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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】

回次
第124期

第３四半期連結
累計期間

第125期
第３四半期連結

累計期間
第124期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　12月31日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　12月31日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　３月31日

売上高 （千円） 21,642,181 38,095,099 29,188,551

経常利益又は経常損失（△） （千円） △565,457 227,527 △271,145

親会社株主に帰属する四半期純利

益又は親会社株主に帰属する四半

期（当期）純損失（△）

（千円） △572,792 17,325 △483,010

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △580,984 217,027 △288,198

純資産額 （千円） 6,449,041 6,760,280 6,677,763

総資産額 （千円） 7,756,338 7,715,689 7,645,761

１株当たり四半期純利益又は四半

期（当期）純損失金額（△）
（円） △1.98 0.06 △1.67

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 84.81 86.64 87.21

 

回次
第124期

第３四半期連結
会計期間

第125期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成27年
　10月１日
至平成27年
　12月31日

自平成28年
　10月１日
至平成28年
　12月31日

１株当たり四半期純損失金額

（△）
（円） △1.01 △0.30

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

（1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境は改善傾向にあり、米国や欧州

経済においても景気は回復基調で推移しているものの、英国のEU離脱問題及び米国新政権の動向等の影響により、

先行きは依然として不透明な状況にあります。

　このような経済状況のもと、当社グループ(当社及び連結子会社)は、貴金属市況において、金・プラチナ価格

は、米国の利上げ観測及び為替相場、世界情勢等の影響を背景に総じて不安定な相場で推移いたしました。宝飾市

況においては、インバウンド需要の減速及び個人消費の本格的な回復が見込めず、依然厳しい環境の下推移いたし

ました。不動産市況においては、住宅ローン減税や低金利の継続等により、住宅需要は堅調に推移しているもの

の、都市部では物件の取得競争が激化する等、厳しい環境の下推移いたしました。中古住宅市場においては、政府

の活性化策等の取り組みにより市場の拡大がみられる等、堅調に推移いたしました。機械事業においては、北米で

の需要の一服感や中国経済の減速、円高等の影響もあり、中古工作機械業界においても厳しい環境の下推移いたし

ました。

 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は38,095,099千円（前年同四半期21,642,181千円）、営業損益

は274,334千円の利益（前年同四半期515,712千円の損失）、経常損益は227,527千円の利益（前年同四半期565,457

千円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純損益は17,325千円の利益（前年同四半期572,792千円の損失）とな

りました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

　貴金属事業におきましては、売上高は34,288,715千円（前年同四半期18,816,665千円）、営業損益は123,256千

円の利益（前年同四半期31,697千円の損失）となりました。

　宝飾事業におきましては、売上高は1,782,742千円（前年同四半期1,465,191千円）、営業損益は63,321千円の損

失（前年同四半期20,180千円の損失）となりました。

　不動産事業におきましては、売上高は748,563千円（前年同四半期249,829千円）、営業損益は153,853千円の利

益（前年同四半期8,164千円の損失）となりました。

　機械事業におきましては、売上高は733,050千円（前年同四半期1,105,449千円）、営業損益は63,116千円の損失

（前年同四半期129,653千円の損失）となりました。

　投資事業におきましては、営業損益は387,510千円の利益（前年同四半期49,785千円の損失）となりました。

 

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（3）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【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 1,158,900,000

計 1,158,900,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年２月14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 289,747,982 289,747,982 東京証券取引所市場第二部
単元株式数

100株

計 289,747,982 289,747,982 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

（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】

 該当事項はありません。

（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
発行済株式総数増
減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減
額（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成28年10月１日～

平成28年12月31日
－ 289,747,982 － 6,248,926 － －
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（６）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成28年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成28年12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） 普通株式　　　　95,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 289,296,200 2,892,962 －

単元未満株式 普通株式      356,482 － －

発行済株式総数 289,747,982 － －

総株主の議決権 － 2,892,962 －

（注）「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23,600株含まれております。また、

　　　「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数236個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 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

（％）

中外鉱業株式会社
東京都千代田区丸の

内二丁目４番１号
95,300 － 95,300 0.03

計 － 95,300 － 95,300 0.03

（注）当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は、95,770株であります。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）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、第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について監査法人ハイビスカスによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 902,973 951,480

売掛金 17,970 194,345

商品及び製品 1,061,761 962,568

仕掛品 258,422 282,001

原材料及び貯蔵品 11,732 9,628

販売用不動産 197,601 84,216

仕掛不動産 329,518 －

デリバティブ債権 － 133,000

預け金 1,577,175 1,856,869

その他 35,170 38,346

流動資産合計 4,392,328 4,512,455

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,394,038 1,396,813

減価償却累計額 △569,057 △616,166

建物及び構築物（純額） 824,981 780,646

機械装置及び運搬具 520,298 530,840

減価償却累計額 △422,922 △432,121

機械装置及び運搬具（純額） 97,375 98,718

土地 1,691,391 1,691,391

その他 112,385 112,385

減価償却累計額 △101,726 △102,570

その他（純額） 10,658 9,815

有形固定資産合計 2,624,407 2,580,571

無形固定資産   

地上権 365,000 365,000

その他 7,715 7,741

無形固定資産合計 372,715 372,741

投資その他の資産   

投資有価証券 101,946 101,946

出資金 9,205 9,205

長期未収入金 487,019 487,019

敷金及び保証金 136,255 129,800

その他 8,903 8,968

貸倒引当金 △487,019 △487,019

投資その他の資産合計 256,310 249,921

固定資産合計 3,253,432 3,203,233

資産合計 7,645,761 7,715,689
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,390 61,043

関係会社短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 139,680 151,320

未払金 35,518 76,238

未払法人税等 35,617 15,365

その他 43,260 68,480

流動負債合計 322,466 422,447

固定負債   

長期借入金 388,980 284,220

長期未払金 19,594 14,148

金属鉱業等鉱害防止引当金 3,953 3,953

預り敷金保証金 22,907 19,441

繰延税金負債 20,425 18,305

資産除去債務 189,670 192,893

固定負債合計 645,530 532,960

負債合計 967,997 955,408

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,782,064 6,248,926

利益剰余金 △6,083,094 467,368

自己株式 △31,153 △31,167

株主資本合計 6,667,816 6,685,127

非支配株主持分 9,947 75,153

純資産合計 6,677,763 6,760,280

負債純資産合計 7,645,761 7,715,689
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 21,642,181 38,095,099

売上原価 21,110,207 36,841,044

売上総利益 531,973 1,254,054

販売費及び一般管理費 1,047,685 979,720

営業利益又は営業損失（△） △515,712 274,334

営業外収益   

受取利息 85 17

国庫補助金収入 9,770 10,283

保険金収入 8,564 985

その他 5,772 11,090

営業外収益合計 24,192 22,377

営業外費用   

支払利息 6,858 6,331

休山管理費 60,155 58,248

その他 6,923 4,603

営業外費用合計 73,937 69,184

経常利益又は経常損失（△） △565,457 227,527

特別利益   

固定資産売却益 148 259

特別利益合計 148 259

特別損失   

固定資産除却損 0 55

固定資産売却損 519 －

投資有価証券売却損 12,066 －

特別損失合計 12,585 55

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△577,894 227,731

法人税、住民税及び事業税 12,823 12,823

法人税等調整額 △2,806 △2,120

法人税等合計 10,017 10,703

四半期純利益又は四半期純損失（△） △587,912 217,027

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△15,119 199,702

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△572,792 17,325
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △587,912 217,027

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,928 －

その他の包括利益合計 6,928 －

四半期包括利益 △580,984 217,027

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △565,864 17,325

非支配株主に係る四半期包括利益 △15,119 199,702
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額は軽微であります。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

減価償却費 70,929千円 62,328千円

 

 

 

（株主資本等に関する注記）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

１.配当に関する事項

　 該当事項はありません。

 

２.株主資本の金額の著しい変更

　 該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１.配当に関する事項

　 該当事項はありません。

 

２.株主資本の金額の著しい変更

　 平成28年６月29日開催の定時株主総会決議により、平成28年８月12日付で資本金を減少させ、その他資本

剰余金に振替えた後、同日付でその他資本剰余金を減少し、繰越利益剰余金に振替え、欠損填補を行ってお

ります。この結果、資本金が6,533,138千円減少し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が

6,248,926千円となっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント その他

（注）１
合計

 貴金属事業 宝飾事業 不動産事業 機械事業 投資事業

売上高        

（1）外部顧客への

売上高
18,816,665 1,465,191 237,807 1,105,449 △26,562 43,629 21,642,181

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － 12,022 － － － 12,022

計 18,816,665 1,465,191 249,829 1,105,449 △26,562 43,629 21,654,203

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
△31,697 △20,180 △8,164 △129,653 △49,785 6,848 △232,633

 

  

 
調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

売上高   

（1）外部顧客への

売上高
－ 21,642,181

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

△12,022 －

計 △12,022 21,642,181

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
△283,078 △515,712

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンテンツ事業、太陽光発電による

売電事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△283,078千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△
283,078千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント その他

（注）１
合計

 貴金属事業 宝飾事業 不動産事業 機械事業 投資事業

売上高        

（1）外部顧客への

売上高
34,288,715 1,782,742 736,540 733,050 408,823 145,227 38,095,099

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － 12,022 － － － 12,022

計 34,288,715 1,782,742 748,563 733,050 408,823 145,227 38,107,122

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
123,256 △63,321 153,853 △63,116 387,510 17,003 555,185

 

  

 
調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

売上高   

（1）外部顧客への

売上高
－ 38,095,099

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

△12,022 －

計 △12,022 38,095,099

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
△280,851 274,334

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンテンツ事業、太陽光発電による

売電事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△280,851千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△
280,851千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　「会計方針の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間に「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変

更に関する実務上の取扱い」を適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却

方法を定率法から定額法に変更しております。

　この変更による、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。
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（デリバティブ取引関係）

　対象物の種類が商品その他の取引であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっ

ており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

前連結会計年度（平成28年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結会計期間（平成28年12月31日）

区分 種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

商品その他の取引
　金先物取引

　売建
4,475,000 4,342,000 133,000

（注）デリバティブ取引はヘッジ会計を適用しておりません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損

失金額（△）
△1円98銭 0円06銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親

会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

△572,792 17,325

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期

純損失金額（△）　（千円）

△572,792 17,325

普通株式の期中平均株式数（千株） 289,652 289,652

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年２月10日

中外鉱業株式会社

取締役会　御中

 

監査法人ハイビスカス

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 阿部　海輔　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 丸木　章道　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中外鉱業株式会

社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論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四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中外鉱業株式会社及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

　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

 

　（注）　１．上記は四半期レビュー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、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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