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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年６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 ％

27年３月期第１四半期 1,864 6.7 212 △60.2 39 △88.2 27 △86.5

26年３月期第１四半期 1,747 23.3 533 87.4 336 － 203 276.9

(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 △91百万円 ( －％) 26年３月期第１四半期 513百万円 (106.0％)
　

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

27年３月期第１四半期 5.26 －

26年３月期第１四半期 39.03 －
　

（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 ％

27年３月期第１四半期 11,706 4,194 35.8

26年３月期 12,466 4,285 34.4

(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 4,194 百万円 26年３月期 4,285 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

26年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

27年３月期 －

27年３月期(予想) 0.00 － 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 3,275 △17.9 208 △79.8 23 △96.4 1 △99.7 0.28

通期 7,382 △12.0 921 △53.0 478 △49.2 330 △38.6 63.44
(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27年３月期第

２四半期（累計）の生産見込量は23,929オンス（対前年同四半期比14.4％減）、通期は53,038オンス（対前

期比11.0％減）であります。
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※ 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 ： 有

(注) 詳細は、【添付資料】４ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成

に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

（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 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注) 詳細は、【添付資料】４ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 27年３月期１Ｑ 5,218,504株 26年３月期 5,218,504株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 1,708株 26年３月期 1,708株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 5,216,796株 26年３月期１Ｑ 5,216,796株

　

※ 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、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「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。
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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

当第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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26年１月１日から平成26年３月31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13,552オンス（前年同期比6.9％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、生産予定区域であるサウスピット南東側の一部

において、前連結会計年度に発見されました軟弱な地質箇所への整備作業を行いました。

この整備作業には、大型の重機（Ｄ11ドーザー）を新たに配備し、生産計画に与える影響を可能な限り抑制する

ことに努めると共に、アグロメレーション（細粒粘土鉱物の造粒）品質の安定を進めたことに加え、フロリダキャ

ニオン鉱山での継続的な金生産が維持されたことにより、金生産量は概ね計画どおりに推移いたしました。

また、当第３四半期連結会計期間からのフロリダキャニオン鉱山でのリーチパッド建設に始まる操業再開を目指

し、連邦及び州政府の主管官庁と共に修正施業案に係わる様々な作業を継続実施してまいりました。

当第１四半期連結会計期間における金価格は、年初を１トロイオンスあたり1,200ドル台前半で迎え、インドに

おける金の輸入関税の引き下げを含めた規制緩和の要請並びに米国主要経済指標の悪化などの影響を受け、１月末

にかけて1,200ドル台後半へと上昇を続けました。２月以降は、新興国の通貨危機及び米国の主要経済指標の悪化

などの影響を受け、２月下旬には1,300ドル台後半へまで上昇を続けましたが、ウクライナ情勢の沈静化並びに米

国の量的緩和縮小継続などが影響し、３月末には１トロイオンスあたり1,300ドル台を僅かに下回る価格となりま

した。

他方、当第１四半期連結会計期間における米ドル為替レートは、年初１月を104円台で迎え、２月以降は概ね102

円台で推移いたしました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、前年同期と比較して金販売量は増加したものの、金価

格の大幅な下落による影響を受け、売上高は1,864百万円（前年同期比6.7％増）にとどまりました。一方、前述し

ておりますサウスピット南東側の一部箇所における整備作業を行ったこと等に伴う売上原価率の上昇により、営業

利益は212百万円（同60.2％減）、経常利益は39百万円（同88.2％減）、四半期純利益は、27百万円（同86.5％減）

となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,178百万円減少し、4,840百万円となりました。これは主に現金及び預

金が639百万円、リーチパッド上の鉱石が418百万円それぞれ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418百万円増加し、6,865百万円となりました。これは主に投資その他の

資産が512百万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760百万円減少し、11,706百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ458百万円減少し、3,414百万円となりました。これは主に前受金が466

百万円減少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210百万円減少し、4,097百万円となりました。これは主に長期借入金が

137百万円、ロイヤリティー債務が45百万円それぞれ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669百万円減少し、7,512百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ91百万円減少し、4,194百万円となりました。これは主に四半期純利

益を27百万円計上したものの、為替換算調整勘定が107百万円減少したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の連結業績予想につきましては、平成26年５月30日に公表いたしました業績予想からの変更は

ありません。
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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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　従来、当社の有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用しておりましたが、当第１四半期連

結会計期間より定額法に変更しております。

　これは、今後の操業計画に基づき、在外連結子会社における有形固定資産の更なる増加が見込まれること、また、

当社が保有する有形固定資産は、耐用年数内で安定的に使用される資産が大部分を占めることから、主として定額

法を採用する在外連結子会社との会計方針の統一を図ると共に期間損益の適正化の観点から変更したものでありま

す。

　なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（税金費用の計算方法の変更）

　従来、当社及び連結子会社の税金費用については、原則的な方法により計算しておりましたが、当社グル―プの

四半期決算業務の一層の効率化を図るため、当第１四半期連結会計期間より連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方

法に変更しております。

　なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 684,572 44,957

売掛金 22,383 16,494

リーチパッド上の鉱石 4,220,798 3,802,291

その他のたな卸資産 203,284 173,330

その他 888,032 803,709

貸倒引当金 △90 △4

流動資産合計 6,018,981 4,840,778

固定資産

有形固定資産 1,609,954 1,518,649

無形固定資産 113,389 110,518

投資その他の資産

リーチパッド上の鉱石 868,727 1,304,235

差入保証金 2,197,988 2,340,455

その他 1,859,217 1,793,498

貸倒引当金 △201,629 △201,629

投資その他の資産合計 4,724,303 5,236,559

固定資産合計 6,447,647 6,865,727

資産合計 12,466,628 11,706,505

負債の部

流動負債

買掛金 457,173 535,983

短期借入金 419,365 675,932

1年内返済予定の長期借入金 570,890 548,671

未払法人税等 365,764 130,728

前受金 1,439,450 973,254

その他 619,993 549,889

流動負債合計 3,872,638 3,414,459

固定負債

長期借入金 392,245 254,458

ロイヤリティー債務 1,028,718 983,174

債務保証損失引当金 106,116 106,407

資産除去債務 2,752,423 2,752,361

その他 28,981 1,151

固定負債合計 4,308,486 4,097,552

負債合計 8,181,125 7,512,011
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６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 △2,390,739 △2,363,292

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 3,858,028 3,885,475

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 12,770 2,078

為替換算調整勘定 414,703 306,939

その他の包括利益累計額合計 427,474 309,018

純資産合計 4,285,503 4,194,493

負債純資産合計 12,466,628 11,706,505
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 1,747,044 1,864,703

売上原価 1,016,545 1,437,745

売上総利益 730,498 426,957

販売費及び一般管理費 197,114 214,600

営業利益 533,384 212,356

営業外収益

受取利息 796 845

差入保証金利息 150 9,396

ゴールドローン評価益 16,400 -

為替差益 - 1,906

その他 - 121

営業外収益合計 17,346 12,269

営業外費用

支払利息 134,768 64,631

支払手数料 56,755 20,822

デリバティブ評価損 228 47,889

デリバティブ決済損 - 50,567

為替差損 22,320 -

その他 577 1,124

営業外費用合計 214,651 185,035

経常利益 336,080 39,590

税金等調整前四半期純利益 336,080 39,590

法人税、住民税及び事業税 46,918 -

法人税等調整額 85,533 -

法人税等 - 12,143

法人税等合計 132,451 12,143

少数株主損益調整前四半期純利益 203,628 27,446

四半期純利益 203,628 27,446
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 203,628 27,446

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △219 △10,692

為替換算調整勘定 310,283 △107,764

その他の包括利益合計 310,063 △118,456

四半期包括利益 513,692 △91,009

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 513,692 △91,009

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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。

（重要な後発事象）

１．借入金の一部繰上返済

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、平成26年４月15日、財務基盤の安定化を目的として、Resource Income Fund,

L.P.との借入契約（平成25年10月８日締結、借入総額15,000千US$、金現物による分割返済（毎週））について、原

状回復費用の積立を目的とした規制当局に対する差入保証金の返還等を原資として、一部繰上返済を行うことで借

入先と合意しました。これにより、同日において2,000千US$、同年５月７日において5,759千US$相当の金現物を外

部から調達し、一部繰上返済を実施しました。一部繰上返済後の残高につきましては、当初の予定に従って返済し、

同年６月５日をもって当該借入金全額の返済を終了しております。

なお、当該借入契約は、借入金元本に対する金現物の総返済数量が約定されるものであり、金利の発生はありま

せん。また、Florida Canyon Mining, Inc.及びStandard Gold Mining, Inc.が生産する金現物の販売先は、契約相

手先のグループ会社であるため、当該借入金は、実質的にFlorida Canyon Mining, Inc.及びStandard Gold

Mining, Inc.が将来納入する金現物の販売代金に係る前受金に相当し、当社グループの連結財務諸表においては、

本契約による受領額を前受金に計上しております。

また、借入契約時に約定された返済数量に対応する金価格と一部繰上返済実施における外部調達時の金価格の差

異に起因して、繰上返済に伴う営業外費用914千US$が発生する見込みであります。
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２．Gold Purchase Agreement（金購入契約）の締結

当社の連結子会社であるFlorida Canyon Mining, Inc.及びStandard Gold Mining, Inc.は、フロリダキャニオン

鉱山操業再開に係る資金及び運転資金の確保のため、ADM-Gold Co., Ltd.を相手先として、平成26年７月29日、以

下のGold Purchase Agreement（金購入契約）を締結し、将来の金販売代金の一部前受として、15,000千US$を調達

しました。

（１） 契約内容 Florida Canyon Mining, Inc.及びStandard Gold Mining, Inc.は、両社が生産す

る金及び銀の全量をADM-Gold Co., Ltd.に販売し、ADM-Gold Co., Ltd.は、将来の

金購入代金の一部前払として15,000千US$を支払う。

（２） 前受金の総額 15,000千US$

（３） 実行日 平成26年７月29日

（４） 前受金の返還 本契約により前受金の返還に充当する金の引渡量（週次）が約定され、当該引渡量

に引渡時の金市場価格より一定率を割り引いた価格を乗じた金額をもって前受金の

返還を行う。

（５） 契約期日 前項記載の返還金額が前受金総額に達した時点。

なお、将来の金市場価格により返還金額が変動するめ、契約期日は約定されており

ませんが、仮に将来の金市場価格が1,300US$にて一定とした場合、平成28年１月27

日となります。

（６） 担保提供資産 当社が保有するJipangu International Inc. 株式並びにJipangu International

Inc.が保有するFlorida Canyon Mining, Inc.株式及びStandard Gold Mining,

Inc.株式

（７） 債務保証 当社及びJipangu International Inc.は、上記契約に関する債務保証を行っており

ます。

（８） その他 Florida Canyon Mining, Inc.及びStandard Gold Mining, Inc.は、金及び銀の販

売総額から前受金の返還に充当する金額を控除した金額に対して一定率の販売手数

料を支払う。

（４）その他

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。
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