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営業外損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ 

 

平成 23 年３月期第３四半期（累計）において、下記のとおり営業外損失が発生する見込みで

あるため、その概要についてお知らせいたします。また、平成 22 年 11 月 12 日に提出いたしま

した平成 23 年３月期（通期）の業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

記 

１．営業外損失の発生及びその内容 

営業外損失の項目 連結 個別 

為替差損 
第２四半期累計期間  157 百万円 

第３四半期会計期間  94 百万円 

第３四半期累計期間   252 百万円 

第２四半期累計期間 319 百万円 

第３四半期会計期間  51 百万円 

第３四半期累計期間  371 百万円 

デリバティブ決済損 第２四半期累計期間         ― 

第３四半期会計期間  50 百万円 

第３四半期累計期間    50 百万円 

第２四半期累計期間         ―

第３四半期会計期間  50 百万円 

第３四半期累計期間   50 百万円 

金価格差損 第２四半期累計期間   52 百万円 

第３四半期会計期間  41 百万円 

第３四半期累計期間    94 百万円 

第２四半期累計期間  52 百万円 

第３四半期会計期間  41 百万円 

第３四半期累計期間   94 百万円 

 

為替差損 

当社は、海外子会社に対し設備投資資金や運転資金等として米ドル建て及びカナダドル建ての

貸付及び債権を保有しております。 

第２四半期末におきましても急激な為替相場の変動による為替差損を計上致しましたが、第３

四半期末には、更なる為替相場の変動により、子会社に対する貸付及び債権の評価替えによる為

替差損が発生することになりました。 

 

金価格差損・デリバティブ決済損 

当社は、海外子会社の設備投資資金や運転資金として、海外金融機関より借入を行い、また、

金の市場価格の変動による損失の発生を回避する目的で、借入先である海外金融機関との間で、 

金の市場価格に基づいた金融取引を行っております。 

第３四半期におきまして、当初想定した以上の金価格の上昇により、当該金融取引に係る損失

が発生することになりました。 



２．業績予想の修正について 

平成 23 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 
百万円

9,721

百万円

271

百万円

△270

百万円 

△524 

円 銭

△111.63

今回発表予想（Ｂ） 9,811 5 △718 △780 △166.28

増減額（Ｂ－Ａ） 90 △266 △448 △256 ―

増減率（％） 0.93 △98.15 ― ― ―

（ご参考）前期実績 
(平成 22 年３月期（累計） 

6,497 △895 △963 △3,689 △818.31

 

平成 23 年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 
百万円

3,876

百万円

△1,341

百万円

△1,899

百万円 

△1,836 

円 銭

△391.13

今回発表予想（Ｂ） 3,891 △1,264 △2,074 △1,983 △422.64

増減額（Ｂ－Ａ） 15 77 △175 △147 ―

増減率（％） 0.39 ― ― ― ―

（ご参考）前期実績 
(平成 22 年３月期（累計） 

5,591 △718 △701 △1,024 △622.51

 

３． 修正の理由 

通期連結業績予想 

（連結売上高） 

連結売上高は、金価格上昇のため若干増加する見込みです。 

 

（連結営業利益） 

当社米国子会社である Jipangu International Inc（以下「JPI」という）では、現地会計事

務所である Miller,Kaplan,Arase & Co., LLP（以下「MKA」という）へ財務諸表作成に関わる監

査業務を委託しております。また現地におきましては、PricewaterhouseCoopers LLP（以下「PwC」

という）へ法人税計算等に関わる税務業務を委託しております。 

当社の今期の連結財務諸表の作成に際しましては、JPI の 2011 年 12 月の通期経営成績を連結

することとしており、PwC 並びに MKA より、鉱石在庫の評価に対する意見が出されております。 

鉱石在庫評価とは、既積鉱石中の金含有量のうち回収が見込まれる金量から回収済みの金量を差

引いた金量（鉱石在庫）を確保するために要した採鉱コストの評価で、毎年期末に各月の生産等

に関わり支出した費用実績を加味して実施されるものです。当社としては、フロリダキャニオン

鉱山 23 年間の歴史の中で積みあがった野積鉱石中の金のうち、当初回収可能と認識していたも

のの結果として回収が困難であろうと推定される金量については、その評価を減少するのが適当

であると考えたため、今般改めて当該評価を行ったものです。本評価に関わる結果につては MKA

から適正である旨の見解を得ております。 

当該評価の結果、当初見込んでおりました鉱石在庫金額と比して評価在庫金額が少ないと認識

いたしました。結果として期末在庫金額が減じ、売上原価が増加しております。その評価差異は



５億 51 百万円となり、これによって連結営業利益が前回予測と比して 266 百万円減じることと

なりました。 

 

（経常利益） 

経常利益につきましては、営業利益の減少見込みに加え、大幅な為替変動（見込：83 円／1US$、

実績：81.44 円／1US$）による損失及び前述の金の市場価格（見込：US$1,300.00／1 troy ounce、

実績：US$1,421.60／1 troy ounce）に基づいた金融取引に関する損失が発生したことにより、

前回公表した利益を下回る見込みとなりました。 

 

（当期純利益） 

当期純利益につきましては、経常利益の減少見込みに加え、海外子会社における利益に対する法

人税の増加及び繰延税金資産の減少に伴う法人税等調整額（見込：102百万円、実績：158百万円）

の計上により前回公表した利益を下回る見込みとなりました。 

 

通期個別業績予想 

（個別売上高） 

個別売上高は、通販事業の売上が若干増加しました。 

 

（個別営業利益） 

営業利益は、販売費及び一般管理費の削減により、前回公表した利益を上回る見込みとなりま

した。 

 

（経常利益） 

経常利益につきましては、営業利益の減少見込みに加え、大幅な為替変動（見込：83円／1US$、

実績：81.44円／1US$、連結決算では前期以前の修正額についても開始仕訳として取り込んでお

りますので、個別決算の損失額のほうが少なくなっております。）による損失及び前述の金の市

場価格（見込：US$1,300.00／1 troy ounce、実績：US$1,421.60／1 troy ounce）に基づいた金

融取引に関する損失が発生したことにより、前回公表した利益を下回る見込みとなりました。 

（当期純利益） 

当期純利益につきましては、経常利益の減少により前回公表した利益を下回る見込みとなりま

した。 

 

 

（業績等の予想に関する注意事項） 

この資料に記載されております業績等の予想数値につきましては現時点で得られた情報に

基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして実際の業績

等は、業況の変化などにより、この資料に記載されている予想とは異なる場合がありますこと

をご承知おきください。 

 

以上 


