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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 2,231 △65.7 △207 ― △769 ― △562 ―

23年3月期第2四半期 6,511 ― 168 ― △207 ― △410 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △336百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △416百万円 （―％）

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2四半期 △113.36 ―

23年3月期第2四半期 △87.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 7,509 1,933 25.8
23年3月期 7,727 770 10.0

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  1,933百万円 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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 5,921 △39.6 31 53.1 △727 ― △586 ― △115.29



(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2Q 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2Q 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2Q 4,959,756 株 23年3月期2Q 4,694,147 株
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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。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６月30日までの経営成績が含まれ

ております。）における世界経済は、欧州圏各国の財政懸念の高まりによる影響を受けた円高が長期化

し、それまでの好調な新興国を背景とした緩やかな景気回復基調から一転、景気は先行き不透明な状況と

なりました。 

当第２四半期連結累計期間における米国子会社の経営成績は、平成23年１月１日から平成23年６月30日

までの６カ月間であることから、当該期間の金価格の推移を振り返りますと、前述した経済環境が金価格

に概ね正の影響を与え、今年１月は１トロイオンスあたり1,300米ドル台で推移していたものが、４月に

は１トロイオンスあたり1,500米ドルを超えた水準となり、６月下旬には緩やかな調整が進み、1,500米ド

ルを僅かに超えた水準で推移しました。 

他方、米ドル為替レートは、年初１月を83円台で迎えたものの、東日本大震災の影響を受けて３月中旬

に80円を一時的に下回り、以降は世界経済の不透明さが増すのと同調して円高基調が強まり、７月中旬か

ら９月にかけては76円から77円台の水準で推移しました。 

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間におけるスタンダード鉱山及びフロリダキャニオン

鉱山での金生産量は18,386オンスとなり、当初の計画生産量を８％下回る結果となりました。これは平成

23年５月13日に開示をしております決算短信にも記載しましたとおり、当第２四半期連結累計期間はフロ

リダキャニオン鉱山からスタンダード鉱山への操業移行期にあたり、移行計画策定時に予測しました生産

開始時期より２か月ほどの遅れが生じたことによるものであります。 

当第２四半期連結累計期間における売上高は22億31百万円、営業損失２億７百万円となりました。ま

た、円高が急激に進んだことにより生じた子会社への貸付金等に係る為替差損１億82百万円を計上したこ

となどの影響により、経常損失は７億69百万円、四半期純損失は５億62百万円となりました。 

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２四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。 

  

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
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流動資産は、前連結会計年度末に比べ１億42百万円減少し、23億63百万円となりました。これは主に

仕掛品が４億５百万円増加し、現金及び預金が４億95百万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76百万円減少し、51億45百万円となりました。これは主に無形

固定資産が65百万円減少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２億18百万円減少し、75億９百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ12億27百万円減少し、31億26百万円となりました。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１億54百万円減少し、24億49百万円となりました。これは主に

長期借入金が１億44百万円減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ13億81百万円減少し、55億75百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億63百万円増加し、19億33百万円となりました。これは四

半期純損失を５億62百万円計上したものの、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２億25百万円増加したことによるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計

年度末に比べ４億95百万円減少し、３億４百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、４億36百万円となりました。こ

れは主に、たな卸資産の増加及び法人税等の支払いによるものであります。 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、２億44百万円となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得及び差入保証金の差入れによるものであります。 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、１億87百万円となりました。こ

れは、長期借入金が減少したものの、これを上回る短期借入金の増加があったことによるものであり

ます。 

  

平成23年５月13日に発表した平成24年３月期の業績予想を修正しました。詳細につきましては、平成23

年11月10日発表の「連結業績予想の修正及び個別前期実績との差異・個別通期業績予想について」をご参

照ください。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

（キャッシュ・フローの状況の分析）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 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。 

  

当社グループは、前連結会計年度及び当第２四半期連結累計期間において、多額の経常損失、当期（四

半期）純損失を計上しており、また、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなっております。

これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、以下

に記載の対応策を実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判

断しております。 

  

北米子会社における金の生産管理体制の強化を目指し、生産計画策定時にインプットする外部調査機

関からの地質、土壌の調査結果に係る精査をさらに厳格に進めると共に、鉱石破砕工程への新しい技術

適用を行うなどにより、生産リスクの管理軽減を徹底してまいります。加えて、鉱石運搬などの作業工

程毎の最適化と生産効率の向上、費用削減を一層進めてまいります。これにより生産が軌道に乗りつつ

ある現状が継続され、収益力の向上及び営業キャッシュ・フローの確保が実現されるものと考えます。

  

多額の営業外費用の発生が当社の業績に重要な影響を及ぼしております。これは主に、急激な円高の

進行により生じた北米子会社への貸付金に係る為替差損、並びに財務関連費用（支払利息、金価格差損

及びデリバティブ決済損等）の計上によるものであります。 

当社グループとしましては、子会社貸付金の段階的な解消、資金調達手法及び調達先の見直しなどを

進め、為替リスクの低減及び財務関連費用の削減を図ってまいります。 

  

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

（１）生産管理体制の強化

（２）営業外費用の削減
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 949,806 454,036

売掛金 104,867 118,365

製品 36,064 32,709

仕掛品 970,469 1,376,411

原材料及び貯蔵品 89,336 95,448

その他 355,549 286,383

貸倒引当金 △432 △31

流動資産合計 2,505,661 2,363,322

固定資産

有形固定資産 1,793,907 1,783,964

無形固定資産 171,581 106,291

投資その他の資産

繰延税金資産 822,861 920,394

差入保証金 1,562,150 1,701,894

その他 1,140,152 856,196

貸倒引当金 △268,624 △222,808

投資その他の資産合計 3,256,540 3,255,676

固定資産合計 5,222,029 5,145,932

資産合計 7,727,690 7,509,255

負債の部

流動負債

買掛金 301,135 247,400

短期借入金 3,237,817 2,098,552

1年内返済予定の長期借入金 411,802 391,618

未払法人税等 85,134 7,737

資産除去債務 109,491 108,536

その他 208,351 272,204

流動負債合計 4,353,733 3,126,050

固定負債

長期借入金 564,516 419,596

債務保証損失引当金 102,618 103,202

資産除去債務 1,873,397 1,878,407

その他 63,066 48,302

固定負債合計 2,603,599 2,449,510

負債合計 6,957,333 5,575,560
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９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 △3,945,492

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 1,365,516 2,303,276

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △439 △620

為替換算調整勘定 △594,719 △368,960

その他の包括利益累計額合計 △595,159 △369,581

純資産合計 770,357 1,933,694

負債純資産合計 7,727,690 7,509,255
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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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 6,511,996 2,231,833

売上原価 3,601,004 1,963,144

売上総利益 2,910,991 268,688

販売費及び一般管理費 ※ 2,742,560 ※ 476,679

営業利益又は営業損失（△） 168,431 △207,991

営業外収益

受取利息 4,332 7,006

負ののれん償却額 5,602 －

業務受託手数料 7,608 6,888

貸倒引当金戻入額 － 17,484

その他 282 772

営業外収益合計 17,825 32,151

営業外費用

支払利息 119,610 153,147

デリバティブ決済損 － 31,451

デリバティブ評価損 80,474 950

金価格差損 52,891 105,721

為替差損 157,706 182,390

その他 45,575 119,882

営業外費用合計 456,258 593,543

経常損失（△） △270,001 △769,382

特別利益

投資有価証券売却益 73,057 －

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 － 159,614

特別利益合計 79,969 159,614

特別損失

減損損失 － 54,577

投資有価証券評価損 47,886 －

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 49,174 54,577

税金等調整前四半期純損失（△） △239,206 △664,345

法人税、住民税及び事業税 88,050 32,026

法人税等調整額 83,685 △134,129

法人税等合計 171,736 △102,102

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △410,942 △562,243

四半期純損失（△） △410,942 △562,243
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △410,942 △562,243

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13,817 △180

為替換算調整勘定 △19,805 225,758

その他の包括利益合計 △5,988 225,577

四半期包括利益 △416,930 △336,665

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △416,930 △336,665

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △239,206 △664,345

減価償却費 140,817 178,015

減損損失 － 54,577

長期前払費用償却額 6,078 298,380

負ののれん償却額 △5,602 －

貸倒引当金戻入額 △4,137 △17,484

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,533 △28,733

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,774 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,987 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 584 584

資産除去債務の増減額（△は減少） 22,525 21,683

受取利息及び受取配当金 △4,332 △7,006

支払利息 119,610 153,147

金価格差損益（△は益） 38,631 105,913

デリバティブ決済損益（△は益） － 31,451

デリバティブ評価損益（△は益） 80,474 950

その他の営業外損益（△は益） 12,792 48,597

投資有価証券売却損益（△は益） △73,057 －

投資有価証券評価損益（△は益） 47,886 －

公租公課還付額 － △159,614

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,287 －

売上債権の増減額（△は増加） 9,987 △14,642

たな卸資産の増減額（△は増加） 98,923 △424,935

仕入債務の増減額（△は減少） △342,566 △51,926

未収入金の増減額（△は増加） 12,803 80,122

未払金の増減額（△は減少） △120,413 21,189

その他の固定資産の増減額（△は増加） △61 59,014

その他 △70,871 145,450

小計 △267,100 △169,609

利息及び配当金の受取額 3,513 3,791

利息の支払額 △102,974 △118,189

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △16,443 △152,146

営業活動によるキャッシュ・フロー △383,005 △436,153
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30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 △132,551 △163,323

有形固定資産の売却による収入 3,456 －

投資有価証券の売却による収入 83,703 －

差入保証金の差入による支出 △2,740 △82,933

その他 5,414 1,775

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,717 △244,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 636,000 745,642

短期借入金の返済による支出 △265,832 △384,187

長期借入れによる収入 192,390 －

長期借入金の返済による支出 △395,254 △174,357

その他 △312 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 166,991 187,097

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,504 △2,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △282,235 △495,770

現金及び現金同等物の期首残高 721,343 799,806

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 439,107 ※ 304,036
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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．セグメント利益又は損失（△）の調整額△551,497千円は、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．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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２四半期連

結累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２四半期連結会計期間

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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 3,486,044 3,025,952 6,511,996 ― 6,511,996 ― 6,511,996

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 3,486,044 3,025,952 6,511,996 ― 6,511,996 ― 6,511,996

セグメント利益 
又は損失（△）

△223,605 946,062 722,457 △2,528 719,929 △551,497 168,431

（６）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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