変動 － 61,944

持分法の適用範囲の変動 － △795,623

当期純損失（△） △959,732 △1,843,927

自己株式の取得 △7 △7

当期変動額合計 △884,740 △1,663,230

当期末残高 1,672,049 8,818
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,708 △24,445

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△26,154 46,027

当期変動額合計 △26,154 46,027

当期末残高 △24,445 21,582

為替換算調整勘定

前期末残高 139,794 △382,640

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△522,434 844,166

当期変動額合計 △522,434 844,166

当期末残高 △382,640 461,526

評価・換算差額等合計

前期末残高 141,503 △407,086

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△548,589 890,194

当期変動額合計 △548,589 890,194

当期末残高 △407,086 483,108

新株予約権

前期末残高 － 2,385

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,385 1,577

当期変動額合計 2,385 1,577

当期末残高 2,385 3,962

純資産合計

前期末残高 2,698,292 1,267,348

当期変動額

新株の発行 75,000 914,382

連結範囲の変動 － 61,944

持分法の適用範囲の変動 － △795,623

当期純損失（△） △959,732 △1,843,927

自己株式の取得 △7 △7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △546,204 891,772

当期変動額合計 △1,430,944 △771,458

当期末残高 1,267,348 495,889
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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20年４月１日
 至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22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（△） △956,766 △1,838,612

減価償却費 63,171 31,415

減損損失 39,943 301,952

のれん償却額 19,971 －

たな卸資産廃棄損 361 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 483,205 △530,831

賞与引当金の増減額（△は減少） △447 －

譲渡損失引当金の増減額（△は減少） － 58,134

株式交付費償却 774 47,502

投資有価証券売却損益（△は益） △778,734 －

投資有価証券評価損益（△は益） 123,104 －

持分法による投資損益（△は益） 320,584 △34,983

持分変動損益（△は益） △686,089 1,302,835

債務免除益 － △3,493,468

関係会社株式譲渡損 － 2,781,130

受取利息及び受取配当金 △15,978 △15,269

支払利息 373,704 365,590

為替差損益（△は益） △52,784 △84,347

売上債権の増減額（△は増加） 253,190 25,554

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,280 1,919

未収入金の増減額（△は増加） △98,400 287,556

長期前払費用の増減額（△は増加） 6,262 －

長期営業債権の増減（△は増加） － △75,539

仕入債務の増減額（△は減少） △2,724 △138

その他 △275,014 6,527

小計 △1,161,393 △863,071

利息及び配当金の受取額 15,978 1,346

利息の支払額 △374,857 △4,579

法人税等の支払額 △2,965 △2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,523,238 △868,724
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22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 △47,399 △1,780

無形固定資産の取得による支出 △1,628,311 －

有形固定資産の売却による収入 38,694 65

投資有価証券の売却による収入 839,703 －

関係会社株式の取得による支出 － △654,990

貸付けによる支出 － △203,674

短期貸付金の回収による収入 10,920 73,254

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ ※2
 △0

その他 38,064 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △748,328 △787,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 5,019,976 －

長期借入れによる収入 － 667,817

長期借入金の返済による支出 △2,680,984 △31,416

担保預金の解除による収入 682,725 －

担保預金の預入による支出 △682,725 －

株式の発行による収入 75,000 911,504

新株予約権の発行による収入 － 30,855

自己株式の取得による支出 △7 △7

その他 △2,948 △42,140

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,411,036 1,536,614

現金及び現金同等物に係る換算差額 △202 711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 139,267 △118,524

現金及び現金同等物の期首残高 121,724 260,992

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 260,992

※1
 142,468
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　【継続企業の前提に関する重要な事項】

前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

当グループは、当連結会計年度において、連結子会社ASSGJP1社とADM社との融資契約を平成20年６

月に締結し（以下、「ADMローン契約」）、ASSGJP1社が保有するLeed Petroleum PLCの全株式

104,615,384株(以下、「リード株」）を担保として差し入れたほか、当社および連結子会社Lodore

US Holdings, Inc.が当初は責任が無限定であった保証を差し入れました。

当初は、リード株の米ドル換算の時価は約118百万米ドルであり、ADMローン返済に十分な担保価値

を有しておりました。しかし、リード株の売却制限（ロンドン証券取引所AIM市場上場後１年間）が

解除された平成20年８月15日の直後より、米国に端を発した世界的金融恐慌・株安に襲われ、リード

株の米ドル建の時価は急落し、平成20年10月下旬には、契約で義務付けられていた担保カバー率を下

回る事態が生じました。

当社は、当該財務制限条項の抵触による期限の利益喪失を解消すべく、平成20年11月にADMローン

契約を修正し、ロドール社全株式および全資産、ASSGJP1社が当時保有していた全現預金7.5百万米ド

ル（ただし、当連結会計年度中に全額を一部繰上弁済に充当済）、ならびに、当社が保有するアダ

ヴェイル社株式全21,333,334株（ただし、当連結会計年度中にADMローン契約の再改定により担保解

除済）を担保として供することとなりました。一方で、当初無限定責任であった当社が差し入れてい

るADMローンの保証債務については、新たに3.55百万米ドル（ただし、当連結会計年度中、0.257百万

米ドルについては繰上弁済を行ったため、当連結会計年度末時点において3.293百万米ドルに減額）

の責任限度額を設ける措置を講じました。

この結果、当社自体のADMローンに係る責任は大きく制限することができたものの、平成20年11月

のADMローン契約改定以降もリード株の株価はさらに大きく下落し、大幅な担保割れの状況が継続し

ております。このため、当社の3.293百万米ドルを上限とした保証債務の履行の可能性が高まってお

ります。

当グループが保有する現預金の残高に鑑み、当該保証債務の履行が必要となった場合、債務不履行

に陥る可能性があります。これにより、当グループには、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような状況が存在しております。

このような状況を解消すべく、当社は、平成21年３月16日、第三者割当増資により、新株式

15,000,000株および新株予約権90個（新株予約権の対象となる当社株式90,000,000株）を発行し、

資金調達を実施いたしました。新株予約権が順調に行使された場合、当社は、当該保証債務の履行の

ための資金の確保ができる見通しであります。さらに、残りの調達資金については、米国における石

油・ガス生産鉱区の権益獲得等の新規投資に充当し、営業キャッシュフローの確保を行う予定であ

り、平成21年３月17日、当社は、米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区の８%の権益獲得を実行して

おります。

しかし、新株予約権の行使期間中であることから、このまま権利行使が順調に行われるか否かにつ

いて確証が得られていないため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を連結財務諸表には反映しておりません。
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当連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、運転資金およ

び事業規模拡大のための投資資金を、外部調達によって賄う体質となっております。このような体質

の改善のため、営業キャッシュ・フローを生む資産に対する投資を第一に考える方針に転換してお

ります。

この戦略の一環として、当社は、平成21年３月17日に、米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区に

おける８％の権益を取得しておりますが、これは、同鉱区において既に生産井が稼動しており、直ち

に当社の営業キャッシュ・フローに貢献すると判断したためであります。

またその後の平成21年８月18日に、当社は、インドネシア石炭鉱山の権益を保有するＳＳＧＬ社の

優先株式を12,500千米ドルの対価で引き受け、取得後は同社より年間最低3,125千米ドル以上の優先

配当を受領する旨の基本合意を締結いたしましたが、これは、当社グループの経常運転資金を上回る

金額である年間3,125千米ドルのキャッシュ・フローを継続的に確保する手段として有用であると

判断したためであります。しかしながら、その後実施したデューディリジェンスの結果、同社が年間

3,125千米ドル以上の優先配当を、当社がＳＳＧＬ社優先株式を取得した直後から確実に支払えるほ

どの利益を計上できるか否かにつき疑義が生じたこと等により、平成21年11月２日開催の取締役会

で、ＳＳＧＬ社優先株式取得を見合わせることを決定し、また同日をもって新株予約権が行使されな

いことが確定いたしました。

このため、当社グループの経常的なキャッシュ・フローは今後ともマイナスが継続する見通しと

なりました。この状況が改善せず継続する場合、将来的に当社グループの運転資金が不足する事態に

陥る可能性があります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存

在しております。

このような状況を解消すべく、当社グループは、ＳＳＧＬ社優先株式取得に代わる、キャッシュ・

フローを当社グループに経常的にもたらし得る資産の新規取得を行うべく、候補となる資産を複数

検討しております。検討にあたっては、既にキャッシュ・フローを生んでいる資産（生産中の天然資

源に係る鉱区の権益等）または、現時点ではキャッシュ・フローを生んでいないものの、販売先との

オフテイク契約が締結されている等、早期にキャッシュ・フローを生むことがほぼ確実であると見

込まれる資産を中心に行っております。近年の世界的な不況および資金不足の状況において、このよ

うなキャッシュ・フローを経常的にもたらし得るような良質な資産が、比較的安価で獲得可能な状

況にあります。

但し、当社グループについても、資金が限られていることから、新規の資産獲得のためには、外部よ

り資金調達を行うことが不可欠であります。このため、平成21年12月８日開催の取締役会で、新株式

81,293,000株および第５回新株予約権2,676個（新株予約権の対象となる当社株式267,600,000株）

を発行いたしました。外部より資金を調達し、当社グループに継続的にキャッシュ・フローをもたら

し得る資産の獲得を行うことにより、当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フロー（または

その他の経常的なキャッシュ・フロー）をプラスに転じることが可能となると考えております。第

５回新株予約権は、発行日から平成22年６月14日までの間に488個（新株予約権の対象となる当社株

式48,800,000株）が行使され、214百万円が払い込まれました。当社は、第５回新株予約権の行使によ

り調達した資金を、早期のキャッシュ・フローにつながると判断した、リーオクタ社に対する投資お

よび、後記「注記事項」「重要な後発事象」に記載のとおり、食品事業関連の投資に充当いたしまし

た。
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しかしながら、第５回新株予約権のさらなる行使が確実に行われるか否か、また、タイムリーに経

常的にキャッシュ・フローをもたらし得る資産を獲得できるか否かについてはリスクを伴い、実現

できない可能性があるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を連結財務諸表には反映しておりません。
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　【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 １　連結の範囲に関する事項

　　連結子会社の数　　　６社 　　連結子会社の数　　　　５社

　　連結子会社の名称 　　連結子会社の名称

　　　ロドール・ＵＳ・ホールディングス・インク 　　　ロドール・ＵＳ・ホールディングス・インク

　　　ロドール・デラウェア・
　　　　　　　　　　　　ペトロリアム・エルエルシー

　　　ロドール・デラウェア・
　　　　　　　　　　　　ペトロリアム・エルエルシー

　　　ロドール・ルイジアナ・エルエルシー 　　　ロドール・ルイジアナ・エルエルシー

　ロドール・オイル・アンド・ガス・

　　　　　　　　　　　  テキサス・エルエルシー

　ロドール・オイル・アンド・ガス・

　　　　　　　　　　　  テキサス・エルエルシー

　ロドール・オイル・アンド・ガス・エルピー 　ロドール・オイル・アンド・ガス・エルピー

なお、当連結会計年度における連結子会社の異動は以

下の通りであります。

なお、当連結会計年度における連結子会社の異動は以

下の通りであります。

　 （連結除外）１社

アジア・スペシャル・シテュエイションズ・ジー

ジェイピーワン・リミテッド

アジア・スペシャル・シテュエイションズ・ジー

ジェイピーワン・リミテッド

当社は、当社グループにおけるファイナンスおよび

リード・ペトロリアム・ピーエルシー株式等の資金

管理運用等を行うことを目的として、平成20年６月３

日にエーディーエム・ガレウス・ファンド・リミ

テッドが設立した同社を平成20年６月16日にその全

株式を取得したため、当連結会計年度より、連結子会

社に含めることといたしました。

 

上記は平成21年４月１日から平成22年２月12日まで

の金額を連結に含め、それ以降は連結の範囲から除外

しております。

２　持分法の適用に関する事項 ２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数　　４社　　　　　　

　　持分法を適用した関連会社の名称

　　リード・ペトロリアム・ピーエルシー

　　リード・ペトロリアム・インク

　　リード・ペトロリアム・

　　　　　　ホールディングス・エルエルシー

　　リード・ペトロリアム・エルエルシー

(1) 持分法を適用した関連会社の数　　　４社　　　　　　

　　持分法を適用した関連会社の名称

　　リード・ペトロリアム・ピーエルシー

　　リード・ペトロリアム・インク

　　リード・ペトロリアム・

　　　　　　ホールディングス・エルエルシー

　　リード・ペトロリアム・エルエルシー

(2) 持分法の適用の手続について特に記載する必要が　

　　あると認められる事項

　　持分法適用会社については、平成20年６月30日現在

　　で実施した決算に基づく財務諸表を使用しており

　　ます。

(2) 持分法の適用の手続について特に記載する必要が　

　　あると認められる事項

　　持分法適用会社については、平成21年６月30日現在

　　で実施した決算に基づく財務諸表を使用しており

　　ます。

　　なお、上記４社は、平成22年２月12日に持分法適用

　　会社より除外されております。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項 ３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、アジア・スペシャル・シテュエイ

ションズ・ジージェイピーワン・リミテッドは、12月

31日が決算日となっているため、平成21年3月31日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用してお

ります。

なお、その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一

致しております。

 

連結子会社のうち、アジア・スペシャル・シテュエイ

ションズ・ジージェイピーワン・リミテッドは、12月

31日が決算日となっており、また平成22年２月12日に

連結の範囲から除外されたため、同日付の仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。

なお、その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一

致しております。
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前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

４　会計処理基準に関する事項 ４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　イ　有価証券の評価基準及び評価方法 　イ　有価証券の評価基準及び評価方法

　①　その他有価証券 　①　その他有価証券

時価のあるもの　　 時価のあるもの　　　　　　

決算期末日の市場価格等に基づく時価法
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は、総平均法による原価法により算
定しております。

　　　　　　　同　　左

時価のないもの　 時価のないもの　

総平均法による原価法によって評価しておりま
す。　

同　　左

　ロ　たな卸資産の評価基準及び評価方法 　ロ　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　通常の販売目的で保有する棚卸資産　　　　　　　　　 　通常の販売目的で保有する棚卸資産　　　　　　　　　

　　　先入先出法による原価法（収益性の低下による
　　　簿価切り下げの方法）によっております。

　　　　　　　　　　　同　　左

　 　

（会計方針の変更）
（たな卸資産の評価に関する会計基準の適用）
当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計
基準」(企業会計基準第９号　平成１８年７月５日公表
分)を適用しております。
これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前当期
純損失に与える影響はありません。
 

　　――――――――――――――――

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
　①　有形固定資産（リース資産を除く）　 　①　有形固定資産（リース資産を除く）　

              イ　坑井　　生産高比例法               　同　　　左
　　　　　　　ロ　その他　定率法 　　　　　　　　　　　　　　
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属
設備を除く）は定額法によっております。なお、主な
耐用年数は以下のとおりであります。

　

　　　建物　　　　　８～31年
　　　車両運搬具　　　　５年

　　　

　　　工具器具備品　４～20年 　　　
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額資産は３
年で償却しております。

　

　②　無形固定資産（リース資産を除く）
　イ　探鉱開発権　　生産開始時期から生産高比例法
　　　　　　　　　　にて償却しております。

　②　無形固定資産（リース資産を除く）
　イ　探鉱開発権　　　同　　左

ロ　その他　　　　ソフトウェア（自社利用分）について
は、社内における見込利用可能期間
（５年）に基づく定額法を採用し
ております。

ロ　その他　　　　　同　　左

　 　
③　長期前払費用　期間（５年）に応じた経過月数で償

却しております。
③　長期前払費用　　同　　左

(3) 重要な繰延資産の処理方法 　　――――――――――――――
　①　株式交付費 　
　　３年間で均等償却しております。 　　　　　　　
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前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(4) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準
　①　貸倒引当金 　①　貸倒引当金

売上債権の貸倒損失に備えるため一般債権につい
ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。

　　　　　　　　同　　左

　②　賞与引当金 　②　賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見
込額のうち当連結会計期間の負担額を計上してお
ります。

　　　　　　　　同　　左

　③　退職給付引当金 　③　退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計期間末
における退職給付債務の見込額に基づき、当連結会
計期間末において発生していると認められる額を
計上しております。

　　　　　　　　同　　左

④　廃坑引当金　　　 ④　廃坑引当金　
生産終結時における生産設備の撤去等の廃坑費用
の支出に備えるため、廃坑計画に基づき、当該費用
見積額と期間を基準に計上しております。

　　　　　　　　同　　左

⑤　偶発損失引当金 ⑤　譲渡損失引当金

当社連結子会社アジア・スペシャル・シテュエイ

ションズ・ジージェイピーワン・リミテッドが、

エーディーエム・ガレウス・ファンド・リミテッ

ドから借りている米ドル建て融資契約につき、当社

が返済期日までにエクイティ・ファイナンスを実

施した場合又は返済期日に担保資産による返済で

不足が生じた場合等に生じる可能性のある損失に

備え必要見込額を計上しております。

繊維事業の譲渡に伴い発生する損失見込額を計上

しております。

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 (4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定に含めておりま

す。

　　　　　　　　同　　左

（6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 （5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　①　消費税等の会計処理 　①　消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。 　　　　　　　同　　左

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法によっております。

　　　　　　　同　　左
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前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

６　探鉱開発権及びのれんの償却に関する事項 ６　探鉱開発権及びのれんの償却に関する事項

(1) 探鉱開発権及びのれんの認識 (1) 探鉱開発権及びのれんの認識

在外子会社の買収に関わる会計処理は「企業結合に係

る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会　

平成15年10月31日)に準拠し、買収によって獲得した権

利を探鉱開発権及びのれんとして認識しております。

買収後の探鉱開発に係る支出については資産計上し、

生産段階で償却しております。

　　　　　　　　同　　左

(2) 探鉱開発権の償却 (2) 探鉱開発権の償却

生産高比例法により償却しております。 　　　　　　　　同　　左

(3) のれんの償却 (3) のれんの償却

20年間で均等償却しております。 　　　　　　　　同　　左

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限が到来す

る短期投資からなっております。

　　　　　　　　同　　左
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　【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

　　会計方針の変更

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準の適用） 　　　　―――――――――――――――――

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース

取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)(平

成５年６月17日(企業審議会第一部会)、平成19年３

月30日改正)及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）(平成

６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正)を適用し、通常の売買

取引に係る会計処理によっております。

　　　　
　

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

　

これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失に与える影響はありません。

　
　
　

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に
 　関する当面の取扱いの適用）

　　　　―――――――――――――――――

当連結会計年度から、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告

第18号）を適用しております。なお、これによる損益

へ与える影響はありません。

　

　

　【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日内閣府令

第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として掲記されたものは、当連結

会計年度から「製品」「仕掛品」「貯蔵品」に区分掲

記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「製

品」「仕掛品」「貯蔵品」は、それぞれ68,578千円、

4,843千円、1,257千円であります。

（連結貸借対照表）

1.前連結会計年度において独立掲記しておりました

「前払費用」（当連結会計年度7,588千円）は、資産

合計の100分の５以下であるため、当連結会計年度に

おいては、流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。　　

2.前連結会計年度において独立掲記しておりました

「出資金」（当連結会計年度50千円）は、資産合計

の100分の５以下であるため、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しております。

3.前連結会計年度において独立掲記しておりました

「未払金」（当連結会計年度24,029千円）、「未払

費用」（当連結会計年度574千円）及び「預り金」

（当連結会計年度1,913千円）は、負債及び純資産の

合計の100分の５以下であるため、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において独立掲記しておりました「退

職給付引当金の増減額」（当連結会計年度△62千円）

及び「賞与引当金の増減額」（当連結会計年度△6,674

千円）は、金額が僅少となったため、当連結会計年度に

おいては、営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示しております。
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　【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

※１　担保資産及び担保付債務

　　　以下の通り融資契約および修正契約における借入金

の担保として資産を担保に供しております。

　　　担保に供している資産の額（簿価）

関係会社株式 5,474,037千円
 

　　　上記に対応する債務

短期借入金 4,745,823千円

なお、連結上消去された連結子会社株式　　　　
853,155千円、およびロドール社全資産が上記の借
入金の担保として供されております。

※１　――――――――――――――――
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売費

0.5％、一般管理費99.5％であります。

　　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当 284,345千円

法定福利費 12,447

のれん償却額 19,971

賃借料 56,939

保険料 5,914

旅費交通費 43,504

業務委託料 23,928

支払手数料 165,915

　 　
 

※１　販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売費

0.7％、一般管理費99.3％であります。

　　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当 99,137千円

法定福利費 7,426

賃借料 33,108

保険料 10,841

旅費交通費 16,117

業務委託料 19,138

支払手数料 131,193

　 　

　 　
 ※２　持分変動利益 ※２　持分変動損失

持分法適用関連会社であるリード・ペトロリアム
・ピーエルシーの時価発行増資によるものであり
ます。　
　

  同　　左

※３　減損損失 ※３　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資
産グループについて減損損失を計上しました。

当連結会計年度において、当社グループは以下の資
産グループについて減損損失を計上しました。

　(１)減損損失を認識した資産グループの概要 　(１)減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類 その他

北米
天然資源開
発投資事業

のれん・
探鉱開発権

―

　

場所 用途 種類 その他

北米
天然資源開
発投資事業

坑井 ―

　

　(２)減損損失の認識に至った経緯 　(２)減損損失の認識に至った経緯

　　　株式取得時に想定した生産計画に基づく超過収益力

に変更が生じたことから当該鉱区に配賦したのれ

ん、39,943千円を減損損失として計上しておりま

す。

　　　当連結会計年度において、子会社ロドール社が権益を

保有するカミ鉱区生産井の生産停止に伴い、坑井

の回収可能額が著しく低下したことから、帳簿価

額の全額（301,952千円）を減損損失として計上

しております。

　(３)減損損失の金額 　(３)減損損失の金額

のれん 39,943千円

　 　
　

坑　井 301,952千円

　 　

　

　(４)資産のグルーピングの方法 　(４)資産のグルーピングの方法

　　　当社グループは、原則として事業の種類別毎、会社毎、

鉱区毎にグルーピングをしております。

 

  同　　左

 

　(５)回収可能価額 　(５)回収可能価額

　　　当該分野における専門の鑑定人により予想可採埋蔵

量に関する評価書を主な資料とし、今後の生産計

画を勘案して回収可能価額を算定しております。

　　　坑井の売却や転用が困難であるため零円としており

ます。
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前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

―――――――――― ※４　担保解除費用

　

担保資産となっていたロドール・ＵＳ・ホール
ディングス・インク及びその子会社の株式及び資
産の担保解除手数料であります。

―――――――――― ※５　債務免除益

　

ＡＤＭ社からの借入金の代物弁済として、当連結
子会社であるＡＳＳＧＪＰ１社の株式を譲渡した
際に、ロドール社がＡＳＳＧＪＰ１社より借入し
ていた元金返済及び利息の支払が免除されたこと
等により、発生したものであります。

―――――――――― ※６　関係会社株式譲渡損

　

ＡＤＭ社からの借入金の代物弁済として、当連結
子会社であるＡＳＳＧＪＰ１社の株式を譲渡した
ことにより発生した損失を計上しております。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 426,400,00015,000,000 ― 441,400,000
　

（注）増加した15,000,000株は、平成21年３月16日に第三者割当増資により発行した新株式であります。

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 21,437 401 ― 21,838
　

（注） 増加は単元未満株式の買取りによるものであります。

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）（注１）
当連結会計年
度末残高
　（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結
会計年度末

提出会社

ストックオプションとし
ての第２回新株予約権 普通株式 ― ― ― ― ―

第３回新株予約権(注２) 普通株式 ― 90,000,000― 90,000,0002,385

合計 ― ― ― ― 2,385

（注） １．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

 ２．平成21年３月16日に第三者割当により発行した新株予約権であります。

　

当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 441,400,000202,093,000 ― 643,493,000
　

（注）増加した202,093,000株は、平成21年３月16日および平成21年12月25日にそれぞれ第三者割当により発行した新

株予約権の行使により発行した新株式、ならびに、平成21年12月25日の第三者割当により発行した新株式であり

ます。

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 21,838 1,200 ― 23,038
　

（注） 増加は単元未満株式の買取りによるものであります。

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）（注１）
当連結会計年
度末残高
　（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結
会計年度末

提出会社

ストックオプションとし
ての第２回新株予約権 普通株式 ― ― ― ― ―

第３回新株予約権(注２) 普通株式 90,000,000― 88,000,0002,000,00053

第４回新株予約権(注３) 普通株式 ― 220,000,000220,000,000─ ─

第５回新株予約権(注４) 普通株式 ― 267,600,00032,800,000234,800,0003,909

合計 ― ― ― ― 3,962

（注） １．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

 ２．平成21年３月16日に第三者割当により発行した新株予約権であります。
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 ３．平成21年９月４日に第三者割当により発行した新株予約権であります。

 ４．平成21年12月25日に第三者割当により発行した新株予約権であります。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 260,992千円

預金期間が３か月を超える定期預金 ―　千円

現金及び現金同等物 260,992千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日)

現金及び預金勘定 142,468千円

預金期間が３か月を超える定期預金 　―千円

現金及び現金同等物 142,468千円
 

―――――――――― ※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

　　　アジア・スペシャル・シテュエイションズ・ジー

ジェイピーワン・リミテッド

　　　(平成22年２月12日現在)

流動資産 1,005,038千円

固定資産 7,053,847千円

　資産合計 8,058,886千円

流動負債 7,531千円

固定負債 5,270,224千円

　負債合計 5,277,756千円

　ASSGJP1社株式の売却価額 ―千円

ASSGJP1社の現金及び現金同等物 △0千円

差引　ASSGJP1社売却による支出 △0千円
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１ ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

１ ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

　 有形固定資産

　　 本社使用の器具備品他であります。

② リース資産の減価償却の方法

     該当はありません。

　　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日
　　以前のリース取引については、通常の賃貸借取引
　　に係る方法に準じた会計処理によっており、その
　　内容は次の通りであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

① リース資産の内容

　 有形固定資産

　　 本社使用の器具備品他であります。

② リース資産の減価償却の方法

     該当はありません。

　　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日
　　以前のリース取引については、通常の賃貸借取引
　　に係る方法に準じた会計処理によっており、その
　　内容は次の通りであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

　
工具器
具備品

29,82019,54510,275

　 合計 29,82019,54510,275

　(注)　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。　

　

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

　
工具器
具備品

28,20023,9704,230

　 合計 28,20023,9704,230

　(注)　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。　

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,964千円

１年超 4,311千円

　 10,275千円

　

１年内 4,230千円

１年超 ―千円

　 4,230千円

　

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

　    支払リース料 5,964千円

　    減価償却費相当額 5,964千円

　(注)　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

　    支払リース料 5,640千円

　    減価償却費相当額 5,640千円

　(注)　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

 

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。
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(金融商品関係)

当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）　

(追加情報)

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及

び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10

日）を適用しております。

　

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金ポジション、経常運転資金の額および事業投資計画等に照らして、必要な資

金を、主にエクイティ・ファイナンスにより調達しております。現在は、手許に余剰資金を保有して

いないため、原則として、資金の運用は行っておらず、また、投機的な取引はもちろんのこと、リスク

回避のためのデリバティブ取引も見合わせております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。取引予定先企業等

に対し、短期貸付を行っており、うち、一社に対する貸付は米ドル建てのため、為替変動リスクに晒さ

れております。投資有価証券は、戦略的資本提携を目的とした、上場株式（オーストラリア証券取引

所）であり、市場価格の変動リスクに晒されております。長期営業債権は、米ドル建てであり、為替変

動リスクに晒されております。保証金は、当社の本社が入居する不動産の管理者および取引先１社に

対し差し入れているものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、ほぼ全額につき、極めて短期の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

　①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社および連結子会社は、営業債権については、与信管理規程に従い、新規取引先との取引開始に

おいては、取引先の財務状況等に応じ、与信限度額の設定を行っております。また、営業債権および貸

付債権につき、業界慣習および取引先の財務状況等を総合的に勘案しつつ、担保または連帯保証人の

設定を行う等、回収リスクの軽減を図っております。

当連結会計年度末現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照

表価額により表されております。

　②　市場リスク（為替等の変動リスク）の管理

当社および当社連結子会社には、米ドル建て取引が常時発生いたします。このため、資金繰りの状

況を勘案しつつ、一部の余剰資金については、日本円／米ドル為替レートが有利な状況において、日

本円を米ドルに転換し、為替リスクの軽減を図っております。

投資有価証券については、定期的に時価および発行体の財務状況等を把握し、発行体との関係、当

社グループの資金繰りおよび当該投資有価証券の流動性等を総合的に勘案した上で、保有状況を継

続的に見直しております。

　③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、財務の責任者であるＣＦＯが資金繰りを管理し、原則として、手許資金を経常運転資金の

５か月分以上維持するよう努めており、流動性リスクを管理しております。
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては、前提条件等を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用した場合、当該価額が変動することもあります。

(5) 信用リスクの集中

当連結会計年度末日現在における短期貸付金は、２社に対するものであり、信用リスクが集中して

おります。

　

２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

　 　 　 (単位：千円)

　
連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 142,468 142,468 ―

(2) 受取手形及び売掛金 111,751 111,751 ―

(3) 未収入金 20,123 20,123 ―

(4) 短期貸付金 142,793 142,793 ―

(5) 投資有価証券 　 　 　

　　　その他の有価証券 74,618 74,618 ―

(6) 長期貸付金 454,726　 　

　　　貸倒引当金(＊1) △454,726　 　

　 0 0 ―

(7) 長期営業債権 298,890　 　

　　　貸倒引当金(＊2) △293,102　 　

　 5,788 5,788 ―

(8) 差入保証金 39,193 24,513 △14,679

資産計 536,734 522,054 △14,679

(1) 買掛金 72,468 72,468 ―

負債計 72,468 72,468 ―

　(＊1)　長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

　(＊2)　長期営業債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

　

　(注１)　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　資産　　

　(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 短期貸付金、並びに（4）未収入金

これらは短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

　(5) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。

　(6) 長期貸付金、(7) 長期営業債権及び (8) 差入保証金

これらの時価の算定は与信管理上の信用リスク区分ごとにその将来の見積キャッシュ・フローを国債

等の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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　負債　　

　(1) 買掛金

これらは短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

　

（注２）　満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額

　 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 142,468 ― ― ―

受取手形及び売掛金 111,751 ― ― ―

短期貸付金 142,793 ― ― ―

未収入金 20,123 ― ― ―

長期貸付金 ― 454,726 ― ―

合計 417,136454,726 ― ―
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(有価証券関係)

前連結会計年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(千円)

差額
(千円)

　連結貸借対照表計上額が
　取得原価を超えないもの 　 　 　
　株式（注） 53,036 28,590 △24,445

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投

資有価証券評価損 123,104千円を計上しております。

　

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

　 連結貸借対照表計上額(千円）

   その他有価証券 　
    非上場株式 ―

　

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
当連結会計年度

（自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

　　売却額(千円) 839,703

　　売却益の合計額(千円) 778,734

　

当連結会計年度（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

１．その他有価証券（平成22年３月31日）

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

　連結貸借対照表計上額が
　取得原価を超えるもの 　 　 　
　株式 74,618 53,036 21,582

　

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

　　該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

該当事項はありません。

　

当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

該当事項はありません。

　　　　　　

　

(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

なお、後記（重要な後発事象）に記載の通り、繊維事業の譲渡により退職一時金制度の対象となる従業

員は平成22年４月１日以降はおりません。

　

２　退職給付債務及びその内訳

　 　 　
前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

　 (1) 退職給付債務 (千円) △156 ―

　 (2) 年金資産 (千円) 54 ―

　 (3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) (千円) △102 ―

　 (4) 会計基準変更時差異の未処理額 (千円) ― ―

　 (5) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)(千円) △102 ―

　 (6) 前払年金費用 (千円) ― ―

　 (7) 退職給付引当金(5)－(6) (千円) △102 ―

(注)　当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　

３　退職給付費用の内訳　　

　 　
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

退職給付費用 (千円) ― ―

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　  簡便法を採用しているため、該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

(1)　ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年９月16日

付与対象者の区分及び人数 取締役８名および従業員14名

株式の種類 普通株式

株式の付与数 （株） 3,050,000

付与日 平成17年９月16日

権利確定条件

決議日在籍の取締役及び使用人に対し付与され、連結損益計算書の当
期純利益累計額が6,008,781千円を超過した後、最初に到来する定時
株主総会の日から６ヵ月後、12ヵ月後、18ヵ月後それぞれ30%、
30%、40%の権利が確定します。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間 平成19年９月３日から平成27年９月２日まで

　
(2)　ストック・オプションの規模及び変動状況

①ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年９月16日

権利確定前 　

　期首（株） 3,050,000

　付与（株） ―

　失効（株） ―

　権利確定（株） ―

　未確定残（株） 3,050,000

権利確定後 　

　期首（株） ―

　権利確定（株） ―

　権利行使（株） ―

　失効（株） ―

　未行使残（株） ―

　
②単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年9月16日

権利行使価格（円） 220

行使時平均株価（円） ─

付与日における公正な評価単価
（円）

─
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当連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

(1)　ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年９月16日

付与対象者の区分及び人数 取締役８名および従業員14名

株式の種類 普通株式

株式の付与数 （株） 3,050,000

付与日 平成17年９月16日

権利確定条件

決議日在籍の取締役及び使用人に対し付与され、連結損益計算書の当
期純利益累計額が6,008,781千円を超過した後、最初に到来する定時
株主総会の日から６ヵ月後、12ヵ月後、18ヵ月後それぞれ30%、
30%、40%の権利が確定します。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間 平成19年９月３日から平成27年９月２日まで

　
(2)　ストック・オプションの規模及び変動状況

①ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年９月16日

権利確定前 　

　期首（株） 3,050,000

　付与（株） －

　失効（株） －

　権利確定（株） －

　未確定残（株） 3,050,000

権利確定後 　

　期首（株） －

　権利確定（株） －

　権利行使（株） －

　失効（株） －

　未行使残（株） －

　
②単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年9月16日

権利行使価格（円） 220

行使時平均株価（円） －

付与日における公正な評価単価
（円）

─
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　 (繰延税金資産)

税務上の繰越欠損金 4,727,824千円

その他有価証券評価差額金 9,950

その他 648,033

繰延税金資産小計 5,385,807

評価性引当額 △5,385,807

繰延税金資産合計 ―
 

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　 (繰延税金資産)

税務上の繰越欠損金 2,897,496千円

その他 719,189

繰延税金資産小計 3,616,685

評価性引当額 △3,616,685

繰延税金資産合計 ─
 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　税金等調整前当期純損失を計上しているため記載して

おりません。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　　　　　　　　　同    左

　

(企業結合等関係）

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

該当事項はありません。

　

当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

該当事項はありません。

　

(賃貸等不動産関係)

当連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）　

該当事項はありません。

　

（追加情報）

当連結会計年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号　

平成20年11月28日）及び「賃貸不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第23号　平成20年11月28日）を適用しております。
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(セグメント情報)

　【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　
天然資源開発
投資事業
(千円)

繊維事業
(千円)

食品事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ　売上高及び
　　営業損益

　 　 　 　 　 　

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
　　対する売上高

503,464180,413376,1931,060,071 ─ 1,060,071

(2) セグメント間
　　の内部売上高
　　又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 503,464180,413376,1931,060,071 ― 1,060,071

営業費用 421,240170,679375,096967,016448,4811,415,497

営業利益
(△営業損失)

82,223 9,733 1,097 93,054(448,481)△355,426

Ⅱ　資産、減価償却
　  費、減損損失
　　及び資本的支出

　 　 　 　 　 　

資産 6,074,16985,892 68,4556,228,518403,6616,632,179

減価償却費 78,894 1,460 ― 80,354 2,788 83,143

減損損失　 39,943 ― ― 39,943 ― 39,943

資本的支出 159,105 ― ― 159,105 ― 159,105

（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品（役務を含む）

（１)天然資源開発投資事業 ガス、石油及びその他の天然資源の探鉱開発及び生産事業

（２)繊維事業 工業用ミシン糸、製袋用ミシン糸、非常用水土嚢（ウォーターゲル）

（３)食品事業 青果物

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(464,646千円)の主なものは、当社(本社)の

経営管理、財務経理等管理部門に係る費用等であります。

 ４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（403,661千円）の主なものは、当社での余資運用資産

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　
天然資源開発
投資事業
(千円)

繊維事業
(千円)

食品事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ　売上高及び
　　営業損益

　 　 　 　 　 　

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
　　対する売上高

72,602 150,454375,646598,703 ― 598,703

(2) セグメント間
　　の内部売上高
　　又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 72,602 150,454375,646598,703 ― 598,703

営業費用 94,489 146,274374,555615,320343,514958,834

営業利益
(△営業損失)

△21,887 4,179 1,091 △16,616(343,514)△360,131

Ⅱ　資産、減価償却
　  費、減損損失
　　及び資本的支出

　 　 　 　 　 　

資産 233,151 93,270 147,423473,845261,058734,904

減価償却費 29,275 1,245 ― 30,520 1,960 32,480

減損損失　 301,952 ― ― 301,952 ― 301,952

資本的支出 290 569 ― 859 920 1,780

（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品（役務を含む）

（１)天然資源開発投資事業 ガス、石油及びその他の天然資源の探鉱開発及び生産事業

（２)繊維事業 工業用ミシン糸、製袋用ミシン糸、非常用水土嚢（ウォーターゲル）

（３)食品事業 青果物

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(343,514千円)の主なものは、当社(本社)の

経営管理、財務経理等管理部門に係る費用等であります。

 ４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（261,058千円）の主なものは、当社での余資運用資産

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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　【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　
日本
(千円)

北米
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　

　　売上高 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 556,606503,4641,060,071 ― 1,060,071

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 556,606503,4641,060,071 ― 1,060,071

　　営業費用 545,775421,240967,016448,4811,415,497

　　営業利益
　　(△営業損失)

10,830 82,223 93,054(448,481)△355,426

Ⅱ　資産 182,9396,045,5786,228,518403,6616,632,179

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 北米……………米国等

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（464,646千円）の主なものは、当社(本社)の

経営管理、財務経理等管理部門に係る費用等であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（403,661千円）の主なものは、当社での余資運用資産（現

金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

　

当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　
日本
(千円)

北米
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　

　　売上高 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 581,332 17,371 598,703 ― 598,703

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 581,332 17,371 598,703 ― 598,703

　　営業費用 571,037 44,283 615,320343,514958,834

　　営業利益
　　(△営業損失)

10,295△26,912△16,616(343,514)△360,131

Ⅱ　資産 460,710 13,134 473,845261,058734,904

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域

 北米……………米国等

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（343,514千円）の主なものは、当社(本社)の

経営管理、財務経理等管理部門に係る費用等であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（261,058千円）の主なものは、当社での余資運用資産（現

金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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　【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 503,464 503,464

Ⅱ　連結売上高（千円） ― 1,060,071

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

47.5 47.5

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国等

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 72,602 72,602

Ⅱ　連結売上高（千円） ― 598,703

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

12.1 12.1

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米……………米国等

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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　【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

 

(追加情報）

当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基

準委員会　企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会　企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。この結果、従来の開示対象範囲に加

えて重要な関連会社に関する注記が開示対象に追加されております。

　

１　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(US$)

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

その他
の関係
会社

コニストン・イ
ンターナショナ
ル・キャピタル
・リミテッド
（注）　

英領
バージン
諸島

1  投資業 (―) 資金の借入

資金の返済

1,001,900─ 　　　　─

　 　 　 　 　 11,701─ ─

　 　 　 　 　 　 　
資金調達コスト
の支払

20,431─ ─

　 　 　 　 　 　 　 手数料の支払 22,736─ ─

　 　 　 　 　 　 　 保証金の支払 37,571─ ─

(注) 　 平成20年３月31日時点において「その他の関係会社」に該当していたクロスビー・キャピタル・リミテッド

およびその子会社群（コニストン・インターナショナル・キャピタル・リミテッド、およびクロスビー・

コーポレート・ファイナンス（ホールディングス）リミテッドを含む）は、平成20年６月25日から27日にかけて

同グループが所有する当社株式を複数の第三者に売却したため、平成20年６月27日をもって当社の親会社及び法

人主要株主に該当しないこととなりました。

よって、上記記載の取引の内容は、期首から平成20年６月27日現在までの取引について記載しております。

　

(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(US$)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

関　連
会　社

リード・ペト
ロ リ ア ム ・
ピーエルシー

米国
10.2百万
(注)

天然資源開
発

間接
37.9

役員の　　　　

兼任
監査費用の
一部支払

4,407  未払金 4,407

(注)資本金又は出資金10.2百万ドルは、当社の出資金額であります。　

　

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係

会社の子会社等

該当はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

該当はありません。
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２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当はありません。

　

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社はリード社（４法人、法人名については、連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項を参照）であり、その要約財務情報は以下の通りであります。

流動資産合計 2,028,299千円

固定資産合計 18,435,063　

　 　 　

流動負債合計 1,787,022　

固定負債合計 7,330,180　

　 　 　

純資産合計 11,346,159　

　 　 　

売上高 2,746,369　

税引前当期純損失  1,451,340　

当期純損失  788,820　

　

なお、上記財務情報は平成20年６月30日現在のものであり(損益項目は平成19年７月１日から平成20

年６月30日まで)、平成20年８月５日に実施された時価発行増資28.1百万ドルの金額は含まれておりま

せん。
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当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　

１　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

該当はありません。

　

(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当はありません。

   

　

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係

会社の子会社等

該当はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

該当はありません。

　

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当はありません。

　

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社はリード社（４法人、法人名については、連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項を参照）であり、その要約財務情報は以下の通りであります。

売上高 2,854,545
千円
 

税引前当期純損失 68,346　

当期純損失 176,626　

　

なお、上記リード社は平成22年２月12日に持分法適用会社より除外されており、損益項目は平成20年

７月１日より平成21年６月30日までの内、持分法適用除外となるまでに対応する期間のものでありま

す。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 2円87銭 0円76銭

１株当たり当期純損失 2円24銭 3円38銭

　

なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、１株
当たり当期純損失であり、希薄
化効果を有している潜在株式が
存在しないため記載しておりま
せん。

なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、１株
当たり当期純損失であり、希薄
化効果を有している潜在株式が
存在しないため記載しておりま
せん。

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額　

項目
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成21年３月31日) (平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 1,267,348 495,889

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円）

2,385 3,962

　（うち新株予約権） (2,385) (3,962)

普通株式に係る純資産額（千円） 1,264,963 491,926

普通株式の発行済株式数（千株） 441,400 643,493

普通株式の自己株式数（千株） 21 23

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（千株）

441,378 643,469

　

２　１株当たり当期純損失

項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり当期純損失金額(円） 2円24銭 3円38銭

当期純損失(千円） 959,732 1,843,927

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） 959,732 1,843,927

普通株式の期中平均株式数(千株） 427,652 545,168

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めな
かった潜在株式の概要

(当社発行新株予約権）
平成17年９月２日臨時株主総会決
議ストックオプション
　　　　（新株予約権3,050個）
　　　　普通株式3,050,000株
平成21年２月26日取締役会決議
　　　　（新株予約権90個）
　　　　普通株式90,000,000株

(当社発行新株予約権）
平成17年９月２日臨時株主総会決
議ストックオプション
　　　　（新株予約権3,050個）
　　　　普通株式3,050,000株
平成21年２月26日取締役会決議
　　　　（新株予約権２個）
　　　　普通株式2,000,000株
平成21年12月８日取締役会決議
　　　　（新株予約権2,348個）
　　　　普通株式234,800,000株

　

(持分法適用関連会社発行）
　　　新株予約権
　　　　普通株式4,145,863株
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(重要な後発事象)

前連結会計年度(自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日)

(1) 新株予約権の行使

平成21年３月16日に第三者割当により当社が発行した第３回新株予約権は、当連結会計年度末時点

において、発行総数90個全て未行使でありましたが、当連結会計年度末以降、平成21年６月16日までの

期間において、下記のとおり行使がなされております。

　行使個数　　　　41個（平成21年６月16日現在の未行使個数49個）

　交付株式数　　　41,000,000株（新株予約権１個につき1,000,000株）

　払込総額　　　　217,300,000円

上記の結果、平成21年６月16日現在の当社の発行済株式総数および資本金の額は以下のとおりと

なっております。

　発行済株式総数　　　482,400,000株

　資本金の額　　　　8,039,572,590円

　

(2) 資本金および資本準備金の額の減少

当社は、当期末における未処理損失7,833,974,174円を一掃し、財務体質を早急に改善することを目

的として平成21年５月15日開催の取締役会において、平成21年６月24日開催予定の第64回定時株主総

会に、下記のとおり、「資本金の額および資本準備金の額の減少の件」および「剰余金の処分の件」を

付議することを決議しております。

(減少する資本金の額)

会社法第447条第１項の規定に基づき、平成21年３月31日時点の資本金の額7,930,379,340円を

7,796,474,174円減少いたします。発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを無償で減少す

る方法によることとし、減少する資本金の額7,796,474,174円の全額を「その他資本剰余金」に振り

替えいたします。

(減少する準備金の額)

会社法第448条第１項の規定に基づき、平成21年３月31日時点の資本準備金の額37,500,000円を全額

取り崩し、全額を「その他資本剰余金」に振り替えることといたします。

(剰余金の処分)

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金の額および資本準備金の額の減少により生じる「その

他資本剰余金」7,833,974,174円を、損失の填補にあてるため、「繰越利益剰余金」に振り替える処

理をするものであります。

(効力発生日)

上記の効力発生日は平成21年７月２日を予定しております。
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日　至 平成22年３月31日)　

(1) 新株予約権の行使

平成21年12月25日に第三者割当により当社が発行した第５回新株予約権は、当連結会計年度末時点

において、発行総数2,676個のうち、2,348個が未行使でありましたが、当連結会計年度末以降、平成22年

６月14日までの期間において、下記のとおり行使がなされております。なお、平成21年３月16日に第三

者割当により当社が発行した第３回新株予約権（当連結会計年度末時点における未行使個数：２個）

の当該期間における行使はありませんでした。

　行使個数　　　　160個（平成22年６月14日現在の未行使個数2,188個）

　交付株式数　　　16,000,000株（新株予約権１個につき100,000株）

　払込総額　　　　70百万円

上記の結果、平成22年６月14日現在の当社の発行済株式総数および資本金の額は以下のとおりと

なっております。

　発行済株式総数　659,493,000株

　資本金の額　　　626百万円

　

(2) 繊維事業部門の株式会社ホーコクへの事業譲渡の実行および同社に対する長期貸付

平成22年３月９日開催の当社取締役会において、平成22年４月１日をもって、当社繊維事業部門の従

業員によって平成21年11月13日に設立された株式会社ホーコクに対し、繊維事業部門を32百万円の譲

渡価額で譲渡することを決議し、平成22年４月１日に予定通り事業譲渡を実行いたしました。

事業譲渡に係る譲渡価額は、独立の公認会計士による公正価額の算定額を基準に株式会社ホーコク

と協議した結果、32百万円といたしました。譲渡価額32百万円の支払については、譲渡価額の決済方法

については、全額当社より同社に対する貸付（貸付期間10年間）とし、同社より、貸付金の返済として

回収する予定であります。なお、同社は、販売先との売掛金を当該貸付金の返済の担保として差し入れ

ております。

上記の事業譲渡の結果、当社グループに繊維事業部門はなくなり、繊維事業部門所属の従業員５名お

よび臨時職員３名は平成22年３月31日付で全員当社を退職いたしました。

なお、平成22年３月31日現在の移転資産および負債の帳簿価額による純資産額である58百万円と、上

記譲渡価額32百万円の差額（26百万円）に、上述の金銭貸付債権に対する貸倒引当金繰入額相当額

（32百万円全額）を合わせた合計額（58百万円）について、当連結会計年度において、事業譲渡損失引

当金繰入額（特別損失）として計上いたしております。
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株式会社ホーコクの概要は以下のとおりであります。

商号 株式会社ホーコク

本店所在地 埼玉県加須市愛宕一丁目６番57号

代表者の役職・氏名 代表取締役　　髙橋　真

事業内容

①綿糸及び合成繊維による撚糸工業用・家
庭用ミシン糸及び各種撚糸並びに織物、メ
リヤス製品及び各種繊維製品の製造、販
売、輸出入及び受託加工

②吸水膨張剤による浸水防水袋の製造及び
販売

③前各号に附帯関連する一切の業務

資本金の額 金150千円

設立年月日 平成21年11月13日

大株主および持株比率

髙橋　真　  33.3％

安達　則雄  33.3％

浅見　幸子  33.3％

当社から株式会社ホーコクに対する長期貸付に係る金銭消費貸借契約の主な条件は下記のとおりで

あります。

契約締結日 平成22年３月10日

当事者 貸主 株式会社アイビーダイワ

　 借主 株式会社ホーコク

　 連帯保証人
髙橋　真
(株式会社ホーコク　代表取締役)

主な内容 貸付実行日 平成22年４月１日

　 融資額 金 32百万円

　 年金利 ２％

　 差入担保資産 大手顧客に対する売掛金の受取債権に対する担保設定

　 返済期日 平成22年９月30日より平成32年６月30日迄
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(3) リーオクタ社に対する追加貸付の実行および出資への振替

当社は、前記「第２　事業の状況」「１　業績等の概要」に記載のとおり、当連結会計年度において、

リーオクタ社に対し、平成22年２月５日付で、200千米ドルの短期貸付を実行し、その後の平成22年２月

18日付で、500千米ドルの株式転換権付貸付を実行いたしました。

その後の平成22年４月７日付で、さらに300千米ドルの追加融資を実行し、貸付残高1,000千米ドルと

いたしました。

また、平成22年６月８日付で、当社は、リーオクタ社に対する貸付債権1,000千米ドルを同社株式に転

換して出資に振り替え、また同日付で、さらに500千米ドルを追加で出資し、合計で、1,500千米ドルの出

資額とし、同社発行済株式総数の15.79％に相当する株式を取得いたしました。

リーオクタ社の概要は以下のとおりであります。

商号 Leeocta Alliance Mineral Resources, Inc.

本店所在地
Justin Park, 2629 Foothill Blvd. #341, 
La Crescenta, CA 91214 USA

代表者の役職・氏名 Eung Sun An (President) 

事業内容 資源開発

資本金の額 95千米ドル

設立年月日 平成21年８月３日

大株主および持株比率

Pan Asia Media Group, Inc.21.05%

Eung Sun An 15.79%

Lawrence Lee 15.79%

Octavio salvador Erquiaga 15.79%

Seok Pil Hong 15.79%

株式会社アイビーダイワ 15.79%
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(4) 株式会社ハミングステージの子会社化

平成22年４月12日開催の当社取締役会において、当社グループの食品事業推進の核とすべく、株式会

社ハミングステージの全発行済株式を、16百万円の取得価額で取得し、完全子会社とすることを決議

し、即日実行いたしました。

株式会社ハミングステージは、平成21年８月14日に設立された比較的新しい会社でありますが、既

に、首都圏に中規模程度のスーパーマーケット数店舗の運営につき、業務委託を受けており、野菜を中

心とした食品の仕入れ、販売および小売店の運営に係る事業ノウハウを蓄積しております。食品事業部

門の当社グループの営業キャッシュ・フロー改善への貢献という目的のため、当社は、現在、食品の仕

入れおよび販売等に係る業務の請負を主に行っている、株式会社ハミングステージを完全子会社化し、

当社グループの新しい食品事業部門として位置づけ、当社が従来従事してきた食品事業に、株式会社ハ

ミングステージが現在従事している食品事業を加え、今後はさらに、主に株式会社ハミングステージの

人的資源および事業ノウハウ等を活用し、新しい食品事業の展開についても、株式会社ハミングステー

ジにおいて推進していく計画です。

株式会社ハミングステージの概要（当社子会社化前）は以下のとおりであります。

商号 株式会社ハミングステージ

本店所在地
神奈川県川崎市中原区宮内
四丁目７番９号

代表者の役職・氏名 代表取締役　　藤井　正人

事業内容

青果物、精肉、鮮魚その他の食品の仕入れお
よび販売等
(現在は、同業務の請負が中心でサ－ビス業
である)

資本金の額 金10百万円

設立年月日 平成21年８月14日

大株主および持株比率 藤井　正人　100%

　

EDINET提出書類

株式会社アイビーダイワ(E00597)

有価証券報告書

 95/137



(5) 連結子会社ロドール社の2,000千米ドルの和解金の受領による特別利益の発生

当社連結子会社ロドール社は、平成19年11月に中断され、その後再開不可能となった、エンデバーＡ

ＭＩ鉱区におけるペルテックスＳＬ2038第１号井の試掘に係る探鉱プロジェクト（以下「エンデバー

探鉱」という）に関連し、平成22年５月10日（日本時間）、2,000千米ドル（約180百万円）の和解金を

受領し、この結果、平成23年３月期第１四半期連結会計期間において特別利益（受取和解金）が発生す

る見通しとなりました。

今回の2,000千米ドルの和解金の受領は、当社グループのキャッシュ・フローに大きく貢献いたしま

す。

エンデバー探鉱に関連する保険会社に対する訴訟の解決とは別に、ロドール社がペルテックス社に

対して有する債権約3,405千米ドル（298百万円）の回収については、現在もペルテックス社の民事再

生手続が進行中であります。この回収についても引き続き努力いたしますが、ペルテックス社には、上

述の和解金以外の資産が限られており、また多数の他の債権者が存在しているため、回収は困難を極め

るものと予想されます。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

 該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】
　

区分
前期末残高　　 (千

円）
当期末残高　　 (千

円）
平均利率(％) 返済期限

短期借入金 4,745,823 ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金　 ─ ― ─ ―

１年以内に返済予定のリース債務 ─ ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定のも
のを除く)

─ ― ─ ─

リース債務(１年以内に返済予定のも
のを除く)

─ ― ― ―

その他有利子負債 ─ ― ― ―

合計 4,745,823 ― ― ―

（注）「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　

(2)【その他】

 当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

　
第１四半期

(自平成21年４月１日
至平成21年６月30日)

第２四半期
(自平成21年７月１日
至平成21年９月30日)

第３四半期
(自平成21年10月１日
至平成21年12月31日)

第４四半期
(自平成22年１月１日
至平成22年３月31日)

売上高　　　　　(千円) 158,242 151,927 151,594 136,939

税金等調整前
四半期純利益金額(千円)

△186,943 △597,188 △1,574,848 520,367

四半期純利益金額(千円) △190,443 △597,793 △1,575,453 519,762

１株当たり
四半期純利益金額 (円)

△0.40 △1.16 △2.83 0.83
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 251,595 142,099

受取手形 17,837 15,413

売掛金 85,581 96,338

製品 36,954 38,348

仕掛品 4,357 9,653

貯蔵品 1,064 2,276

前払費用 14,325 7,588

短期貸付金 － 142,793

未収入金 ※2
 1,184,654

※2
 360,208

未収収益 ※2
 982

※2
 15,941

未収消費税等 7,658 19,298

その他 6,296 750

貸倒引当金 △1,184,297 △363,027

流動資産合計 427,010 487,683

固定資産

有形固定資産

建物 36,493 28,856

減価償却累計額 △28,813 △26,070

建物（純額） 7,679 2,785

車両運搬具 4,529 5,098

減価償却累計額 △4,026 △4,376

車両運搬具（純額） 502 721

工具、器具及び備品 10,827 11,209

減価償却累計額 △9,536 △9,893

工具、器具及び備品（純額） 1,290 1,316

坑井 159,105 163,236

減価償却累計額 － △18,025

坑井（純額） 159,105 145,211

有形固定資産合計 168,578 150,034

無形固定資産

ソフトウエア 1,880 1,035

無形固定資産合計 1,880 1,035

投資その他の資産

投資有価証券 28,590 74,618

関係会社株式 ※1
 3,805,016 2,563,374

出資金 50 －

長期貸付金 465,646 454,726

長期営業債権 223,350 －
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

長期前払費用 4,526 －

差入保証金 50,912 39,193

その他 － 50

貸倒引当金 △708,997 △485,595

投資損失引当金 △2,951,860 △2,563,374

投資その他の資産合計 917,235 82,993

固定資産合計 1,087,694 234,063

繰延資産

株式交付費 5,462 －

繰延資産合計 5,462 －

資産合計 1,520,167 721,746

負債の部

流動負債

買掛金 72,607 72,468

未払金 ※2
 118,660 20,103

未払費用 ※2
 23,411 574

未払法人税等 1,415 1,415

預り金 13,257 1,913

賞与引当金 6,674 －

偶発損失引当金 320,881 －

譲渡損失引当金 － 58,134

流動負債合計 556,908 154,609

固定負債

関係会社長期借入金 ※1
 853,155 －

退職給付引当金 102 －

廃坑引当金 － 3,721

固定負債合計 853,257 3,721

負債合計 1,410,166 158,331

純資産の部

株主資本

資本金 7,930,379 591,096

資本剰余金

資本準備金 37,500 457,191

資本剰余金合計 37,500 457,191

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △7,833,974 △508,566

利益剰余金合計 △7,833,974 △508,566

自己株式 △1,843 △1,850

株主資本合計 132,061 537,870
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △24,445 21,582

評価・換算差額等合計 △24,445 21,582

新株予約権 2,385 3,962

純資産合計 110,001 563,415

負債純資産合計 1,520,167 721,746
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高

製品売上高 180,413 150,454

商品売上高 376,193 375,646

天然資源開発投資売上高 － 55,231

売上高合計 556,606 581,332

売上原価

製品期首たな卸高 32,149 36,954

当期商品仕入高 375,068 90,185

当期製品仕入高 98,689 374,523

天然資源開発投資原価 － 30,621

当期製品製造原価 70,079 82,852

合計 575,986 615,137

製品期末たな卸高 36,954 38,348

他勘定振替高 4,488 15,924

売上原価合計 534,543 560,864

売上総利益 22,063 20,467

販売費及び一般管理費 ※1, ※2
 475,879

※2
 338,685

営業損失（△） △453,815 △318,218

営業外収益

受取利息 ※1
 48,719 15,251

受取配当金 19 16

為替差益 57,438 41,555

受取手数料 ※1
 16,033 －

雑収入 2,814 ※1
 13,004

営業外収益合計 125,025 69,828

営業外費用

支払利息 ※1
 50,435

※1
 18,509

資金調達費用 40,553 16,484

担保解除費用 － ※3
 90,210

株式交付費償却 774 47,502

支払手数料 ※3
 24,685 －

雑損失 1,273 10,695

営業外費用合計 117,721 183,402

経常損失（△） △446,511 △431,792
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 778,734 －

貸倒引当金戻入額 － 708,590

新株予約権戻入益 － 26,400

債務免除益 － 33,467

その他 － 7,483

特別利益合計 778,734 775,941

特別損失

たな卸資産廃棄損 361 －

貸倒引当金繰入額 1,237,026 －

投資損失引当金繰入額 2,951,860 783,499

偶発損失引当金繰入額 323,156 2,049

譲渡損失引当金繰入額 － 58,134

投資有価証券評価損 123,104 －

その他 － 3,717

特別損失合計 4,635,509 847,401

税引前当期純損失（△） △4,303,286 △503,251

法人税、住民税及び事業税 2,420 5,314

法人税等合計 2,420 5,314

当期純損失（△） △4,305,706 △508,566
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　【製造原価明細書】

　

　 　
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　労務費 　 26,853 38.6 25,845 29.3

Ⅱ　経費 ※１ 42,739 61.4 62,302 70.7

　　　当期総製造費用 　 69,593100.0 88,148100.0

　　　期首仕掛品棚卸高 　 4,843　 4,357　

合計 　 74,436　 92,506　

　　　期末仕掛品棚卸高 　 4,357　 9,653　

　　　当期製品製造原価 　 70,079　 82,852　

　

　
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(原価計算方法)

　実際原価による総合原価計算を行っております。

(原価計算方法)

同左

※１　経費の内訳は次のとおりであります。

外注工賃 32,111千円

減価償却費 1,460

その他 9,167

合計 42,739

 

※１　経費の内訳は次のとおりであります。

外注工賃 22,997千円

減価償却費 19,270

その他 20,034

合計 62,302
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,892,879 7,930,379

当期変動額

新株の発行 37,500 457,191

資本金の取崩 － △7,796,474

当期変動額合計 37,500 △7,339,283

当期末残高 7,930,379 591,096

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 － 37,500

当期変動額

新株の発行 37,500 457,191

資本準備金の取崩 － △37,500

当期変動額合計 37,500 419,691

当期末残高 37,500 457,191

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △3,528,267 △7,833,974

当期変動額

資本金の取崩 － 7,796,474

資本準備金の取崩 － 37,500

当期純損失（△） △4,305,706 △508,566

当期変動額合計 △4,305,706 7,325,407

当期末残高 △7,833,974 △508,566

自己株式

前期末残高 △1,835 △1,843

当期変動額

自己株式の取得 △7 △7

当期変動額合計 △7 △7

当期末残高 △1,843 △1,850

株主資本合計

前期末残高 4,362,776 132,061

当期変動額

新株の発行 75,000 914,382

資本金の取崩 － －

資本準備金の取崩 － －

当期純損失（△） △4,305,706 △508,566

自己株式の取得 △7 △7

当期変動額合計 △4,230,714 405,808

当期末残高 132,061 537,870
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,708 △24,445

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△26,154 46,027

当期変動額合計 △26,154 46,027

当期末残高 △24,445 21,582

新株予約権

前期末残高 － 2,385

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,385 1,577

当期変動額合計 2,385 1,577

当期末残高 2,385 3,962

純資産合計

前期末残高 4,364,485 110,001

当期変動額

新株の発行 75,000 914,382

当期純損失（△） △4,305,706 △508,566

自己株式の取得 △7 △7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,769 47,605

当期変動額合計 △4,254,483 453,414

当期末残高 110,001 563,415
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　【継続企業の前提に関する重要な事項】

前事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

当事業年度において、連結子会社ASSGJP1社は、ADM社との融資契約を平成20年６月に締結し（以

下、「ADMローン契約」）、同社が保有するLeed Petroleum PLCの株式全104,615,384株(以下、「リー

ド株」）を担保として差し入れたほか、当社および連結子会社Lodore US Holdings, Inc.が当初は

責任が無限定であった保証を差し入れました。

当初は、リード株の米ドル換算の時価は約118百万米ドルであり、ADMローン返済に十分な担保価値

を有しておりました。しかし、リード株の売却制限（ロンドン証券取引所AIM市場上場後１年間）が

解除された平成20年８月15日の直後より、米国に端を発した世界的金融恐慌・株安に襲われ、リード

株の米ドル建の時価は急落し、平成20年10月下旬には、契約で義務付けられていた担保カバー率を下

回る事態が生じました。

当社は、当該財務制限条項の抵触による期限の利益喪失を解消すべく、平成20年11月にADMローン

契約を修正し、ロドール社全株式および全資産、ASSGJP1社が当時保有していた全現預金7.5百万米ド

ル（ただし、当事業年度中に全額を一部繰上弁済に充当済）、ならびに、当社が保有するアダヴェイ

ル社の全21,333,334株（ただし、当事業年度中にADMローン契約の再改定により担保解除済）を担保

として供することとなりました。一方で、当初無限定責任であった当社が差し入れているADMローン

の保証債務については、新たに3.55百万米ドル（ただし、当事業年度中、0.257百万米ドルについては

繰上弁済を行ったため、当事業年度末時点では3.293百万米ドルに減額）の責任限度額を設ける措置

を講じました。

この結果、当社自体のADMローンに係る責任は大きく制限することができたものの、平成20年11月

のADMローン契約改定以降もリード株の株価はさらに大きく下落し、大幅な担保割れの状況が継続し

ております。このため、当社の3.293百万米ドルを上限とした保証債務の履行の可能性が高まってお

ります。

当社が保有する現預金の残高に鑑み、当該保証債務の履行が必要となった場合、債務不履行に陥る

可能性があります。これにより、当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が

存在しております。

このような状況を解消すべく、当社は、平成21年３月16日、第三者割当増資により、新株式

15,000,000株および新株予約権90個（新株予約権の対象となる当社株式90,000,000株）を発行し、

資金調達を実施いたしました。新株予約権が順調に行使された場合、当社は、当該保証債務の履行の

ための資金の確保ができる見通しであります。さらに、残りの調達資金については、米国における石

油・ガス生産鉱区の権益獲得等の新規投資に充当し、営業キャッシュフローの確保を行う予定であ

り、平成21年３月17日、当社は、米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区の８%の権益獲得を実行して

おります。

しかし、新株予約権の行使期間中であることから、このまま権利行使が順調に行われるか否かにつ

いて確証が得られていないため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を財務諸表には反映しておりません。
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当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

当社は、営業活動によるキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、運転資金および事業規

模拡大のための投資資金を、外部調達によって賄う体質となっております。このような体質の改善の

ため、営業キャッシュ・フローを生む資産に対する投資を第一に考える方針に転換しております。

この戦略の一環として、当社は、平成21年３月17日に、米国ルイジアナ州陸上部バルザイユ鉱区に

おける８％の権益を取得しておりますが、これは、同鉱区において既に生産井が稼動しており、直ち

に当社の営業キャッシュ・フローに貢献すると判断したためであります。

またその後の平成21年８月18日に、当社は、インドネシア石炭鉱山の権益を保有するＳＳＧＬ社の

優先株式を12,500千米ドルの対価で引き受け、取得後は同社より年間最低3,125千米ドル以上の優先

配当を受領する旨の基本合意を締結いたしましたが、これは、当社の経常運転資金を上回る金額であ

る年間3,125千米ドルのキャッシュ・フローを継続的に確保する手段として有用であると判断した

ためであります。しかしながら、その後実施したデューディリジェンスの結果、同社が年間3,125千米

ドル以上の優先配当を、当社がＳＳＧＬ社優先株式を取得した直後から確実に支払えるほどの利益

を計上できるか否かにつき疑義が生じたこと等により、平成21年11月２日開催の取締役会で、ＳＳＧ

Ｌ社優先株式取得を見合わせることを決定し、また同日をもって新株予約権が行使されないことが

確定いたしました。

このため、当社の経常的なキャッシュ・フローは今後ともマイナスが継続する見通しとなりまし

た。この状況が改善せず継続する場合、将来的に当社の運転資金が不足する事態に陥る可能性があり

ます。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

このような状況を解消すべく、当社は、ＳＳＧＬ社優先株式取得に代わる、キャッシュ・フローを

当社に経常的にもたらし得る資産の新規取得を行うべく、候補となる資産を複数検討しております。

検討にあたっては、既にキャッシュ・フローを生んでいる資産（生産中の天然資源に係る鉱区の権

益等）または、現時点ではキャッシュ・フローを生んでいないものの、販売先とのオフテイク契約が

締結されている等、早期にキャッシュ・フローを生むことがほぼ確実であると見込まれる資産を中

心に行っております。近年の世界的な不況および資金不足の状況において、このようなキャッシュ・

フローを経常的にもたらし得るような良質な資産が、比較的安価で獲得可能な状況にあります。

但し、当社についても、資金が限られていることから、新規の資産獲得のためには、外部より資金調

達を行うことが不可欠であります。このため、平成21年12月８日開催の取締役会で、新株式

81,293,000株および第５回新株予約権2,676個（新株予約権の対象となる当社株式267,600,000株）

を発行いたしました。外部より資金を調達し、当社グループに継続的にキャッシュ・フローをもたら

し得る資産の獲得を行うことにより、当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フロー（または

その他の経常的なキャッシュ・フロー）をプラスに転じることが可能となると考えております。第

５回新株予約権は、発行日から平成22年６月14日までの間に488個（新株予約権の対象となる当社株

式48,800,000株）が行使され、214百万円が払い込まれました。当社は、第５回新株予約権の行使によ

り調達した資金を、早期のキャッシュ・フローにつながると判断した、リーオクタ社に対する投資お

よび、後記「注記事項」「重要な後発事象」に記載のとおり、食品事業関連の投資に充当いたしまし

た。

しかしながら、第５回新株予約権のさらなる行使が確実に行われるか否か、また、タイムリーに経

常的にキャッシュ・フローをもたらし得る資産を獲得できるか否かについてはリスクを伴い、実現

できない可能性があるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を財務諸表には反映しておりません。
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　【重要な会計方針】

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

　(1) 子会社株式 総平均法による原

価法によって評価

しております。

１　有価証券の評価基準及び評価方法

　(1) 子会社株式

　　　　　　　　　　　　　　　　同　　左

　(2) その他有価証券

   時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法

なお、評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は、

総平均法による原価法により算

定しております。
 

　(2) その他有価証券

   時価のあるもの 同　　左

    時価のないもの　　　　　  総平均法による原価法に

よって評価しておりま

す。

   時価のないもの　　　　　     同　　左

２　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　通常の販売目的で保有する棚卸資産　　　　　　　　　

　　　先入先出法による原価法（収益性の低下による

　　　簿価切り下げの方法）によっております。

２　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　通常の販売目的で保有する棚卸資産　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 同　　　左

 
３　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　　　坑井　　　　　生産高比例法

　　　その他　　　　定率法

　　　　　　　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)は定額法に

よっております。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであります。

３　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　　　　　　　　　　　　　　同　　　左

 
 

　　　　　　　　　　　建物　　　　　８～31年

　　　　　　　　　　　車両運搬具　　５年

　　　　　　　　　　　工具器具備品　４～20年

　　　　　　　　　　　

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額資産は

３年で償却しております。

 

　

　(2) 無形固定資産(リース資産を除く）定額法

　　　　　　　　　　ソフトウェア(自社利用分)については、社内

における見込利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しておりま

す。

　(2) 無形固定資産(リース資産を除く）

　　　　　　　　　　　　　　　 同　　左

　(3) 長期前払費用　期間(５年)に応じた経過月数で償却

しております。

　(3) 長期前払費用　　　　　　　同　　左
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　 前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

４　繰延資産の処理方法

　(1) 株式交付費 ３年間で均等償却しております。

　　―――――――――――――――――――

５　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金 売上債権の貸倒損失に備えるた

め一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

４　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金 　　　　　同　　左

　(2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払いに

充てるため、支給見込額のうち

当期の負担額を計上しておりま

す

　(2) 賞与引当金 　　　　　同　　左

　(3) 退職給付引当金従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　(3) 退職給付引当金　　　　　同　　左

　

　(4) 投資損失引当金子会社の投資に係る損失に備え

るため、当該会社の財務状況、お

よび回収可能性を勘案して必要

額を繰入計上しております。

　

　(4) 投資損失引当金　　　　　同　　左

　

　(5) 偶発損失引当金当社連結子会社アジア・スペ

シャル・シテュエイションズ・

ジージェイピーワン・リミテッ

ドがエーディーエム・ガレウス

・ファンド・リミテッドから借

りている米ドル建て融資契約に

つき、当社が返済期日までにエ

クイティ・ファイナンスを実施

した場合又は返済期日に担保資

産による返済で不足が生じた場

合等に生じる可能性のある損失

に備え必要見込額を計上してお

ります。

　

　(5) 廃坑引当金 生産終結時における生産設備の

撤去等の廃坑費用の支出に備え

るため、廃坑計画に基づき、当該

費用見積額と期間を基準に計上

しております。

　

　(6) 譲渡損失引当金繊維事業の譲渡に伴い発生する

損失見込額を計上しておりま

す。
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　【会計方針の変更】

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（たな卸資産の評価に関する会計基準）

　当会計年度より、「棚卸資産の評価に関する基準」

(企業会計基準第９号　平成18年７月５日公表分)を

適用しております。

これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響は軽微であります。

――――――――――――

（リース取引に関する会計基準等） ――――――――――――

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース

取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)(平

成５年６月17日(企業審議会第一部会)、平成19年３

月30日改正)及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）(平成

６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正)を適用し、通常の売買

取引に係る会計処理によっております。なお、リース

取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

これにより営業損失、経常損失及び税引前当期純損

失に与える影響はありません。

　

　

　【表示方法の変更】

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　　　　　　　―――――――――――― （貸借対照表）
前事業年度において独立掲記しておりました「出資
金」（当事業年度50千円）は、資産合計の100分の１以
下であるため、投資その他の資産の「その他」に含めて
表示しております。
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　【注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

※１　担保資産及び担保付債務

　　　以下の通り子会社の借入、融資契約、及び修正契約に

おける借入金の担保として、以下の資産を担保に

供しております。

　　　担保に供している資産の額（簿価）

関係会社株式 853,155千円

　　　上記資産のほか、ロドール社の全資産（449,085千

円）、及び子会社が所有するリード社株式

（1,241,641千円）も担保に供されております。

　　　上記に対応する債務

子会社の短期借入金 4,745,823千円

※１　―――――――――――――

 
 

※２　関係会社項目

　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

流動資産 未収入金 1,183,759千円

　 未収収益 　　982

流動負債 未払金 4,407

　 未払費用 23,815

 

※２　関係会社項目

　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

流動資産 未収入金 359,305千円

　 未収収益 　3,721
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社からの受取利息　　 35,412千円

関係会社からの受取手数料 16,033

関係会社への支払手数料 4,407

関係会社への支払利息 23,815

　 　

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社からの雑収入　　 3,536千円

関係会社への支払利息 13,929

※２　販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売費

0.8％、一般管理費 99.2％であります。

　　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当 162,167千円

賞与引当金繰入額 9,240

賃借料 43,056

減価償却費 2,788

旅費交通費 35,412

業務委託料 22,361

支払手数料 144,536

※２　販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売 費

0.8％、一般管理費 99.2％であります。

　　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当 99,137千円

賞与引当金繰入額 3,150

賃借料 33,108

減価償却費 1,960

旅費交通費 16,117

業務委託料 19,138

支払手数料 116,192

※３　営業外費用の支払手数料24,685千円は、担保資産と

なっていた投資有価証券（アダヴェイル社株式）

の担保解除手数料であります。

※３  担保解除費用

担保資産となっていたロドール・ＵＳ・ホール

ディングス・インク及びその子会社の株式及び資

産の担保解除手数料であります。

　

　

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 21,437 401 ─ 21,838
　

(変動事由の概要) 

増加は単元未満株式の買取りによるものであります。

　

当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 21,838 1,200 ― 23,038
　

(変動事由の概要) 

増加は単元未満株式の買取りによるものであります。

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社アイビーダイワ(E00597)

有価証券報告書

112/137



(リース取引関係)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１ ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

　　 本社使用の器具備品他であります。

② リース資産の減価償却の方法

     該当はありません。

　　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日
　　以前のリース取引については、通常の賃貸借取引
　　に係る方法に準じた会計処理によっており、その
　　内容は次の通りであります。

１ ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

　　 本社使用の器具備品他であります。

② リース資産の減価償却の方法

     該当はありません。

　　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日
　　以前のリース取引については、通常の賃貸借取引
　　に係る方法に準じた会計処理によっており、その
　　内容は次の通りであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

工具器
具備品

25,62516,8118,814

合計 25,62516,8118,814
　

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

工具器
具備品

24,07520,4643,611

合計 24,07520,4643,611

　

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,518千円

１年超 4,200千円

　 9,718千円
　

１年内 4,119千円

１年超 ―千円

　 4,119千円
　

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 5,964千円

減価償却費相当額 5,125千円

支払利息相当額 781千円
　

支払リース料 5,640千円

減価償却費相当額 4,815千円

支払利息相当額 445千円

　

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

 (減価償却費相当額の算定方法)

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

 (利息相当額)

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。　　　　

 (減価償却費相当額の算定方法)　　

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

(利息相当額)

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。
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(有価証券関係)

前事業年度(平成21年３月31日現在)

　　子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの

　　　該当事項はありません。

　

当事業年度(平成22年３月31日現在)

　　（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号　平成20年３月10日)及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日)を適用

しております。

　　　

　　子会社株式および関連会社株式

　　　時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

                         　　　　　　　   （単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

子会社株式 2,563,374

　

    上記については、市場価格がありません。したがって時価を把握することが極めて困難である

　　　と認められるものであります。　

　

(税効果会計関係)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　 (繰延税金資産)

税務上の繰越欠損金 1,660,640千円

子会社株式評価損 9,282,832

その他有価証券評価差額金 9,950

その他 2,331,230

繰延税金資産小計 13,284,652

評価性引当額 △13,284,652

繰延税金資産合計 ―
 

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　 (繰延税金資産)

税務上の繰越欠損金 2,166,801千円

子会社株式評価損 9,346,695

その他 1,610,400

繰延税金資産小計 13,123,896

評価性引当額 △13,123,896

繰延税金資産合計 ─
 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　税引前当期純損失を計上しているため記載しておりま

せん。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　　　　　　　　　同    左

　

(企業結合等関係)

前事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

該当事項はありません。

　

当事業年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前事業年度
（自　平成20年４月１日
　　至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
　　至　平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 0円24銭１株当たり純資産額 0円87銭

１株当たり当期純損失 10円07銭１株当たり当期純損失 0円93銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であり、希薄化効果を有して
いる潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であり、希薄化効果を有して
いる潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)　算定上の基礎

　

１　１株当たり純資産額

　 前事業年度 当事業年度
　 (平成21年３月31日) (平成22年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 110,001 563,415

貸借対照表の純資産の部の合計額から控除す
る金額（千円）

2,385 3,962

　（うち新株予約権） （2,385） （3,962）

普通株式に係る純資産額（千円） 107,616 559,452

普通株式の発行済株式数（千株） 441,400 643,493

普通株式の自己株式数（千株） 21 23

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（千株）

441,378 643,469

　 　 　

　 　 　

２　１株当たり当期純損失

　
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当期純損失(千円) 4,305,706 508,566

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) 4,305,706 508,566

普通株式の期中平均株式数(千株) 427,652 545,168

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

平成17年9月2日臨時株主総会決
議ストックオプション
       （新株予約権3,050個）
         普通株式3,050,000株

平成17年9月2日臨時株主総会決
議ストックオプション
          （新株予約3,050個）
          普通株式3,050,000株

　

平成21年２月26日取締役会決議
　　　　（新株予約権90個）
　　　　普通株式90,000,000株

平成21年２月26日取締役会決議
　　　　（新株予約権２個）
　　　　普通株式2,000,000株
平成21年12月８日取締役会決議
　　　（新株予約権2,348個）
　　　普通株式234,800,000株
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(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日)　

(1) 新株予約権の行使

平成21年３月16日に第三者割当により当社が発行した第３回新株予約権は、当事業年度末時点にお

いて、発行総数90個全て未行使でありましたが、当事業年度末以降、平成21年６月16日までの期間にお

いて、下記のとおり行使がなされております。

　行使個数　　　　41個（平成21年６月16日現在の未行使個数49個）

　交付株式数　　　41,000,000株（新株予約権１個につき1,000,000株）

　払込総額　　　　217,300,000円

上記の結果、平成21年６月16日現在の当社の発行済株式総数および資本金の額は以下のとおりと

なっております。

　発行済株式総数　482,400,000株

　資本金の額　　　8,039,572,590円

　

(2) 資本金および資本準備金の額の減少

当社は、当期末における未処理損失7,833,974,174円を一掃し、財務体質を早急に改善することを目

的として平成21年５月15日開催の取締役会において、平成21年６月24日開催予定の第64回定時株主総

会に、下記のとおり「資本金の額および資本準備金の額の減少の件」および「剰余金の処分の件」を

付議することを決議しております。

(減少する資本金の額)

会社法第447条第１項の規定に基づき、平成21年３月31日時点の資本金の額7,930,379,340円を

7,796,474,174円減少いたします。発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを無償で減少す

る方法によることとし、減少する資本金の額7,796,474,174円の全額を「その他資本剰余金」に振り

替えいたします。

(減少する準備金の額)

会社法第448条第１項の規定に基づき、平成21年３月31日時点の資本準備金の額37,500,000円を全額

取り崩し、全額を「その他資本剰余金」に振り替えることといたします。

(剰余金の処分)

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金の額および資本準備金の額の減少により生じる「その

他資本剰余金」7,833,974,174円を、損失の填補にあてるため、「繰越利益剰余金」に振り替える処

理をするものであります。

(効力発生日)

上記の効力発生日は平成21年７月２日を予定しております。
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当事業年度(自 平成21年４月１日　至 平成22年３月31日)　

(1) 新株予約権の行使

平成21年12月25日に第三者割当により当社が発行した第５回新株予約権は、当事業年度末時点にお

いて、発行総数2,676個のうち、2,348個が未行使でありましたが、当事業年度末以降、平成22年６月14日

までの期間において、下記のとおり行使がなされております。なお、平成21年３月16日に第三者割当に

より当社が発行した第３回新株予約権（当事業年度末時点における未行使個数：２個）の当該期間に

おける行使はありませんでした。

　行使個数　　　　160個（平成22年６月14日現在の未行使個数2,188個）

　交付株式数　　　16,000,000株（新株予約権１個につき100,000株）

　払込総額　　　　70百万円

上記の結果、平成22年６月14日現在の当社の発行済株式総数および資本金の額は以下のとおりと

なっております。

　発行済株式総数　659,493,000株

　資本金の額　　　626百万円

　

(2) 繊維事業部門の株式会社ホーコクへの事業譲渡の実行および同社に対する長期貸付

平成22年３月９日開催の当社取締役会において、平成22年４月１日をもって、当社繊維事業部門の従

業員によって平成21年11月13日に設立された株式会社ホーコクに対し、繊維事業部門を32百万円の譲

渡価額で譲渡することを決議し、平成22年４月１日に予定通り事業譲渡を実行いたしました。

事業譲渡に係る譲渡価額は、独立の公認会計士による公正価額の算定額を基準に株式会社ホーコク

と協議した結果、32百万円といたしました。譲渡価額32百万円の支払については、譲渡価額の決済方法

については、全額当社より同社に対する貸付（貸付期間10年間）とし、同社より、貸付金の返済として

回収する予定であります。なお、同社は、販売先との売掛金を当該貸付金の返済の担保として差し入れ

ております。

上記の事業譲渡の結果、当社に繊維事業部門はなくなり、繊維事業部門所属の従業員５名および臨時

職員３名は平成22年３月31日付で全員当社を退職いたしました。

なお、平成22年３月31日現在の移転資産および負債の帳簿価額による純資産額である58百万円と、上

記譲渡価額32百万円の差額（26百万円）に、上述の金銭貸付債権に対する貸倒引当金繰入額相当額

（32百万円全額）を合わせた合計額（58百万円）について、当事業年度において、事業譲渡損失引当金

繰入額（特別損失）として計上いたしております。
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株式会社ホーコクの概要は以下のとおりであります。

商号 株式会社ホーコク

本店所在地 埼玉県加須市愛宕一丁目６番57号

代表者の役職・氏名 代表取締役　　髙橋　真

事業内容

①綿糸及び合成繊維による撚糸工業用・家
庭用ミシン糸及び各種撚糸並びに織物、メ
リヤス製品及び各種繊維製品の製造、販
売、輸出入及び受託加工

②吸水膨張剤による浸水防水袋の製造及び
販売

③前各号に附帯関連する一切の業務

資本金の額 金150千円

設立年月日 平成21年11月13日

大株主および持株比率

髙橋　真　  33.3％

安達　則雄  33.3％

浅見　幸子  33.3％

当社から株式会社ホーコクに対する長期貸付に係る金銭消費貸借契約の主な条件は下記のとおりで

あります。

契約締結日 平成22年３月10日

当事者 貸主 株式会社アイビーダイワ

　 借主 株式会社ホーコク

　 連帯保証人
髙橋　真
(株式会社ホーコク　代表取締役)

主な内容 貸付実行日 平成22年４月１日

　 融資額 金 32百万円

　 年金利 ２％

　 差入担保資産 大手顧客に対する売掛金の受取債権に対する担保設定

　 返済期日 平成22年９月30日より平成32年６月30日迄
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(3) リーオクタ社に対する追加貸付の実行および出資への振替

当社は、前記「第２　事業の状況」「１　業績等の概要」に記載のとおり、当事業年度において、リー

オクタ社に対し、平成22年２月５日付で、200千米ドルの短期貸付を実行し、その後の平成22年２月18日

付で、500千米ドルの株式転換権付貸付を実行いたしました。

その後の平成22年４月７日付で、さらに300千米ドルの追加融資を実行し、貸付残高1,000千米ドルと

いたしました。

また、平成22年６月８日付で、当社は、リーオクタ社に対する貸付債権1,000千米ドルを同社株式に転

換して出資に振り替え、また同日付で、さらに500千米ドルを追加で出資し、合計で、1,500千米ドルの出

資額とし、同社発行済株式総数の15.79％に相当する株式を取得いたしました。

リーオクタ社の概要は以下のとおりであります。

商号 Leeocta Alliance Mineral Resources, Inc.

本店所在地
Justin Park, 2629 Foothill Blvd. #341, 
La Crescenta, CA 91214 USA

代表者の役職・氏名 Eung Sun An (President) 

事業内容 資源開発

資本金の額 95千米ドル

設立年月日 平成21年８月３日

大株主および持株比率

Pan Asia Media Group, Inc.21.05%

Eung Sun An 15.79%

Lawrence Lee 15.79%

Octavio salvador Erquiaga 15.79%

Seok Pil Hong 15.79%

株式会社アイビーダイワ 15.79%
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(4) 株式会社ハミングステージの子会社化および同社に対する短期貸付

平成22年４月12日開催の当社取締役会において、当社の食品事業推進の核とすべく、株式会社ハミン

グステージの全発行済株式を、16百万円の取得価額で取得し、完全子会社とすることを決議し、即日実

行いたしました。また、同日開催の当社取締役会において、子会社化した同社に対し、同社の事業運転資

金として、64百万円の短期貸付を実行することを決議し、同日付で実行し、その後、さらに、当社取締役

会決議に基づき、36百万円、25百万円、25百万円および50百万円ならびに50百万円の各短期貸付を実行

いたしました（平成22年６月14日現在の残高：250百万円）。

株式会社ハミングステージは、平成21年８月14日に設立された比較的新しい会社でありますが、既

に、首都圏に中規模程度のスーパーマーケット数店舗の運営につき、業務委託を受けており、野菜を中

心とした食品の仕入れ、販売および小売店の運営に係る事業ノウハウを蓄積しております。食品事業部

門の当社の営業キャッシュ・フロー改善への貢献という目的のため、当社は、現在、食品の仕入れおよ

び販売等に係る業務の請負を主に行っている、株式会社ハミングステージを完全子会社化し、当社の新

しい食品事業部門として位置づけ、当社が従来従事してきた食品事業に、株式会社ハミングステージが

現在従事している食品事業を加え、今後はさらに、主に株式会社ハミングステージの人的資源および事

業ノウハウ等を活用し、新しい食品事業の展開についても、株式会社ハミングステージにおいて推進し

ていく計画です。

株式会社ハミングステージの概要（当社子会社化前）は以下のとおりであります。

商号 株式会社ハミングステージ

本店所在地
神奈川県川崎市中原区宮内
四丁目７番９号

代表者の役職・氏名 代表取締役　　藤井　正人

事業内容

青果物、精肉、鮮魚その他の食品の仕入れお
よび販売等
(現在は、同業務の請負が中心でサ－ビス業
である)

資本金の額 金10百万円

設立年月日 平成21年８月14日

大株主および持株比率 藤井　正人　100%

　

当社から株式会社ハミングステージに対する短期貸付に係る金銭消費貸借契約の主な条件は下記の

とおりであります。

契約締結日および
貸付実行日

第１回：平成22年４月12日
第２回：平成22年４月26日
第３回：平成22年４月30日
第４回：平成22年５月10日
第５回：平成22年５月17日
第６回：平成22年５月21日

当事者 貸主 株式会社アイビーダイワ

　 借主 株式会社ハミングステージ

　 連帯保証人
藤井　正人
(株式会社ハミングステージ　代表取締役)

主な内容 貸付実行日 平成22年４月12日

　 融資額

第１回：金 64百万円
第２回：金 36百万円
第３回：金 25百万円
第４回：金 25百万円
第５回：金 50百万円
第６回：金 50百万円

　 年金利 ５％

　 差入担保資産 受取保証金に対する担保設定

　 返済期日

第１回分：平成23年３月31日
第２回分：平成23年４月28日、５月31日
第３回分：平成23年６月30日
第４回分：平成23年７月29日
第５回分：平成23年８月31日、９月30日
第６回分：平成23年10月31日、11月30日
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(5) 特別利益（貸倒引当金戻入益）の発生

当社は、連結子会社ロドール・デラウェア・ペトロリアム・エルエルシーに対し有している未収入金の

うち、平成22年５月17日付で1,000千米ドル、および平成22年６月８日付で250千米ドルを回収いたしまし

た。当該未収入金については、全額貸倒引当金を計上しておりましたので、この回収の結果、翌事業年度第１

四半期会計期間において、1,250千米ドル相当（約112百万円）の特別利益（貸倒引当金戻入益）が発生い

たしました。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数(株）
貸借対照表
計上額（千円）

投資有価
証券

その他
有価証券

　アダヴェイル・リソーシス・
　リミテッド

21,333,334 74,618

計 21,333,334 74,618

　

【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 36,493 ― 7,63728,85626,0701,206 2,785

　車両運搬具 4,529 569 ― 5,098 4,376 350 721

　工具、器具及び備品 10,827 920 538 11,2099,893 803 1,316

  坑井 159,1054,130 ― 163,23618,02518,025145,211

有形固定資産計 210,9545,621 8,175208,40058,36620,385150,034

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　ソフトウェア 7,409 ― ― 7,409 6,374 845 1,035

無形固定資産計 7,409 ― ― 7,409 6,374 845 1,035

投資その他の資産 　 　 　 　 　 　 　

　長期前払費用　 4,526 ― 4,526 ― ― ― ―

投資その他の資産計 4,526 ― 4,526 ― ― ― ―

繰延資産 　 　 　 　 　 　 　

　株式交付費 36,56050,71087,270 ― ― 47,502 ―

繰延資産計 36,56050,71087,270 ― ― 47,502 ―

（注）1.坑井の増加は廃坑引当金計上によるものであります。

 2.建物の減少は、本社移転に伴う建物附属設備の除却によるものであります。
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【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金　　　　　 (流動
資産)

1,184,297 48,743 753,969 116,043 363,027

貸倒引当金　　　　　 (投資
その他の資産)

708,997 10,868 223,350 10,920 485,595

投資損失引当金 2,951,860783,4991,241,641△69,656 2,563,374

賞与引当金 6,674 10,540 ― 17,214 ―

偶発損失引当金 320,881 ― 317,346 3,535 ―

譲渡損失引当金 ― 58,134 ― ― 58,134

廃坑引当金 ― 3,840 ― 118 3,721

(注）1.　貸倒引当金（流動資産）の当期減少額（その他）は、洗替による戻入および為替の影響を含んでおります。
2.　貸倒引当金（投資その他の資産）の当期減少額（その他）は、回収による戻入であります。

3.　投資損失引当金の当期減少額（その他）は、株式の譲渡による戻入および為替の影響を含んでおります。

4.　賞与引当金の当期減少額（その他）は、繊維事業の譲渡により支給対象者がいなくなったための戻入でありま

す。

     5.　偶発損失引当金の当期減少額(その他)は、為替の影響を含んでおります。

6.　廃坑引当金の当期減少額(その他)は、為替の影響を含んでおります。　
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(2)【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

ａ　現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 369

預金 　

当座預金 697

普通預金 141,032

小計 141,729

合計 142,099

　

ｂ　受取手形

イ　相手先別内訳

相手先 金額(千円)

㈱戸崎糸店 1,618

コーワミシン㈱ 1,451

グローブライド㈱ 1,188

儘田産業㈱ 1,166

小川製袋㈱ 1,118

その他 8,869

合計 15,413

　

ロ　受取手形期日別内訳

期日 平成22年４月 平成22年５月 平成22年６月 平成22年７月 平成22年８月 合計

金額(千円) 6,971 3,969 3,288 1,036 148 15,413

構成比(％) 45.2 25.8 21.3 6.7 1.0 100
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ｃ　売掛金

イ　相手先別内訳

相手先 金額(千円)

本田忠㈱ 68,407

キンディー・オイル・アンド・ガス・エルエルシー 8,700

豊国産業㈱ 北海道営業所 2,020

㈱戸崎糸店 1,289

ＪＳＲ㈱ 538

その他 15,382

合計 96,338

　

ロ　回収状況並びに滞留状況

前期末残高(千円)
(Ａ)

当期発生高(千円)
(Ｂ)

当期回収高(千円)
(Ｃ)

当期末残高(千円)
(Ｄ)

85,581 717,719 706,961 96,338

売掛金回収率(％)
Ｃ

×100
Ａ＋Ｂ

88.0％

　〃　滞留期間(ヶ月)
Ａ＋Ｄ

÷
Ｂ

２ 12
1.5ヶ月

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

ｄ　棚卸資産

科目 金額(千円) 内訳

製品 38,348

製袋用縫糸
ミシン糸
撚糸
その他

　

仕掛品 9,653

製袋用縫糸
ミシン糸
撚糸
その他

　

貯蔵品 2,276
ダンボール包装紙等
木管ボビン

　

合計 50,278 ―

　

e　短期貸付金

相手先 金額(千円)

リーオクタ・アライアンス・ミネラル・リソーシス・インク 65,128

㈲有未 77,665

合計 142,793
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f　未収入金

相手先 金額(千円)

ロドール・ＵＳ・ホールディングス・インク 359,305

その他 902

合計 360,208

　

②　投資その他の資産

ａ　関係会社株式

銘柄 金額(千円)

 (子会社株式） 　

ロドール・ＵＳ・ホールディングス・インク 2,563,374

合計 2,563,374

　

ｂ　長期貸付金

相手先 金額(千円)

 ㈱メルカート 434,756

 本田忠㈱ 19,970

合計 454,726

　

ｃ　差入保証金

相手先 金額(千円)

 本田忠㈱　 20,000

 住友不動産㈱ 14,705

 ㈱モリリン 4,084

 その他　 404

合計 39,193

　

　　③　流動負債

ａ　買掛金

　相手先別内訳

相手先 金額(千円)

㈱日本青果 68,202

モリリン㈱ 2,156

大黒絲業㈱ 452

小酒井繊維工業㈱ 441

本多㈱ 341

その他 873

合計 72,468
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り 　

　　取扱場所
（特別口座）
東京都港区芝三丁目33番１号
　中央三井信託銀行株式会社　本店

　　株主名簿管理人
（特別口座）
東京都港区芝三丁目33番１号
　中央三井信託銀行株式会社　本店

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料担当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。だだし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
です。
http://www.ibdaiwa.co.jp/

株主に対する特典 なし

(注)  当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社には金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

　

(１) 有価証券報告書及びその添付書類、並びに確認書

事業年度　第65期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)　平成21年６月25日関東財務局長に提出

　

(２）内部統制報告書及びその添付書類

事業年度　第65期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)　平成21年６月25日関東財務局長に提出

　

(３) 四半期報告書及び確認書

①事業年度　第65期(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)第１四半期　平成21年８月　13日関東財

務局長に提出

②事業年度　第65期(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)第２四半期　平成21年11月　13日関東財

務局長に提出

③事業年度　第65期(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)第３四半期　平成22年２月　12日関東財

務局長に提出

　

(４) 臨時報告書

①金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号およ

び同第19号の規定に基づく臨時報告書を平成21年11月13日関東財務局長に提出（当社および連結会社の

財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象が発生したため）

②金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規

定に基づく臨時報告書を平成21年11月24日関東財務局長に提出（連結会社の財政状態および経営成績に

著しい影響を与える事象が発生したため）

③金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規

定に基づく臨時報告書を平成22年１月14日関東財務局長に提出（当社の主要株主の異動があったため）

④金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規

定に基づく臨時報告書を平成22年３月１日関東財務局長に提出（当社の主要株主の異動があったため）

⑤金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規

定に基づく臨時報告書を平成22年３月１日関東財務局長に提出（当社の特定子会社の異動が発生したた

め）

⑥金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規

定に基づく臨時報告書を平成22年３月１日関東財務局長に提出（連結会社の財政状態および経営成績に

著しい影響を与える事象が発生したため）
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⑦金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規

定に基づく臨時報告書を平成22年４月８日関東財務局長に提出（当社の代表取締役の異動があったた

め）

⑧金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規

定に基づく臨時報告書を平成22年５月17日関東財務局長に提出（当社の代表取締役の異動があったた

め）

⑨金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規

定に基づく臨時報告書を平成22年５月20日関東財務局長に提出（当社の財政状態および経営成績に著し

い影響を与える事象が発生したため）

⑩金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規

定に基づく臨時報告書を平成22年５月27日関東財務局長に提出（当社の代表取締役の異動があったた

め）

⑪金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４

の規定に基づく臨時報告書を平成22年６月11日関東財務局長に提出（当社の公認会計士等の異動があっ

たため）

　

(５)有価証券届出書及びその添付書類

事業年度　第65期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)　平成21年８月18日関東財務局長に提出

（新株予約権発行）

事業年度　第65期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)　平成21年12月８日関東財務局長に提出

（株式発行）

事業年度　第65期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)　平成21年12月８日関東財務局長に提出

（新株予約権発行）

　

(６）有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

事業年度　第64期(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)　平成21年９月４日関東財務局長に提出

　

(７）四半期報告書の訂正報告書及び確認書

事業年度　第65期(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)第１四半期　平成21年９月　４日関東財務

局長に提出

　

(８）臨時報告書の訂正報告書

訂正報告書（上記（４）⑨臨時報告書の訂正報告書）　平成22年６月10日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成21年６月17日

株式会社アイビーダイワ

取締役会　御中

明　和　監　査　法　人　
 
　

　 代 表 社 員
公認会計士　久　島　昭　弘　㊞

　 業務執行社員

　 　 　

　
業務執行社員 公認会計士　川　﨑　　浩  　㊞

　

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社アイビーダイワの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連

結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社アイビーダイワ及び連結子会社の平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。　

　

追記情報

１．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に関する注記に記載されているとおり、当連結

会計年度末において、連結子会社が受けている融資につき、差入担保の時価の合計が当該融資の返済額

を大きく下回っており、債務保証の履行の責任が発生する可能性が高く、債務不履行に陥る可能性があ

る。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点で

は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。当該状況に対する経営者の対応策及び重要

な不確実性が認められる理由は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な不確実性の影響を連結財務諸表には反映していない。

２．重要な後発事象(１)に記載されているとおり、当連結会計年度末以降平成21年６月16日までの期間に

新株予約権41個(41百万株)の行使が行われ、217,300千円の払い込みが行われている。

３．重要な後発事象(２)に記載されているとおり、会社は、平成21年５月15日開催の取締役会において、平

成21年６月24日開催予定の第64回定時株主総会において「資本金の額および資本準備金の額の減少の

件」および「剰余金の処分の件」を付議することを決議している。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アイビー

ダイワの平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及

び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統

制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社アイビーダイワが平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効である

と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制

の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

　２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成22年６月14日

株式会社アイビーダイワ

取締役会　御中

監　査　法　人　和　宏　事　務　所
 

　 代 表 社 員
公認会計士　　南　　幸　治　㊞

　 業務執行社員

　 　 　

　 代 表 社 員
公認会計士　高　木　快　雄　㊞

　 業務執行社員

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社アイビーダイワの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連

結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社アイビーダイワ及び連結子会社の平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。　

　

追記情報

１．継続企業の前提に関する重要な事項に記載されているとおり、当連結会計年度末において、営業活動によ

るキャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、この状況が改善せず今後も継続する場合、将来的に運

転資金が不足する事態に陥る可能性がある。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状

況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務

諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映さ

れていない。

２．重要な後発事象の注記(1) に記載のとおり、当連結会計年度末以降平成22年6月14日までの期間に新株予

約権160個（16,000,000株）の行使が行われ、70百万円の払い込みが行われた。

３．重要な後発事象の注記(2)に記載のとおり、平成22年3月9日開催の取締役会にて、繊維事業部門を株式会

社ホーコクに譲渡することを決議し、平成22年4月1日に実行した。

４．重要な後発事象の注記(3)に記載のとおり、平成22年4月7日にリーオクタ社に対して300千米ドルの追加

融資を実行した。また平成22年6月8日にリーオクタ社に対する貸付債権1,000千米ドルを同社株式に転換し

て出資に振り替え、同日付で、500千米ドルを追加で出資した。
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５．重要な後発事象の注記(4)に記載のとおり、平成22年4月12日開催の取締役会にて、株式会社ハミングス

テージの全発行済株式を取得し、子会社化することを決議し、同日に実行した。

６．重要な後発事象の注記(5)に記載のとおり、連結子会社ロドール社が平成22年５月10日に探鉱プロジェク

トの中断による和解金を受領した。

　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アイビー

ダイワの平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及

び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統

制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社アイビーダイワが平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効である

と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制

の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

　２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
　
　

EDINET提出書類

株式会社アイビーダイワ(E00597)

有価証券報告書

134/137



独立監査人の監査報告書
　

　

平成21年６月17日

株式会社アイビーダイワ

取締役会　御中

明　和　監　査　法　人
 
　

　 代 表 社 員
公認会計士　久　島　昭　弘　㊞

　 業務執行社員

　 　 　

　
業務執行社員 公認会計士　川　﨑　　浩　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社アイビーダイワの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第64期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社アイビーダイワの平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に関する注記に記載されているとおり、当事業

年度末において、連結子会社が受けている融資につき、差入担保の時価の合計が当該融資の返済額を大

きく下回っているため債務保証の履行の責任が発生する可能性が高く、債務不履行に陥る可能性があ

る。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点で

は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。当該状況に対する経営者の対応策及び重要

な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な不確実性の影響を財務諸表には反映していない。

２．重要な後発事象(１)に記載されているとおり、当事業年度末以降平成21年６月16日までの期間に新株

予約権41個(41百万株)の行使が行われ、217,300千円の払い込みが行われている。

３．重要な後発事象(２)に記載されているとおり、会社は、平成21年５月15日開催の取締役会において、平

成21年６月24日開催予定の第64回定時株主総会において「資本金の額および資本準備金の額の減少の

件」および「剰余金の処分の件」を付議することを決議している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成22年６月14日

株式会社アイビーダイワ

取締役会　御中

監　査　法　人　和　宏　事　務　所
 

　 代 表 社 員
公認会計士　　南　　幸　治　㊞

　 業務執行社員

　 　 　

　 代 表 社 員
公認会計士　髙　木　快　雄　㊞

　 業務執行社員

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社アイビーダイワの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第65期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社アイビーダイワの平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．継続企業の前提に関する重要な事項に記載されているとおり、当事業年度末において、営業活動による

キャッシュ・フローが数期に亘りマイナスであり、この状況が改善せず今後も継続する場合、将来的に運転

資金が不足する事態に陥る可能性がある。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況

に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は

継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。

２．重要な後発事象の注記(1) に記載のとおり、当事業年度末以降平成22年6月14日までの期間に新株予約権

160個（16,000,000株）の行使が行われ、70百万円の払い込みが行われた。

３．重要な後発事象の注記(2)に記載のとおり、平成22年3月9日開催の取締役会にて、繊維事業部門を株式会

社ホーコクに譲渡することを決議し、平成22年4月1日に実行した。

４．重要な後発事象の注記(3)に記載のとおり、平成22年4月7日にリーオクタ社に対して300千米ドルの追加

融資を実行した。また平成22年6月8日にリーオクタ社に対する貸付債権1,000千米ドルを同社株式に転換し

て出資に振り替え、同日付で、500千米ドルを追加で出資した。

５．重要な後発事象の注記(4)に記載のとおり、平成22年4月12日開催の取締役会にて、株式会社ハミングス

テージの全発行済株式を取得し、子会社化することを決議し、同日に実行した。
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６．重要な後発事象の注記(5)に記載のとおり、連結子会社ロドール社から、同社に対する未収入金のうち、平

成22年5月17日に1,000千米ドル、及び平成22年6月8日に250千米ドルを回収し、特別利益が1,250千米ドル発

生した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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