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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

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

23年3月期第1四半期 3,262 ― 88 ― △143 ― △328 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △92百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △410百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第1四半期 △51.48 ―

23年3月期第1四半期 △69.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 7,743 2,178 28.1
23年3月期 7,727 770 10.0

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  2,178百万円 23年3月期  770百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,376 △63.5 △186 ― △335 ― △372 ― △75.10

通期 6,833 △30.4 824 ― 597 ― 178 ― 34.99



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因に
より大きく異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】３ページ「連結業
績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 5,218,504 株 23年3月期 4,695,855 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,708 株 23年3月期 1,708 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,699,890 株 23年3月期1Q 4,694,147 株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで。なお、決算日が異なる北米

連結子会社５社については、原則として平成23年１月１日から平成23年３月31日までの経営成績が含まれ

ております。）の世界経済は、欧州圏各国におけるソブリン・リスク（国家の信用リスク）の高まりへの

懸念や、米国格付け会社による米国債の長期格付け見通しの引き下げ、米国連邦準備制度理事会（ＦＲ

Ｂ）による量的緩和（ＱＥ３）の展開予見などにより、極めて厳しい環境となりました。 

こうした世界経済の環境変化は、金価格へ概ね好影響を及ぼし、当第１四半期連結累計期間における金

価格は、年初１月には１トロイオンスあたり1,300ドル台半ばで推移していたものの、３月には1,400ドル

台半ばへと順調に価格を伸ばし、４月には1,400ドル台前半から始まり、６月には1,500ドル台半ばまで上

昇しました。 

他方、当第１四半期連結累計期間の米ドル為替レートは、年初１月は83円台で始まり、東日本大震災の

影響もあって３月半ばに80円を一時的に下回ったものの、以降は概ね80円台を維持した推移を続けまし

た。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間におきましては、平成23年３月28日開示のとおり、

フロリダキャニオン鉱山からスタンダード鉱山へ操業を切り替える時期にあたり、平成23年５月13日開示

の決算短信にて記載のとおり、第２四半期連結累計期間まではこの操業移行に伴う金生産量の減少によ

り、経営成績の低下を予想しておりました。しかし、金生産が回復基調となり、また、北米子会社におけ

る当第１四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31日まで）の米ドル平均為替レートが

当初の想定（80円）よりも円安となったことから、結果として、当第１四半期連結累計期間における売上

高は10億78百万円、営業損失は２億42百万円、経常損失は４億55百万円、四半期純損失は２億41百万円と

なりました。  

なお、当社は、平成22年11月１日付で物販事業を簡易吸収分割により他社に移管分離しました。これに

より、当第１四半期連結累計期間は、鉱山事業の単一セグメントとなったため、セグメント別情報の記載

を省略しており、また、前年同四半期との対比は行っておりません。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ１億86百万円減少し、23億19百万円となりました。これは主に

仕掛品が２億３百万円増加し、現金及び預金が２億84百万円減少したことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ２億２百万円増加し、54億24百万円となりました。これは主に

差入保証金が１億60百万円増加したことによるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ16百万円増加し、77億43百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ13億63百万円減少し、29億90百万円となりました。これは主に

当社への貸付債権を目的財産とした現物出資（デット・エクイティ・スワップ）により短期借入金15億

円が株式化されたことによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ27百万円減少し、25億75百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ13億91百万円減少し、55億65百万円となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）
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純資産合計は、前連結会計年度末に比べ14億７百万円増加し、21億78百万円となりました。これは四

半期純損失を２億41百万円計上したものの、デット・エクイティ・スワップにより資本金及び資本剰余

金がそれぞれ７億50百万円、為替換算調整勘定が１億49百万円増加したことによるものであります。 

  

金生産事業では、スタンダード鉱山での操業が当初計画と比して約２か月の遅れが生じているものの、

概ね計画通りに拡大し、フロリダキャニオン鉱山での継続抽出も加わることから、安定的な生産が可能と

なっております。 

２か月の遅れが生じたことを受け、生産計画を見直した結果、北米子会社における通期（平成23年１月

１日から平成23年12月31日まで）の金生産量は、55,779オンスから、53,058オンスとなる見通しです。 

なお、北米子会社における当第２四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年６月30日まで）

の連結業績（未レビュー）は、金生産量18,386オンス、売上高27,210千ドル、純利益1,381千ドルとなっ

ております。この業績は、当社の当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日ま

で）の連結業績に取込まれる予定です。 

金価格は７月以降も上昇傾向にあり、７月下旬頃より1,600ドルを超える水準での推移を続けておりま

す。また、米国財政状況に対する憂慮などより金が買われていることから、今後も大きな下降局面は無い

ものと考えております。 

これに加え、スタンダード鉱山での本格操業段階を迎え、クラッシャー機の整備などを含めた操業と生

産の効率化によって、極めて堅調な経営成績を創出することが出来ると考えております。 

探鉱事業では、平成23年６月30日開示のとおり、米国ネバダ州Pahsupp Mountainにおける新たな鉱業権

を取得するなど、初期探鉱鉱区等における探鉱・調査を引き続き行ってまいります。 

同時に、フロリダキャニオン、スタンダード両鉱山の鉱区内探鉱を継続的に実施し、リザーブ及びリソ

ースの増加を目指した活動を進めてまいります。 

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に開示した業績予

想から変更しておりません。 

足元では、金価格の上昇及び為替相場が急激な円高に進むなど経済動向が不透明な状況にあり、これら

の情勢を慎重に見定めつつ新たな見通しが整った段階で、速やかに開示いたします。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（純資産）

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 949,806 665,083

売掛金 104,867 65,728

製品 36,064 1,750

仕掛品 970,469 1,173,483

原材料及び貯蔵品 89,336 95,859

その他 355,549 317,340

貸倒引当金 △432 △34

流動資産合計 2,505,661 2,319,212

固定資産

有形固定資産 1,793,907 1,830,967

無形固定資産 171,581 166,925

投資その他の資産

繰延税金資産 822,861 922,266

差入保証金 1,562,150 1,722,894

その他 1,140,152 1,007,992

貸倒引当金 △268,624 △226,276

投資その他の資産合計 3,256,540 3,426,876

固定資産合計 5,222,029 5,424,769

資産合計 7,727,690 7,743,981

負債の部

流動負債

買掛金 301,135 301,053

短期借入金 3,237,817 1,902,876

1年内返済予定の長期借入金 411,802 420,041

未払法人税等 85,134 29,622

資産除去債務 109,491 111,790

その他 208,351 224,656

流動負債合計 4,353,733 2,990,040

固定負債

長期借入金 564,516 496,187

債務保証損失引当金 102,618 102,909

資産除去債務 1,873,397 1,923,724

その他 63,066 52,971

固定負債合計 2,603,599 2,575,793

負債合計 6,957,333 5,565,834
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,582,334 2,332,335

資本剰余金 3,202,629 3,952,630

利益剰余金 △3,383,249 △3,625,202

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 1,365,516 2,623,566

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △439 △155

為替換算調整勘定 △594,719 △445,263

その他の包括利益累計額合計 △595,159 △445,418

純資産合計 770,357 2,178,147

負債純資産合計 7,727,690 7,743,981
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

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

売上高 3,262,653 1,078,991

売上原価 1,800,364 1,062,438

売上総利益 1,462,289 16,553

販売費及び一般管理費 1,373,327 258,968

営業利益又は営業損失（△） 88,961 △242,415

営業外収益

受取利息 2,301 2,502

負ののれん償却額 2,801 －

貸倒引当金戻入額 － 19,864

その他 4,759 4,527

営業外収益合計 9,862 26,894

営業外費用

支払利息 61,050 80,722

デリバティブ評価損 72,382 30,546

金価格差損 48,498 33,670

為替差損 37,049 50,533

その他 23,374 44,267

営業外費用合計 242,355 239,739

経常損失（△） △143,530 △455,260

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,137 －

賞与引当金戻入額 2,774 －

公租公課還付額 － 160,198

特別利益合計 6,911 160,198

特別損失

投資有価証券評価損 12,376 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,287 －

特別損失合計 13,664 －

税金等調整前四半期純損失（△） △150,283 △295,062

法人税、住民税及び事業税 13,148 25,764

法人税等調整額 164,956 △78,872

法人税等合計 178,104 △53,108

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △328,387 △241,953

四半期純損失（△） △328,387 △241,953
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △328,387 △241,953

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,617 284

為替換算調整勘定 △89,843 149,456

その他の包括利益合計 △82,226 149,740

四半期包括利益 △410,614 △92,212

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △410,614 △92,212

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(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ます。 

２．セグメント利益の調整額△268,462千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に当社

管理部門に係る人件費及び経費であります。 

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

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

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

当社は、平成22年11月１日付で物販事業を簡易吸収分割により他社に移管分離しました。これによ

り、鉱山事業の単一セグメントとなったため、記載を省略しております。 

  

当社は、平成23年６月30日を払込期日として、当社への貸付債権を目的財産とした現物出資（デッ

ト・エクイティ・スワップ）の方法による第三者割当増資を実施しました。この結果、当第１四半期連

結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ750,001千円増加し、当第１四半期連結会計期間

末において資本金が2,332,335千円、資本剰余金が3,952,630千円となっております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
（注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３物販事業 鉱山事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,897,418 1,365,234 3,262,653 ― 3,262,653 ― 3,262,653

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,897,418 1,365,234 3,262,653 ― 3,262,653 ― 3,262,653

セグメント利益 
又は損失（△）

1,543 357,188 358,731 △1,308 357,423 △268,462 88,961

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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