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子会社の異動（新株予約権発行並びに行使等）に関するお知らせ 

 

当社は、本日、ADM-Gold Co., Ltd.(以下、「ＡＤＭ」という)より、当社の連結子会社である

Florida Canyon Mining, Inc. 並びに Standard Gold Mining, Inc.がＡＤＭに対して発行して

いた新株予約権を、ＡＤＭが 100％子会社として設立する Imlay Mining Co., Ltd.（以下、「Ｉ

Ｍ」という）に譲渡した上で、行使する旨の通知を受けました。 

また、当社の連結子会社である Jipangu Exploration Inc.は、即時に行使することを条件と

した Jipangu Exploration Inc.のＩＭに対する新株予約権を発行することといたしました。 

これにより、当社は Florida Canyon Mining, Inc.、Standard Gold Mining, Inc 並びに Jipangu 

Exploration Inc.(以下、「北米会社３社」という)の株式保有比率が 10％に減少し、当社連結子

会社から除外されることとなりましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．新株式発行並びに行使の理由 

当社グループでは、今連結事業年度において、新たな戦略的成長を見据えた事業資金の確保並

びに財務基盤の健全化及び安定化を目的とした資金調達を進めていく一方、不採算鉱山からの戦

略的撤退を含めた金生産事業に対する抜本的な事業構造改革の検討を進めて参りました。 

北米会社３社に於きましては、金価格の動向をみつつ、新たな設備投資を抑制し、効率的な生

産体制へと移行し、金生産事業の継続を進めていましたが、金価格の長期間に亘る低迷と、想定

した生産量を下回る生産実績、これによる売上高の減少、営業債務及び未払債務の滞留が発生す

るなど、将来に亘り健全に事業運営を運営するには厳しい環境となりました。このような事業環

境と環境認識をする中、当社では、ＩＭによる新株予約権の行使は致し方ないと判断した次第で

す。 

当社は、10年に亘り米国ネバダ州のフロリダキャニオン鉱山並びにスタンダード鉱山を生産拠

点としておりましたが、この両鉱山を今後も保持し続けることは、当社グループの企業価値の毀

損につながる可能性が高いと判断し、この鉱山を保有するFlorida Canyon Mining, Inc. 並びに

Standard Gold Mining, Incの新株予約権行使を受けるとともに、両鉱山の探鉱事業等を行う

Jipangu Exploration Inc.に対しても即時に行使することを条件とした新株式予約権をＩＭに対

して発行することといたしました。 

 



２．異動する子会社の概要 

① Florida Canyon Mining, Inc. 

(1) 名称 Florida Canyon Mining, Inc. 

(2) 所在地 米国デラウェア州 

(3) 代表者 Joel Murphy 

(4) 事業内容 鉱山事業 

(5) 資本金 0.10US$ 

(6) 発行済株式総数 100 株 

(7) 設立年月日 平成 10 年 11 月 16 日 

(8) 株主構成 Jipangu International Inc. 100％ 

(9) 当社との関係 資本関係 上記のとおりです 

人的関係 役員の兼務３名 

取引関係 該当事項はありません 

(10) 当該子会社の最近３年間の経営成績 

決算期 平成 24 年 12 月期 平成 25 年 12 月期 平成 26 年 12 月期

売上高 2,973 百万円 1,890 百万円 1,037 百万円

営業利益 1,164 百万円 907 百万円 105 百万円

経常利益 1,182 百万円 915 百万円 142 百万円

当期純利益 1,440 百万円 525 百万円 △728 百万円

 

② Standard Gold Mining, Inc. 

(1) 名称 Standard Gold Mining, Inc. 

(2) 所在地 米国デラウェア州 

(3) 代表者 Joel Murphy 

(4) 事業内容 鉱山事業 

(5) 資本金 0.10US$ 

(6) 発行済株式総数 100 株 

(7) 設立年月日 平成 14 年５月 23 日 

(8) 株主構成 Jipangu International Inc. 100％ 

(9) 当社との関係 資本関係 上記のとおりです 

人的関係 役員の兼務３名 

取引関係 該当事項はありません 

(10) 当該子会社の最近３年間の経営成績 

決算期 平成 24年 12 月期 平成 25年 12 月期 平成 26年 12 月期

売上高 2,880 百万円 6,494 百万円 4,579 百万円

営業利益 701 百万円 1,788 百万円 826 百万円

経常利益 700 百万円 1,788 百万円 826 百万円

当期純利益 620 百万円 1,584 百万円 1,071 百万円

 

 

 

 

 



③ Jipangu Exploration Inc. 

(1) 名称 Jipangu Exploration Inc. 

(2) 所在地 米国デラウェア州 

(3) 代表者 松藤 民輔 

(4) 事業内容 鉱山事業 

(5) 資本金 0.10US$ 

(6) 発行済株式総数 100 株 

(7) 設立年月日 平成 14 年５月 23 日 

(8) 株主構成 Jipangu International Inc. 100％ 

(9) 当社との関係 資本関係 上記のとおりです 

人的関係 役員の兼務３名 

取引関係 該当事項はありません 

(10) 当該子会社の最近３年間の経営成績 

決算期 平成 24年 12月期 平成 25年 12 月期 平成 26年 12 月期

売上高 －百万円 －百万円 －百万円

営業利益 △0百万円 △0百万円 －百万円

経常利益 △0百万円 △0百万円 0百万円

当期純利益 △0百万円 △0百万円 0百万円

 

３．新株予約権発行並びに行使する相手先の概要 

(1) 名称 Imlay Mining Co., Ltd. 

(2) 所在地 PO Box 309,Ugland House, Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands

(3) 代表者 渋佐 寿彦 

(4) 資本金 250.00US＄ 

(5) 設立年月日 平成 27 年８月 31 日 

(6) 事業内容 金鉱山会社の株式の保有及び管理 

(7) 当社との関係 該当事項はありません 

 

４．新株予約権の概要 

 Florida Canyon 

Mining, Inc. 

Standard Gold 

Mining, Inc. 

Jipangu 

Exploration, Inc. 

(1) 割当日 平成 27 年６月 18 日 平成 27 年９月４日 

(2) 総数 １個 

(3) 発行価格 無償 

(4) 目的たる 

株式の種類 
普通株式 

(5) 行使株数 新株予約権１個につき発行会社の行使後の発行済株式数の 

90%相当の株式数である 900 株 

(6) 行使価額 １株あたり 0.001US$ 

(7) 行使実行日 平成 27 年９月３日(アメリカ時間) 

(8) 行使方法 現金による(各社の銀行口座への振込み) 

 



 

５．異動の日程 

  平成 27 年９月４日 

 

６．今後の見通し 

 北米会社３社が当社の連結対象から除外されることにより、平成 28 年３月期の当社及び当社

グループの業績に多大な影響が生じます。 

また、当社の連結会計においては平成 28 年３月期第１四半期連結会計期末に約 13 億の債務

超過となりましたが、今回の子会社の異動により計上されることが見込まれる、約８億円の関係

会社株式の評価の減損処理により、当事業年度中に当社単体におきましても約５億円規模での債

務超過となる可能性があります。 

 これらの事項については、判明次第、適宜、お知らせいたします。 

 なお、当社は、平成 27 年８月 31 日付け「株式取得に係る基本合意書の締結に関するお知らせ」

でお知らせしましたように、今後の収益が見込まれる鉱山等の取得を積極的に推進し、これまで

の事業ポートフォリオの見直しと、企業価値の回復と向上を急ぎ進めて参る所存であります。 

 
以 上 


