
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注１）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

（注２）上記に加えて、連結業績予想に係る指標として、金の生産見込量を公表しております。平成26年３月期通期

の生産見込量は59,000～64,000オンス（対前期比35.4％増～46.9％増）であります。
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１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日）

（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 ％

26年３月期第２四半期 3,990 39.2 1,033 161.1 661 ― 460 473.3

25年３月期第２四半期 2,866 28.4 395 185.1 2 ― 80 ―

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 951百万円(651.6％) 25年３月期第２四半期 126百万円(―％)

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

26年３月期第２四半期 88 35 ―

25年３月期第２四半期 15 41 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 11,286 3,912 34.7

25年３月期 9,704 2,960 30.5

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 3,912百万円 25年３月期 2,960百万円

２．配当の状況

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

25年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

26年３月期 ― 0 00

26年３月期(予想) ― 0 00 0 00

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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
8,101

～8,639
38.4

～47.6
2,016

～2,273
84.9

～108.5
1,061

～1,308
273.5

～360.1
645

～805
147.1

～208.5
123

～154
70
41

Fukuo
Phoenix

Fukuo
ASBJ



・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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

・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

「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご

覧ください。

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 5,218,504株 25年３月期 5,218,504株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,708株 25年３月期 1,708株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 5,216,796株 25年３月期２Ｑ 5,216,796株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25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25年１月１日から平成25年６月30日までの経営成績が含

まれております。）における当社グループの事業環境につき、ご報告いたします。

当社グループが米国ネバダ州に保有する２つの金鉱山における金生産事業は、スタンダード鉱山及び

フロリダキャニオン鉱山の合計での金生産量が27,960オンス（前年同期比31.2%増）となりました。

主たる生産を行っておりますスタンダード鉱山におきましては、年初にネバダ州を襲った記録的な寒

波に伴う気温低下の影響により鉱石破砕量及び金回収量が落ち込んだものの、その後の天候の回復並び

にアグロメレーション（細粒粘土鉱物の造粒）の効果により、概ね計画どおりに推移しました。一方、

フロリダキャニオン鉱山におきましては、継続的に当初計画を上回る金生産量を維持しております。ま

た、平成26年の操業再開を目指し、連邦及び州政府の主管官庁へ向け、修正施業案の作成並びに提出に

係る作業を継続実施してまいりました。

当第２四半期連結会計期間における金価格は、イタリア政局の不安定な状況などの影響を受け、１ト

ロイオンスあたり1,560ドル台前半で始まったものの、キプロス政府による金準備の売却などが市場へ

伝えられると、１ヶ月の間に1,400ドル台へと暴落するなど、激しく上下いたしました。その後、５月

には一時1,300ドル台後半へとさらに価格が下落し、６月に入ると米国連邦準備銀行（ＦＲＢ）による

量的緩和に係わる終焉日程が伝えられた下旬には、一時1,200ドル台を下回る平成22年７月以来の価格

水準で推移いたしました。

他方、当第２四半期連結会計期間における米ドル為替レートは、４月を99円台で迎え、５月は概ね

100円台で推移し、６月には若干の調整局面を持ちつつも、再び99円台で推移いたしました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は3,990百万円（前年同期比39.2％増）とな

り、操業に係る費用は勿論のこと、連結ベースでの販売管理費を厳格に管理した結果、営業利益は

1,033百万円（前年同期比161.1％増）、経常利益は661百万円（前年同期は２百万円の経常利益）とな

りました。四半期純利益は、税金費用が増加したものの、460百万円（前年同期比473.3％増）を計上し

ております。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,148百万円増加し、5,462百万円となりました。これは主にた

な卸資産が1,200百万円増加し、現金及び預金が97百万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433百万円増加し、5,824百万円となりました。これは主に投資

その他の資産が533百万円増加したことによるものであります。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,581百万円増加し、11,286百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ687百万円増加し、3,760百万円となりました。これは主にその

他が435百万円、買掛金が296百万円それぞれ増加し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57百万円減少し、3,614百万円となりました。これは主に資産

除去債務が408百万円増加し、長期借入金が462百万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630百万円増加し、7,374百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ951百万円増加し、3,912百万円となりました。これは四半期

純利益を460百万円計上したことに加えて、為替換算調整勘定が490百万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97百万円減少（前年同期は110百万円減少）し、149百万円（前年同期は147百万円）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。

営業活動による資金の増加は、1,054百万円（前年同期は166百万円の減少）となりました。これは

たな卸資産の増加による資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益、減価償却費及び仕

入債務の増加により資金が増加したことによるものであります。

投資活動による資金の減少は、183百万円（前年同期は152百万円の減少）となりました。これは主

に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

財務活動による資金の減少は、1,012百万円（前年同期は206百万円の増加）となりました。これは

長期借入金の返済による支出によるものであります。

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました通期の業績予想

からの変更はありません。

（２）財政状態に関する説明

（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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。

２．サマリー情報(注記事項)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
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 246,667 149,483
売掛金 － 20,067
たな卸資産 3,981,108 5,181,554
その他 86,413 111,330
貸倒引当金 △79 △82

流動資産合計 4,314,109 5,462,353

固定資産
有形固定資産 1,827,545 1,715,144
無形固定資産 93,444 106,001
投資その他の資産

繰延税金資産 1,112,424 1,356,231
差入保証金 1,830,941 2,131,035
その他 749,308 738,766
貸倒引当金 △222,808 △222,808

投資その他の資産合計 3,469,866 4,003,225

固定資産合計 5,390,856 5,824,370

資産合計 9,704,966 11,286,724

負債の部
流動負債

買掛金 294,725 591,198
短期借入金 － 16,975
1年内返済予定の長期借入金 2,179,453 2,059,921
未払法人税等 100,334 158,279
その他 498,129 933,946

流動負債合計 3,072,643 3,760,321

固定負債
長期借入金 1,449,596 987,210
債務保証損失引当金 104,951 105,535
資産除去債務 2,108,855 2,516,935
その他 8,263 4,676

固定負債合計 3,671,667 3,614,358

負債合計 6,744,310 7,374,680
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

純資産の部
株主資本

資本金 2,332,335 2,332,335
資本剰余金 3,952,630 3,952,630
利益剰余金 △2,929,698 △2,468,776
自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 3,319,070 3,779,992

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 650 720
為替換算調整勘定 △359,065 131,331

その他の包括利益累計額合計 △358,415 132,052

純資産合計 2,960,655 3,912,044

負債純資産合計 9,704,966 11,286,724
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 2,866,207 3,990,729
売上原価 2,048,828 2,564,925

売上総利益 817,379 1,425,803

販売費及び一般管理費 421,504 391,978

営業利益 395,874 1,033,825

営業外収益
受取利息 3,025 1,604
デリバティブ評価益 － 6,043
ゴールドローン決済益 4,553 14,845
為替差益 19,843 －
その他 4,790 5,490

営業外収益合計 32,213 27,984

営業外費用
支払利息 273,406 254,012
支払手数料 116,307 127,550
デリバティブ評価損 28,759 －
為替差損 － 17,200
その他 7,435 1,575

営業外費用合計 425,908 400,339

経常利益 2,179 661,470

税金等調整前四半期純利益 2,179 661,470

法人税、住民税及び事業税 65,737 118,321
法人税等調整額 △143,957 82,227

法人税等合計 △78,220 200,548

少数株主損益調整前四半期純利益 80,399 460,921

四半期純利益 80,399 460,921
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 80,399 460,921
その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △67 69
為替換算調整勘定 46,249 490,397

その他の包括利益合計 46,181 490,467

四半期包括利益 126,580 951,389

（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 126,580 951,389
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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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利益 2,179 661,470
減価償却費 182,472 420,990
長期前払費用償却額 23,019 62,054
貸倒引当金の増減額（△は減少） 553 3
債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 584 584
長期前払費用の増減額（△は増加） 15,840 36,117
資産除去債務の増減額（△は減少） 85,264 111,205
受取利息及び受取配当金 △3,025 △1,604
支払利息 273,406 254,012
デリバティブ評価損益（△は益） 28,759 △6,043
ゴールドローン決済損益（△は益） △4,553 △14,845
その他の営業外損益（△は益） △5,058 △5,165
売上債権の増減額（△は増加） △48,294 △19,477
たな卸資産の増減額（△は増加） △459,627 △627,360
仕入債務の増減額（△は減少） 43,835 247,942
未払金の増減額（△は減少） △24,548 35,207
未払費用の増減額（△は減少） 178,780 51,172
その他 5,735 184,363

小計 295,323 1,390,626

利息及び配当金の受取額 2,757 1,604
利息の支払額 △323,922 △255,990
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △140,426 △82,007

営業活動によるキャッシュ・フロー △166,267 1,054,232

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 △221,649 △141,382
担保預金の払戻による収入 150,000 －
短期貸付けによる支出 △38,000 －
差入保証金の差入による支出 △54,044 △66,250
差入保証金の回収による収入 20,906 23,808
その他 △9,300 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △152,087 △183,824

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 － 20,799
短期借入金の返済による支出 － △4,316
長期借入れによる収入 774,200 70,497
長期借入金の返済による支出 △567,271 △1,099,819

財務活動によるキャッシュ・フロー 206,928 △1,012,839

現金及び現金同等物に係る換算差額 631 45,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110,795 △97,184

現金及び現金同等物の期首残高 258,788 246,667

現金及び現金同等物の四半期末残高 147,993 149,483
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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、鉱山事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当社の連結子会社であるJipangu International Inc.並びに同社の子会社であるFlorida Canyon

Mining, Inc.及びStandard Gold Mining, Inc.は、設備投資資金及び運転資金の確保並びに既存借入

金の借換えのため、Resource Income Fund, L.P.を相手先として、平成25年10月８日、以下の借入契

約及びロイヤリティ契約を締結しました。

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（重要な後発事象）

(1) 借入契約

① 借入総額 15,000千US$

② 実行日 平成25年10月８日

③ 返済方法 金現物による分割返済（毎週）

なお、当該借入契約においては、借入金元本に対する金現物の総返済数量

を契約時の金市場価格に基づき約定することから、契約時の金価格と金現

物返済時の金価格に差異が生じた場合、連結損益計算書上、金価格差損益

が発生します。すなわち、金現物返済時の金価格が契約時の金価格を上回

れば金価格差損を計上し、反対に金現物返済時の金価格が契約時の金価格

を下回れば金価格差益となります。

④ 終返済期日 平成26年12月14日

⑤ 担保提供資産 Jipangu International Inc.株式、Jipangu International Inc.が所有す

る資産の全部（Florida Canyon Mining, Inc.及びStandard Gold Mining, 

Inc.株式を含み、担保提供が禁じられているものを除く）並びにFlorida 

Canyon Mining, Inc.及びStandard Gold Mining, Inc.が所有する資産の全

部（担保提供が禁じられているものを除く）。

⑥ 債務保証 当社は、上記借入に関する債務保証を行っております。
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当社の連結子会社である株式会社ジパングエナジーは、平成19年９月21日付にて、株式会社計画科学

研究所（名古屋市中区）並びに蟹江プロパン株式会社（愛知県海部郡）から、名古屋地方裁判所に訴訟

の提起を受けていました。これは、平成17年５月18日付にて締結された廃棄物処理装置の販売に係る売

買契約に不履行があったとの一方的な主張による損害として、総額324百万円の支払いを求めてきたも

のであります。

一方、株式会社ジパングエナジーは、平成19年12月25日付にて、相手方に対して債務不履行（債務遅

延及び履行不能）を理由に総額190百万円の支払いを求め、名古屋地方裁判所に反訴の提起をしており

ました。

名古屋地方裁判所は、平成24年２月24日付にて、株式会社ジパングエナジーに対し、相手方へ合計

245百万円の損害賠償金及びこれらに係る遅延損害金の支払等の判決を下しました。

株式会社ジパングエナジーは、本判決における本件装置及び帰責性に係る著しい事実誤認と法的判断

を不服とし、平成24年３月９日付にて名古屋高等裁判所へ控訴し、現在も係争中であります。

現時点において、当該係争事件による影響を予測することは困難であります。

(2) ロイヤリティ契約

① 調達総額 10,000千US$

② 実行日 平成25年10月23日

③ 契約内容 Florida Canyon Mining, Inc.及びStandard Gold Mining, Inc.は、両社が

保有する一定の権益をResource Income Fund, L.P.に引き渡す対価として

上記金額を調達する一方、売上高から外部精錬関連費用を控除した金額に

対する一定率のロイヤリティを支払います。

なお、Florida Canyon Mining, Inc.及びStandard Gold Mining, Inc.は、

契約日より２年後の時点において、引き渡した権益を買い戻す権利を有し

ており、同権利を行使した場合、以後のロイヤリティ率は減免されます。

（５）その他
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