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過年度有価証券報告書及び決算短信等の訂正に関するお知らせ 

 

 

当社は、当社北米子会社Jipangu International Inc.及びその子会社であるFlorida Canyon Mining, Inc. 並

びにStandard Gold Mining, Inc.他（以下、「北米子会社」と言う。）宛てに、前連結会計年度である2012年

12月期より会計監査業務を委嘱したPricewaterhouseCoopers LLP（プライスウォーターハウスクーパース有限

責任事業組合；以下、「北米子会社監査人」と言う。）より、北米子会社において、過去における会計処理を

訂正すべきである旨の指摘を受けました。 

当社としては当該指摘を受諾する方針とし、経理部門、内部統制部門の調査結果を踏まえ、過年度決算訂正

作業を進めてまいりました。  

本日、下記のとおり訂正等を行い、有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書等を関東財務局長並びに

東海財務局長へ提出いたしましたのでお知らせいたします。  

また、訂正した過年度の決算短信等につきましても、本日付で開示いたしました。 

訂正後の連結財務諸表につきましてはフロンティア監査法人による監査及びレビューをそれぞれ受けてお

り、改めて無限定適正意見の監査報告書、四半期レビュー報告書を受領しております。  

 

 

記  

 

１．本日提出した訂正報告書等 

訂正有価証券報告書 第15期  （平成21年７月１日 ～ 平成22年３月31日） 

訂正四半期報告書 第16期 第１四半期 （平成22年４月１日 ～ 平成22年６月30日） 

訂正四半期報告書 第16期 第２四半期 （平成22年７月１日 ～ 平成22年９月30日） 

訂正四半期報告書 第16期 第３四半期 （平成22年10月１日 ～ 平成22年12月31日） 

訂正有価証券報告書 第16期  （平成22年４月１日 ～ 平成23年３月31日） 

訂正四半期報告書 第17期 第１四半期 （平成23年４月１日 ～ 平成23年６月30日） 

訂正四半期報告書 第17期 第２四半期 （平成23年７月１日 ～ 平成23年９月30日） 

訂正四半期報告書 第17期 第３四半期 （平成23年10月１日 ～ 平成23年12月31日） 

訂正有価証券報告書 第17期  （平成23年４月１日 ～ 平成24年３月31日） 

訂正四半期報告書 第18期 第１四半期 （平成24年４月１日 ～ 平成24年６月30日） 

訂正四半期報告書 第18期 第２四半期 （平成24年７月１日 ～ 平成24年９月30日） 

 

 

 

 



２．本日開示した決算短信等 

平成22年３月期 決算短信 

平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

 

３．訂正の概要  

このたびの訂正は、北米子会社監査人より、北米子会社の前連結会計年度の監査業務中において、次にあげ

る主に３点において、米国会計基準（U.S.GAAP）に則った処理を行うことで、当社北米子会社の事業実態を適

正に示すものである旨の指摘を受けたことに起因するものであります。 

その３点は、次のとおりであります。 

 

① 米国内務省（United States Departments of Interior）土地管理局（United States Bureau of Land 

Management）への超長期預託金（Long Term Monitoring and Maintenance Liability）に係る会計

処理 

② 資産除去債務（Asset Retirement Obligation）に係る会計処理 

③ 仕掛品に係る減価償却費（Depreciation in Inventory）に係る会計処理 

 

当社では、北米子会社監査人からの指摘を基に、上記の３点を、過去に遡った上で確認すると共に、同時に

当社の会計監査人であるフロンティア監査法人におきましても、当社からの関連する資料提出、想定される修

正額と時期、重要性の判断等に関する判断に基づき、精査が行なわれました結果、過年度の決算数値の訂正を

行うことが適当と判断するに至りました。 

北米子会社監査人は、北米のみならず、グローバル市場にて事業展開をする鉱山会社に対し、会計監査や上

場支援他に係る業務を数多く提供する大手会計事務所であり、鉱山業界固有な事案に関して豊富な知見を備え

ております。 

当社では、連結経営における経営の透明性や健全性を一層高めるために、連結する重要な事業会社である北

米子会社の監査業務の委嘱をかねてより打診しておりました。 

その結果、平成24年８月28日開示のとおり、それまで会計監査を委嘱していたMiller Kaplan Arase & Co., 

LLP（ミラーキャプランアラセ有限責任事業組合；以下、「MKA」と言う。）からの切り替えと引継ぎを行った

上で、2012年１月からの会計監査業務を委嘱することとなりました。 

 

 各々の事項の指摘事項の概要は、次のとおりであります。 

 

① 米国内務省土地管理局への超長期預託金に係る会計処理 

当社子会社Jipangu International Inc.の子会社であるFlorida Canyon Mining Inc.は、2006年８月に米国

内務省土地管理局との間で「フロリダキャニオン鉱山超長期預託金合意書（Florida Canyon Mine Long Term Fund 

Agreements） 」を取り交わしております。その後、当該契約に対する「第１条修正案（Amendment Number One(1)）」

を2011年１月31日付にて交わしております。 

この合意書並びに修正案における超長期預託金とは、フロリダキャニオン鉱山での金の採掘と生産に係る施

業案に基づき、その操業及び原状回復作業が終了し、閉山した後のリーチパッド（野積集積場）を含めた閉鎖



後の長期活動計画を記載しており、その閉鎖した後の排水等に対する将来500年にも及ぶ超長期に亘る監視と

保全活動（Long-Term Monitoring and Maintenance）を実施する米国政府当局が、その活動を実施する上で必

要と見積もられる運転資金等を、現地主管米国内務省土地管理局へ供給及び預託することを呼んでおります。 

北米子会社監査人よりの指摘は、本合意書並びに修正案に基づく超長期預託金の北米子会社における会計処

理に対して、米国会計基準のASC401-20-30（ASC =Accounting Standards Codification：米国財務会計基準審

議会会計基準編纂書)に従えば、預託金を資産除去債務の対象と認識すべきではないと言う理由より発せられ

ております。 

 

② 資産除去債務に係る会計処理 

資産除去債務とは、有形固定資産の取得や建設、開発など通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除

去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいいます。 

資産除去債務は、その除去時の義務を履行するための将来キャッシュ・フローを見積り、割引現在価値を負

債として計上することが求められ、同時に、負債計上額と同額を関連する有形固定資産の帳簿価額に加え、減

価償却を通じて費用化する処理を行うことが求められているものです。 

北米子会社におきましては、米国会計基準にて、主にASC410-35-８に規定されているキャッシュ・フロー・

コストの見積りのタイミング並びに金額の変更と費用見積の手続及び利息費用の算出手続きから見て適さな

い会計処理が為されていると言う理由より発せられております。 

 

③ 仕掛品に対する減価償却費に係る会計処理 

当社は、2005年11月に当時米国にて金山を保有していたFlorida Canyon Mining, Inc.とStandard Gold Mining, 

Inc.及び探鉱鉱区を所有していたApollo Gold Exploration, Inc.の合計３社の全株式を取得して以来、本格

的に金生産事業を進めてまいりました。 

本仕掛品に係る減価償却費の会計処理につきましては、前身において採用され、且つ、多くの鉱山会社にお

きましても同様な処理が通例実施されており、取得前より継続的に会計監査を受けて来た実績をも鑑み、これ

までと同様な処理方式を採用してまいりました。 

また、MKAからも、特段の指摘を経年受けた事実も無いことより、処理方式の変更を行っておりませんでし

た。  

この処理方式に対し、北米子会社監査人よりの指摘は、米国会計基準にて、主にASC310に規定されている生

産高比例法を用いる際に参照すべき採掘量と、これに伴い仕掛品に含めるべき採掘に関連した固定資産にかか

る減価償却費を含める手続きから見て、適さない会計処理が為されていると言う理由より発せられております。 

 

４．訂正の経緯と当社の判断及びその理由 

当社では、平成25年１月24日付にて北米子会社監査人より、署名入り文書を受領すると共に、指摘を受けた

３点につき、当時の会計処理等の経緯を遡った上で確認し、次に示すとおりの訂正に係る判断をいたしました。 

 

① 米国内務省土地管理局への超長期預託金に係る会計処理に関する経緯と当社の判断及び理由について 

[経緯] 

本件会計処理につきましては、MKAより超長期預託金を資産除去債務として認識すべきであり、２年の年限

を持って期間費用として処理を行うべきであるとする意見が届けられました。 

本件処理を行った当時、当社といたしましては、超長期預託金は、閉山後の環境保全状況次第では、預託金

が返納される可能性が在ることより、その総額を資産除去債務として認識すべきではないとして、負債への計

上額並びに年限を設けた償却処理につきましても、MKAとの間で意見の対立が在りましたが、協議を重ねた結

果、MKAの意見を受け入れざるを得ないと判断し、資産除去債務として処理を行いました。これに伴い、2011

年１月から12月の期間累計で約420万米国ドルを、2012年１月から６月まで期間累計で約230万米国ドルを生産

高比例法に基づき償却費用処理をいたしました。 

本処理に対して、北米子会社監査人からは、ASC401-20-30に基づき、超長期預託金を資産除去債務として認

識すべき事項ではないとして、前掲しております償却費用処理の訂正が求められたものです。 



 

[当社の判断及びその理由] 

 当社では、この会計処理につき、当該取引の発生時からMKAと協議の上で処理を進め、当該処理を含んだ連

結財務諸表についてはフロンティア監査法人の監査を受けた上で適正である旨の監査報告書を受領しており、

過年度の監査の時点でも指摘がなされていなかったため、当社としては過年度の会計処理につき誤りがあると

は認識しておりませんでした。 

しかしながら、本年１月24日に北米子会社監査人より、前掲しておりますとおりの指摘を受けたため、北米

子会社の経理部門並びに当社経理部門および内部統制部門にて調査を行いました結果、当該米国政府当局と交

わした合意書及び修正案については、資産除去債務として処理を行うのは適切ではないと判断し、過年度の取

引発生時に遡って関係する有価証券報告書等を訂正することといたしました。 

 

② 資産除去債務に係る会計処理に関する経緯と当社の判断及び理由について 

[経緯] 

 北米子会社での資産除去債務は、北米子会社が保有するフロリダキャニオン鉱山とスタンダード鉱山の２つ

へ、米国内務省土地管理局及びネバダ州環境保護局の規制等による鉱区の修復・閉鎖及び環境保全義務につい

て、その履行に要する費用を2011年より2026年までを期間とし、事業計画等に基づき、合理的に見積り、資産

除去債務として計上することに発しております。 

 本件処理を進めるに際しましては、求められます原状回復に係る費用を見積り、次に現在価値へと割引き、

時の経過による利息増加額を認識すると言う手順といたしております。費用の見積を行うため、世界有数のコ

ンサルティング会社であるエイメック社（本社：英国ロンドン）へ支援を依頼し、同社から助言に基づき、米

国内務省土地管理局及び米国ネバダ州環境保護局との合意を経て、米国政府当局の費用、第三者機関の費用、

北米子会社の費用の３つの費用見込の加重平均を取って決定し、これに10％のマークアップを施した処理を行

っておりました。 

割引率の算出に関しましては、将来の２つの鉱山が生み出す予測キャッシュ・フローなどの資料を第三者機

関であるチャップマン・マイニング・コンサルティング社（本社：米国ネバダ州）へ提出した上で意見を求め、

また会計処理に係る部分については、MKAへ意見を求め、実施しました。 

時の経過による調整額（資産除去債務追加費用）の算定に際しましては、フロリダキャニオン鉱山とスタン

ダード鉱山のそれぞれに、内部収益率を見積った上で、MKAへ意見を求め、その了解のもとに適用したもので

す。 

 

 本処理に対して北米子会社監査人からは、３点の指摘を受けております。 

 

②－１．2011年キャッシュ・フロー見積りの訂正 

キャッシュ・フロー・コストの見積り適用時期あるいは金額の変更に関して、ASC410-35-８では、割引計算

前の見積りキャッシュ・フローの増額修正は、当時のリスク修正後割引率（クレジット・アジャステッド・リ

スク・フリーレート）を用いることが求められており、見積りキャッシュ・フロー減額修正の際は、元となる

負債が認識された時点のリスク修正後割引率を用いることとされています。 

これに対し北米子会社では、2011年の新しい費用の見積りによって発生する増分キャッシュ・フローだけを

割引くのではなく、既に存在していた見積りキャッシュ・フローを含めた全体のキャッシュ・フローを新たな

見積りにおいて適用したレートで割引きました。 

これにより、2011年12月31日において資産除去債務の過大計上につながったと言うものです。 

 

②－２．資産除去債務コスト見積り 

資産除去債務の費用見積りの方法はASC410-55-13に規定のとおり、第三者が資産の償却に必要な作業を進め

るに伴い生じるであろう費用を含めなければならないと言うものです。 

北米子会社では2011年の資産除去債務の費用計算を行う際に、米国当局の費用、第三者の費用、北米子会社

の費用の３つの費用見込の加重平均を採って決定し、これに10％のマークアップを施した処理を行っており、



これは第三者の費用見積りだけを要求するASC410の要請に従っていないと言うものです。 

 

②－３．資産除去債務増加費用 

資産除去債務増加費用は、資産除去債務が当初認識された時点の割引率に基づく必要があります。 

しかしながら、北米子会社においては、フロリダキャニオン鉱山に対する負債は7.5%と10%を混合させた割

引率で算定し、スタンダード鉱山に対する負債は10%の割引率で算定しています。 

一方、資産除去債務の増加費用の算出に際しては、フロリダキャニオン鉱山とスタンダード鉱山のそれぞれ

に、内部収益率を用いたため、結果として過少に評価されていると言うものです。 

 

 [当社の判断及びその理由] 

 北米子会社では、この会計処理につき、当該取引の発生時からMKAと協議の上で処理を進め、当該処理を含

んだ連結財務諸表についてはフロンティア監査法人の監査を受けた上で適正である旨の監査報告書を受領し

ており、過年度の監査の時点でも指摘がなされていなかったため、当社としては過年度の会計処理につき誤り

があるとは認識しておりませんでした。 

しかしながら、前項同様に北米子会社監査人より、当該取引が米国会計基準の求める処理要件を充たしてい

ない旨の指摘を受けたため、北米子会社の経理部門並びに当社経理部門および内部統制部門にて調査を行いま

した結果、当時の処理に誤りが在ったと認識し、過年度の取引発生時に遡って関係する有価証券報告書等を訂

正することといたしました。 

 

③ 仕掛品に対する減価償却費に係る会計処理に関する経緯と当社の判断及び理由について 

［経緯］ 

 本件会計処理につきましては、当社北米子会社で経年採用しております、仕掛品に係る減価償却費の会計処

理に対して発せられたものです。 

特に今回、北米子会社監査人からの意見は、生産高比例法を用いた減価償却費の算出に際しては、見積られ

る金の総生産量と、期中の生産量を基に算出すべきであるとしておりますが、前掲いたしておりますとおり、

経年これまで採用してきた計算方式の継続採用に対し、MKAより特段の意見を届けられておりませんでした。 

 

 次に北米子会社が採用している計算方式の概要を書き加えます。 

 

（従来の減価償却費の計算方法） 

取得価額×期中生産量÷見積られる金の総生産量＝当期減価償却費 

 

（従来の仕掛品残高の計算方法） 

期首仕掛品残高＋当期採掘費用－（期首仕掛品残高＋当期採掘費用）÷（期首仕掛品数量＋当期採掘量）

×当期生産量＝期末仕掛品残高 

 

これに対して、北米子会社監査人より発せられました指摘の概要は次のとおりです。 

 

（指摘された減価償却費の計算方法） 

取得価額×期中採掘量÷見積られる金の総生産量＝当期減価償却費 

 

（指摘された仕掛品残高の計算方法） 

期首仕掛品残高＋当期採掘費用＋採掘に関連した固定資産にかかる減価償却費－（期首仕掛品残高＋当期

採掘費用＋採掘に関連した固定資産にかかる減価償却費）÷（期首仕掛品数量＋当期採掘量）×当期生産

量＝期末仕掛品残高 

    

 



［当社の判断及びその理由］ 

 北米子会社監査人指摘の事項と、当社が経年採用してきた方式との間に在ります異なりは、減価償却費の計

算方法において、期中生産量を期中採掘量へ変更する点と、仕掛品残高の計算方法において、採掘に関連した

固定資産にかかる減価償却費を費用化するタイミングに在ります。当社が経年採用してきた方式につきまして

も、MKAと協議の上で処理を進め、当該処理を含んだ連結財務諸表についてはフロンティア監査法人の監査を

受けた上で適正である旨の監査報告書を受領しており、過年度の監査の時点でも指摘がなされていなかったた

め、当社としては過年度の会計処理につき誤りがあるとは認識しておりませんでした。 

しかしながら、前項同様に北米子会社監査人よりの指摘を受けたため、北米子会社の経理部門並びに当社経

理部門および内部統制部門にて調査を行いました結果、生産高比例法を用いて計算する減価償却費及び仕掛品

残高は指摘の方法が適切であると判断し、過年度の取引発生時に遡って関係する有価証券報告書等を訂正する

ことといたしました。 

 

 ※参考：用語注釈 

・期中生産量  ：期間内にリーチパッド（野積集積場）より抽出され、ドーレ（青 

金）となった金の総量 

・見積もられる金の総生産量：２Pリザーブ（Proven and Probable Reserve：確定及び推定鉱石 

埋蔵量）の合算オンスに、リカバリー・レート（見積抽出率）を 

乗じて算出される金の総生産量 

・期中採掘量  ：リーチパッドへ積まれた鉱石量（オンス）に、リカバリー・レー 

トを乗じて算出される採掘量 

・当期採掘費用  ：鉱石の採掘、破砕、エンジニアリング、環境保全に係る費用の期 

中発生額 

   ・採掘に関連した固定資産にかかる減価償却費 

：機械装置及び運搬具、建物及び構築物、鉱山開発資産、鉱業権、 

長期前払費用に係る減価償却費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．各連結会計年度の訂正の概要 

（単位：千円） 

 訂正前 訂正後 影響額 

平成22年 

３月期 

売上高  6,497,177   6,497,177   -  

営業利益  △895,395   △870,708   24,686  

経常利益  △963,400   △938,713   24,686  

当期純利益  △3,689,525   △3,673,479   16,046  

純資産額  1,966,067   2,106,291   140,224  

総資産額  8,642,061   8,782,286   140,224  

平成23年 

３月期 

第１四半期 

売上高  3,262,653   3,262,653   -  

営業利益  88,961   100,964   12,003  

経常利益  △143,530   △131,527   12,003  

当期純利益  △328,387   △320,586   7,801  

純資産額  1,555,452   1,705,157   149,705  

総資産額  8,258,155   8,419,539   161,384  

平成23年 

３月期 

第２四半期 

売上高  6,511,996   6,511,996   -  

営業利益  168,431   119,352   △49,078  

経常利益  △270,001   △319,080   △49,078  

当期純利益  △410,942   △443,586   △32,643  

純資産額  1,549,136   1,652,313   103,177  

総資産額  7,965,943   8,069,120   103,177  

平成23年 

３月期 

第３四半期 

売上高  8,505,466   8,505,466   -  

営業利益  308,750   288,053   △20,697  

経常利益  △359,871   △380,568   △20,697  

当期純利益  △494,974   △508,427   △13,453  

純資産額  1,284,179   1,399,238   115,058  

総資産額  6,873,881   6,988,940   115,058  

平成23年 

３月期 

売上高  9,811,953   9,811,953   -  

営業利益  20,418   △24,916   △45,335  

経常利益  △841,374   △886,709   △45,335  

当期純利益  △866,001   △895,469   △29,467  

純資産額  770,357   867,056   96,698  

総資産額  7,727,690   7,260,855   △466,835  

平成24年 

３月期 

第１四半期 

売上高  1,078,991   1,078,991   -  

営業利益  △242,415   △39,426   202,989  

経常利益  △455,260   △252,271   202,989  

当期純利益  △241,953   △110,010   131,942  

純資産額  2,178,147   2,410,149   232,002  

総資産額  7,743,981   7,426,857   △317,124  

平成24年 

３月期 

第２四半期 

売上高  2,231,833   2,231,833   -  

営業利益  △207,991   138,855   346,846  

経常利益  △769,382   △422,535   346,846  

当期純利益  △562,243   △336,793   225,450  

純資産額  1,933,694   2,251,454   317,760  

総資産額  7,509,255   7,319,347   △189,908  



平成24年 

３月期 

第３四半期 

売上高  4,049,602   4,049,602   -  

営業利益  353,880   789,981   436,101  

経常利益  △408,867   27,233   436,101  

当期純利益  △251,640   31,825   283,465  

純資産額  1,921,084   2,281,609   360,524  

総資産額  7,415,733   7,372,588   △43,145  

平成24年 

３月期 

売上高  5,325,689   5,325,689   -  

営業利益  637,476   971,814   334,338  

経常利益  △233,688   100,650   334,338  

当期純利益  △165,593   51,726   217,320  

純資産額  2,049,878   2,353,881   304,002  

総資産額  8,052,853   7,801,801   △251,052  

平成25年 

３月期 

第１四半期 

売上高  1,416,597   1,416,597   -  

営業利益  90,427   284,572   194,144  

経常利益  △165,797   28,346   194,144  

当期純利益  △72,162   54,030   126,193  

純資産額  2,151,420   2,603,285   451,865  

総資産額  9,089,040   9,017,361   △71,679  

平成25年 

３月期 

第２四半期 

売上高  2,866,207   2,866,207   -  

営業利益  231,844   395,874   164,029  

経常利益  △161,850   2,179   164,029  

当期純利益  △26,219   80,399   106,619  

純資産額  2,064,288   2,480,462   416,173  

総資産額  8,540,072   8,475,535   △64,536  

※ 本訂正による個別財務諸表への影響はありません。 

 

６．今後の見通しについて 

本件を反映した当期の業績予想につきましては、本日（平成 25年２月 13日）付で開示いたしました「営業

外費用の発生及び業績予想について」をご参照ください。 

 

以 上 


