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(百万円未満切捨て)

１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 ％

27年３月期第２四半期 3,359 △15.8 388 △62.4 21 △96.8 △30 ―

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

(注) 包括利益 27年３月期第２四半期 △224百万円 ( ―％) 26年３月期第２四半期 951百万円 (651.6％)
　

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２四半期 △5.75 ―

26年３月期第２四半期 88.35 ―
　

（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２四半期 11,470 4,061 35.4

26年３月期 12,466 4,285 34.4

(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 4,061百万円 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 ― 0 00

27年３月期(予想) ― 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、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 5,675 △32.3 170 △91.3 △484 ― △489 ― △93.77
(注１) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

(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月期通

期の生産見込量は、42,085オンス（対前期比29.3％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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 5,216,796株 26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

・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２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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26年１月１日から平成26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24,637オンス（前年同期比11.9％減）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

ることに努めてまいりましたが、当該作業に当初想定しておりました以上の時間を要したことにより、対前年同

期比において金生産量が減少する結果となりました。

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認可申請手続きを実施してまいりましたが、政府機

関側による認可手続きに遅れが生じたことから、当初想定しておりました当第３四半期連結会計期間からの操業

再開は困難となりました。しかしながら、当社グループでは既に政府機関に対して認可を得るために必要な資金

の払い込みを実施しており、当連結会計年度内には操業再開が可能になるものと考えております。

当第２四半期連結会計期間における金価格は、ウクライナ情勢の緊迫化を背景として１トロイオンス当たり

1,280ドル台で迎え、一時1,300ドル台へと上昇しました。しかし、ウクライナ情勢が一旦鎮静化したことから緩

やかな下落傾向となり、さらに米国の主要経済指標が予想を上回っていたことを受け、1,250ドル台へと下落し

ました。その後、イラク情勢の緊迫化及びドイツの景況感指数の悪化による同国の経済停滞懸念などから再び

1,300ドル台へと上昇しました。

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、102円台で迎え、その後も小幅な値動きが続

き、概ね102円台で推移しました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、前年同期と比較して金生産量の減少及び金価格の大

幅な下落による影響を受け、売上高は3,359百万円（前年同期比15.8％減）となりました。また、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388百万円（同62.4％減）、経常利益は21百万円（同96.8％減）、四半期純損失は30百万円（前年同期は460百万

円の四半期純利益）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2,325百万円減少し、3,693百万円となりました。これは主にリーチパッ

ド上の鉱石が1,938百万円、その他が810百万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1,329百万円増加し、7,776百万円となりました。これは主に投資その他

の資産が1,496百万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996百万円減少し、11,470百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ923百万円減少し、2,948百万円となりました。これは主に短期借入金が

419百万円、その他が244百万円それぞれ減少したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ151百万円増加し、4,459百万円となりました。これは主に長期前受金が

428百万円増加し、長期借入金が192百万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772百万円減少し、7,408百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ224百万円減少し、4,061百万円となりました。これは主に四半期純損

失を30百万円計上したことに加えて、為替換算調整勘定が183百万円減少したことによるものであります。

（キャッシュ・フローの状況の分析）

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482百万円増加（前年同期は97百万円の減少）し、1,167百万円（同149百万円）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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金は、593百万円（前年同期は1,054百万円）増加しました。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、その他の流動資産の減少、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。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の増加は、260百万円（前年同期は183百万円の減少）となりました。これは主に差入保証

金の差入による支出があったものの、それを上回る差入保証金の回収による収入があったことによるものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は、350百万円（前年同期は1,012百万円）減少しました。これは主に短期借入れによる収

入及び前受金の受入による収入があったものの、それを上回る短期借入金の返済による支出及び前受金の返還に

よる支出があっ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月期の通期業績予想につきましては、平成26年５月30日に公表した業績予想を修正しております。

詳細につきましては、平成26年11月14日公表の「平成27年３月期第２四半期連結業績予想と決算数値の差異・通

期連結業績予想の修正及び営業外費用の発生に関するお知らせ」をご参照ください。
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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２四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、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２四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、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２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 684,572 1,167,147

売掛金 22,383 2,486

リーチパッド上の鉱石 4,220,798 2,282,566

その他のたな卸資産 203,284 163,719

その他 888,032 77,360

貸倒引当金 △90 △4

流動資産合計 6,018,981 3,693,276

固定資産

有形固定資産 1,609,954 1,447,874

無形固定資産 113,389 108,565

投資その他の資産

リーチパッド上の鉱石 868,727 2,878,763

差入保証金 2,197,988 1,718,112

その他 1,859,217 1,825,183

貸倒引当金 △201,629 △201,629

投資その他の資産合計 4,724,303 6,220,429

固定資産合計 6,447,647 7,776,870

資産合計 12,466,628 11,470,146

負債の部

流動負債

買掛金 457,173 746,746

短期借入金 419,365 -

1年内返済予定の長期借入金 570,890 455,249

未払法人税等 365,764 158,546

前受金 1,439,450 1,212,792

その他 619,993 375,657

流動負債合計 3,872,638 2,948,991

固定負債

長期借入金 392,245 199,400

ロイヤリティー債務 1,028,718 950,876

長期前受金 - 428,957

債務保証損失引当金 106,116 106,700

資産除去債務 2,752,423 2,772,720

その他 28,981 1,151

固定負債合計 4,308,486 4,459,807

負債合計 8,181,125 7,408,798
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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２四半期連結会計期間
(平成26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 △2,390,739 △2,420,740

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 3,858,028 3,828,027

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 414,703 231,241

その他の包括利益累計額合計 427,474 233,320

純資産合計 4,285,503 4,061,347

負債純資産合計 12,466,628 11,470,146
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 3,990,729 3,359,436

売上原価 2,564,925 2,592,826

売上総利益 1,425,803 766,609

販売費及び一般管理費 391,978 378,356

営業利益 1,033,825 388,253

営業外収益

受取利息 1,604 1,111

差入保証金利息 5,490 22,376

デリバティブ評価益 6,043 24,769

ゴールドローン決済益 14,845 -

その他 - 158

営業外収益合計 27,984 48,416

営業外費用

支払利息 254,012 82,432

支払手数料 127,550 190,210

デリバティブ決済損 - 113,833

為替差損 17,200 27,390

その他 1,575 1,374

営業外費用合計 400,339 415,241

経常利益 661,470 21,428

税金等調整前四半期純利益 661,470 21,428

法人税、住民税及び事業税 118,321 -

法人税等調整額 82,227 -

法人税等 - 51,430

法人税等合計 200,548 51,430

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

460,921 △30,001

四半期純利益又は四半期純損失（△） 460,921 △30,001
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

460,921 △30,001

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 69 △10,692

為替換算調整勘定 490,397 △183,461

その他の包括利益合計 490,467 △194,154

四半期包括利益 951,389 △224,155

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 951,389 △224,155

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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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 661,470 21,428

減価償却費 420,990 182,912

長期前払費用償却額 62,054 9,774

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △86

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 584 584

ロイヤリティー債務の増減額（△は減少） - △38,258

資産除去債務の増減額（△は減少） 111,205 128,822

受取利息及び受取配当金 △1,604 △1,111

支払利息 254,012 82,432

差入保証金利息 △5,490 △22,376

デリバティブ評価損益（△は益） △6,043 △24,769

デリバティブ決済損益（△は益） - 113,833

ゴールドローン決済損益（△は益） △14,845 150

売上債権の増減額（△は増加） △19,477 19,244

たな卸資産の増減額（△は増加） △627,360 △240,852

その他の流動資産の増減額（△は増加） △19,502 671,937

その他の固定資産の増減額（△は増加） 36,132 △55,863

仕入債務の増減額（△は減少） 247,942 310,875

その他の流動負債の増減額（△は減少） 263,900 △216,188

その他 26,655 △12,576

小計 1,390,626 929,912

利息及び配当金の受取額 1,604 1,111

利息の支払額 △255,990 △99,373

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △82,007 △238,644

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,054,232 593,006

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 △141,382 △160,768

差入保証金の差入による支出 △66,250 △1,106,165

差入保証金の回収による収入 23,808 1,527,251

投資活動によるキャッシュ・フロー △183,824 260,317

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 1,055,346

短期借入金の返済による支出 △4,316 △1,464,364

前受金の受入による収入 - 1,641,750

前受金の返還による支出 - △1,309,254

長期借入れによる収入 70,497 -

長期借入金の返済による支出 △1,099,819 △274,162

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,012,839 △350,685

現金及び現金同等物に係る換算差額 45,246 △20,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △97,184 482,575

現金及び現金同等物の期首残高 246,667 684,572

現金及び現金同等物の四半期末残高 149,483 1,167,147
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（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）

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）

該当事項はありません。

（５）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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