
平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成25年5月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社ジパング 上場取引所 大 
コード番号 2684 URL http://www.jipangu.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 谷 藤吉郎
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役管理本部長 （氏名） 亀田 学 TEL 03-5468-3690
定時株主総会開催予定日 平成25年6月28日 有価証券報告書提出予定日 平成25年6月28日
配当支払開始予定日 ―
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 5,854 9.9 1,090 12.2 284 182.5 261 404.8
24年3月期 5,325 △45.7 971 ― 100 ― 51 ―

（注）包括利益 25年3月期 606百万円 （―％） 24年3月期 △13百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 50.05 ― 9.8 3.3 18.6
24年3月期 10.17 ― 3.2 1.3 18.2

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 9,704 2,960 30.5 567.52
24年3月期 7,801 2,353 30.2 451.21

（参考） 自己資本   25年3月期  2,960百万円 24年3月期  2,353百万円

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 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 90 △407 271 246
24年3月期 △515 △367 352 258

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）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月期第２四半期（累計）の生産見込量は26,500～27,000
オンス（対前年同四半期比24.3％増～26.7％増）、通期は59,000～64,000オンス（対前期比35.4％増～46.9％増）であります。 

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)
3,831 

～3,870
33.7 

～35.0
937

～953
136.8

～141.0
166

～181 ―
63 

～74
△20.5

～△7.9
12.25

～14.19

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

123.70
～154.41



※  注記事項 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 5,218,504 株 24年3月期 5,218,504 株
② 期末自己株式数 25年3月期 1,708 株 24年3月期 1,708 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 5,216,796 株 24年3月期 5,088,275 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 ― ― △582 ― △441 ― △443 ―
24年3月期 ― ― △649 ― △691 ― △734 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

25年3月期 △84.93 ―
24年3月期 △144.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 4,005 452 11.3 86.70
24年3月期 3,608 894 24.8 171.40

（参考） 自己資本 25年3月期  452百万円 24年3月期  894百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了しておりません。 

※ 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】５ページ「１．経
営成績・財政状態に関する分析 （１）経営成績に関する分析（次期の見通し）」をご覧ください。 
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当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで。なお、決算日が異なる北米子会社５社

については、原則として平成24年１月１日から平成24年12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いて、ご報告いたします。 

  

当連結会計年度における当社グループの根幹事業である金を取り巻く環境は、ギリシャの債務問題や、

アメリカの連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）による政策金利に係る方向などの影響を受け、金価格は、平

成24年１月におきましては１トロイオンス当たり1,600米ドル程度で始まり、２月の下旬には一時1,800米

ドル近くまで価格を上げました。以降８月辺りまでは、おおよそ1,700米ドルから1,600米ドルの価格帯で

推移し、９月から10月にかけては、欧州中央銀行の金融政策とアメリカの連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）

の金融政策への期待などが影響し、再び1,700米ドル後半へと推移し、その後は1,600米ドル台半ばを挟ん

だ小さな変動を続けておりました。 

他方、米ドル為替相場は、年初１月を77円台で迎え、おおよそ70円台後半から80円台前半の小さな範囲

で推移する結果となりました。 

  

続きまして、当社グループの北米におけます金生産事業の概況について、ご報告いたします。 

当社グループでは、米国ネバダ州にスタンダード鉱山及びフロリダキャニオン鉱山の２つの金鉱山を保

有しており、両鉱山での金生産事業を主たる事業としております。金生産事業は、次ページの図表にあり

ますとおり、「採掘」～「破砕」～「リーチパッド（野積集積場）への積上げ」～「浸出液の散布」～

「活性炭への吸着」～「活性炭からの脱着」～「精金」といった流れを経た後に、金銀塊である「青金

（ドーレ）」を精製するものです。青金は、外部精錬業者によって、金及び銀地金に精錬され、当社グル

ープはこの金及び銀地金を、現地の金融機関に販売しております。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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当連結会計年度における主な生産事業活動は、以下のとおりとなりました。なお、当連結会計年度にお

きましては、北米での主たる生産は、スタンダード鉱山で行っており、フロリダキャニオン鉱山におきま

しては、既存のリーチパッドからの浸出と回収を継続実施してまいりました。 

  

スタンダード鉱山サウスピット区域での採掘を計画どおり実施いたしました。その結果、金及び銀が

濃集している鉱石と、鉱石としての価値がないため廃棄されるずり（廃石）を合計した総採掘量は約１

千８百万トン、採掘鉱石量は約３百70万トンとなり、総採掘量は計画を達成することが出来ました。鉱

石の平均品位が計画を上回ったため、採掘金量（当初より回収を見込んでいない金も含めた、採掘した

鉱石中に賦存する金量。積上げ、浸出、精金の工程を経て精製される青金や、精錬業者により製錬され

た金地金とは異なります。）においても計画を上回ることが出来ました。 

  

採掘した鉱石を全量破砕しましたので、破砕鉱石量は約３百70万トンとなり、破砕した後にリーチパ

ッド（野積集積場）に積み上げました。この積み上げた鉱石に、希シアン溶液を撒布し（前ページ図表

上にあります「浸出液」）、金及び銀を浸出させます。これはヒープ・リーチングと呼ばれ、低品位酸

化鉱石からの金の回収に、今日では多く用いられている手法であります。当連結会計年度中、当社グル

ープ鉱山では、年間約２千１百万トンの希シアン溶液を撒布しました。  

金を胚胎した希シアン溶液は、「プレグナントポンド」と呼ばれる設備へ集められます。その後、

「カーボンプラント」と呼ばれる設備で、活性炭に吸着させることによって、金及び銀を回収します。

金を回収した希シアン溶液は、シアン濃度を調整した後に、循環的にリーチパッドに撒布します。 

  

精金プラントでは、ストリッピング（活性炭からの金及び銀の引きはがし処理）、電解、火入れなど

の工程を経て、金及び銀を回収し、金銀品位90％程度の青金（ドーレ）を精製します。当連結会計年度

におきましては、スタンダード鉱山及びフロリダキャニオン鉱山の２つの鉱山を合わせて、43,575オン

スの金を含む青金（ドーレ）を精製しました。 

  

探鉱事業におきましては、２つの生産鉱山の鉱区内及び周辺部におけるリザーブ（可採粗鉱量）、リソ

ース（埋蔵鉱量。予想鉱量は含まない）の増加を主目的とした探鉱調査を行いました。現在、分析結果に

基づく鉱量などの再計算を行っており、今後、外部の第三者機関による分析結果の査定を受け、その結果

は改めてお知らせいたします。 

加えまして、今後の生産量増加のために不可欠な、金山会社又は金山の投資・買収のための調査・検討

等を鋭意行いました。  

  

以上の結果、当連結会計年度の金生産量は43,575オンス（前年同期比3.4％増）、売上高は58億54百万

円（同9.9％増）、営業利益は10億90百万円（同12.2％増）、経常利益は２億84百万円（同182.5％増）、

当期純利益は２億61百万円（同404.8％増）となりました。 

  

① 「採掘（Mining）」

② 「破砕（Crushing）」及び「リーチパッド（Leach Pad）」

③ 「精金プラント（Refinery）」
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次期の見通しにつきましては、主要各国による金融政策、ＥＵ圏内での国家財政の将来に向けた不透

明さなど、様々なマクロ動向の影響を受け、金価格ならびに円ドル為替は大きく変動を続けるものと認

識しております。当社グループでは、外部第三者の金融機関等が発表する金価格予想と、当社グループ

が独自に判断する予想に基づいて次期の通期予想金価格を定めた上で、より成長を促進するための各種

施策を進め、収益性と成長性の高いグループ経営を進めてまいります。  

次年度におきましては、スタンダード鉱山での操業を中心に進め、同時に平成26年より操業を再開す

る予定のフロリダキャニオン鉱山での許認可取得へ向けた作業を進めてまいります。スタンダード鉱山

におきましては、本年度推進しましたアグロメレーション（細粒粘土鉱物の造粒）など効率的な金の浸

出へ向けた取り組みを継続実施しております。また、今後掘り下げて行くに従い鉱石量が増加すると共

に、鉱石中の金品位が上昇していくことが、詳細な確認探鉱等により確認できております。また、収益

性の抜本的な変革を進める上で不可欠な、資金調達に係る取引先及び借入条件の見直しを速やかに進め

ると共に、グループ内にて一層の間接費用の抑制を進めてまいります。 

可採粗鉱量を意味するリザーブは、特に資源、鉱山事業が活発な北米地域や豪州地域におきまして

は、企業価値を判断する際の重要な指標とされており、当社におきましてもリザーブの拡大を極めて重

要な経営管理指標としており、保有する鉱区内はもちろんのこと、鉱区外での探鉱も積極的に進め、鉱

山命数の延長に取り組んでまいります。また、引き続き金山または金山会社を調査し、有望と目される

対象先については、鉱区権益や株式持分等の一部または全部取得を目指した活動を進めてまいります。

なお、次期の計画策定に際し、金価格について、第１及び第２四半期は１オンス当たり1,520米ドル、

第３及び第４四半期は１オンス当たり1,400米ドルにて設定しております。また、為替レートは１米ド

ル当たり95円としております。 

以上により、第２四半期（累計）の業績見通しといたしましては、金生産量26,500オンス～27,000オ

ンス（対前年同期比24.3％増～26.7％増）、売上高38億31百万円～38億70百万円（同33.7％増～35.0％

増）、営業利益９億37百万円～９億53百万円（同136.8％増～141.0％増）、経常利益１億66百万円～１

億81百万円（前年同期は経常利益２百万円）、当期純利益63百万円～74百万円（対前年同期比20.5％減

～7.9％減）の範囲と見込んでおります。 

また、通期の業績見通しといたしましては、金生産量59,000オンス～64,000オンス（対前年同期比

35.4％増～49.6％増）、売上高81億１百万円～86億39百万円（同38.4％増～47.6％増）、営業利益20億

16百万円～22億73百万円（同84.9％増～108.5％増）、経常利益10億61百万円～13億８百万円（同

273.5％増～360.1％増）、当期純利益６億45百万円～８億５百万円（同147.1％増～208.5％増）の範囲

と見込んでおります。 

  

（次期の見通し）
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(流動資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ10億82百万円増加し、43億14百万円となりました。これは主

にたな卸資産が15億94百万円増加し、売掛金が１億80百万円、現金及び預金が１億62百万円それぞれ

減少したことによるものであります。 

(固定資産) 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ８億20百万円増加し、53億90百万円となりました。これは主

に投資その他の資産が５億49百万円、有形固定資産が２億62百万円それぞれ増加したことによるもの

であります。 

(流動負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ15億52百万円増加し、30億72百万円となりました。これは主

に１年内返済予定の長期借入金が12億37百万円、繰延税金負債が１億47百万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) 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ２億55百万円減少し、36億71百万円となりました。これは長

期借入金が６億31百万円減少し、資産除去債務が３億81百万円増加したことによるものであります。

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べ６億６百万円増加し、29億60百万円となりました。これは当期

純利益を２億61百万円計上したことに加えて、為替換算調整勘定が３億44百万円増加したことによる

ものであります。 

  

当連結会計年度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12百万円（前年同期は５億41百万円）減少し、２億46百万円（同２億58百万円）となりました。 

当連結会計年度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の増加は、90百万円（前年同期は５億15百万円の減少）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、税金等調整前当期純利益、減価償却費、資産除

去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は、４億７百万円（前年同期は３億67百万円）減少しました。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。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は、２億71百万円（前年同期は３億52百万円）増加しました。これは長期借入

金の返済による支出を上回る長期借入れによる収入があったことによるものであります。 

  

（２）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

（注５）平成21年６月期から平成24年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

当社では、当社を取り巻く利害関係者と良好な関係を構築又は維持し、社会に貢献しながら発展して

いきたいと考えております。とりわけ株主の皆様への利益還元を重要な施策として位置付けており、将

来の積極的な事業展開のための内部留保との調和を図りながら、安定的な利益還元を継続的に行うこと

を基本方針としております。 

当社の剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機

関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。また、当社は「取締役会の決議により、

毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 

当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら、無配とさせていただくことといたしました。 

  

平成21年６月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率 △61.2％ 24.0％ 11.9％ 30.2％ 30.5％

時価ベースの自己資本比率 74.5％ 321.4％ 82.1％ 70.0％ 50.4％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― ― ― 3,992.7％

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― ― ― ― 0.2倍

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の事業に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事

項を記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避に向け努力し

ております。 

本項においては、将来に関する事項も含まれておりますが、当連結会計年度末現在において判断したも

のは以下のとおりです。 

  

当社は、平成22年１月１日付にて、当社を存続会社、株式会社ジパング（福岡市中央区）を消滅会社

とする吸収合併を行い、同日付にて商号を「株式会社ジパング・ホールディングス（平成23年７月１日

付にて「株式会社ジパング」に商号変更）」に変更いたしました。 

この事項により、当社株式は、当時の株式会社ジャスダック証券取引所が定める株券上場廃止基準第

２条第１項第８号ａ及び業務規程、受託契約準則その他本所の規則の施行に伴う経過措置に関する規則

第２条第１項により適用されるＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規程第47条第１項第９号ａの規程に

基づき『「実質的存続性の喪失（不適当な合併等）」の猶予期間入り銘柄』に指定されておりました。

当該猶予期間は同日付より平成25年３月31日までとされておりましたが、当該期日までには上場審査

基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査に係る申請（以下、「当該申請」といいます。）を行

えなかったため、平成25年４月１日付けで『監理銘柄（確認中）』に指定されております。 

『監理銘柄（確認中）』指定後、当該申請を行い、これが受理された場合は『監理銘柄（審査中）』

に指定されます。 

当決算短信提出日現在、幹事取引参加者候補の指導のもと、当該申請へ向けた準備を進めており、遅

くとも上記猶予期間満了後 初の有価証券報告書提出日（予定：平成25年６月28日）から起算して８日

目の日（予定：平成25年７月10日）までには当該申請を行うこととし、引き続き取り組んでおります

が、当該申請を行えない場合、『整理銘柄』に指定され、上場廃止となる可能性があります。 

なお、当社株式はこの間（『監理銘柄（確認中）』『監理銘柄（審査中）』）においても、ＪＡＳＤ

ＡＱ市場において売買は可能であります。 

  

当社グループの業績は、金価格の変動に大きく左右されます。金価格が急激に下落した場合には、子

会社における事業の存続が困難になる可能性があります。また、金価格の下落をヘッジするためにデリ

バティブ取引を行っている場合は、金価格が急激に上昇した際に、同デリバティブ取引の契約により多

額の損失が生じ、その先の事業の存続が困難になる可能性があるために、結果的に当社グループの事

業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（４）事業等のリスク

① 『「実質的存続性の喪失（不適当な合併等）」の猶予期間入り銘柄』及び『監理銘柄（確認中）』の

指定について

② 金価格の変動に係るもの
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当社グループの事業計画は、計画策定時の金価格は勿論のこと、複数の広く知られております金融機

関ほか外部第三者による金価格予想などを参考としつつ、独自の想定金価格を基礎として策定しており

ます。この想定金価格は当社グループの判断であり、将来、実際の金価格と乖離する可能性がありま

す。この場合、事業計画の基礎となる数値が変わることになりますので、当社グループの事業、経営成

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社では、詳細な確認探鉱や多数の金浸出試験等を基礎とした科学的な分析に基づいて採掘・回収可

能な鉱量・金量を算出し、そのうえで経済合理性等を鑑みて中期～長期の採掘計画を策定し、これに基

づき各年の採掘計画、設備投資計画、利益計画などを策定しております。しかしながら、地中に在る金

鉱石の採掘、運搬、破砕、浸出、精金の各工程において、鉱量や品位、金の回収率や回収に要する時間

の異なりによって、また異常気象や事故・故障等によって、当初予想と比して異なった結果が生じる可

能性があります。この場合、事業計画の基礎となる数値が変わることになりますので、当社グループの

事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループの事業展開は、国内外の種々の法的規制を受けております。特に北米における鉱山事業

に係る関連法規の中、採掘操業の開始、操業区域の拡張並びに施設の追加建設等を行う場合、事前に環

境影響評価と原状回復計画を含む施業案（Plan of Operation）について、監督官庁の許可を取得する

必要があります。当社が２つの鉱山を所有する米国ネバダ州においては、連邦法に基づき原則として米

国内務省土地管理局（ＢＬＭ）の許可が求められており、同時にネバダ州法に基づくネバダ州の監督官

庁（ネバダ州自然保護及び天然資源局 環境保護部（ＮＤＥＰ） 鉱業規制及び原状回復課（ＢＭＲ

Ｒ））の許可が必要です。これらの許可等の取得審査は環境保護の見地から年々厳しくなってきてお

り、その所要時間は増加傾向にあることから、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。また、法的規制の改廃及び新設、適用基準の変更等が行われた場合、同様の影

響を受ける可能性があります。 

  

当社グループの中核事業は米国で展開をしておりますことから、円とドルの為替リスクを低減するた

めの措置を講じてまいりますが、為替の大幅な変動等が生じた場合には、当社グループの事業、経営成

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 事業計画における金価格の想定に係るもの

④ 事業計画における生産量予想に係るもの

⑤ 特定の法的規制等に係るもの

⑥ 為替変動に係るもの
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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３億24百万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１億90百万円の支払いを求め、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２

億45百万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が、仮に判決が株式会社

ジパングエナジーにとって不利なものとなった場合には、当社グループの事業、経営成績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループでは、事業の特性、取引先との関係、生産、グループ内事業運営、経営資源の有効活用

等の点より立地しておりますが、それらの地域に大規模な地震、風水害等の発生による影響を完全に防

止できる保証は無く、これら自然災害等による物的、人的損害が甚大である場合には、当社グループの

事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループでは、前述のとおり、破砕した鉱石をリーチパッドへ積み上げ、希シアン溶液を撒布

し、金及び銀を浸出し回収しております。この積み上げた鉱石より浸出が見込まれる金量は、詳細な探

鉱調査に基づく品位分析と、多数の浸出試験結果に基づく回収見込み等に基づき算定したもので、外部

の第三者機関の監査等を行ったうえでこれを仕掛品として資産計上しております。しかしながら、見積

浸出量と実際浸出量との間に差異が長期間継続し、かつ当該差異が是正される見込みが低い場合には、

仕掛品評価額について減額を行うことがあり、これによって当社グループの経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

  

  

⑦ 訴訟等の発生に係るもの 

⑧ 気象天候ほか天災地変等に係るもの 

⑨ 仕掛品（リーチパッドに積み上げた鉱石）の評価に係るもの
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近の有価証券報告書（平成24年６月28日提出）並びに有価証券報告書の訂正報告書（平成25年２月13

日提出）における「事業の系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

  

当社は根幹事業である金生産及び探鉱事業に注力し、地球的規模で拡大するビジネスである鉱山業に従

事する国内オンリーワン企業として、顧客、従業員、取引先、株主等を含むすべてのステークホルダー

（利害関係者）から寄せられる期待を超える経営を共に実現し、世界人類の平和と協調を保ちながら我々

のゴールである金生産及び探鉱事業をグローバル市場で展開する日本企業となることを基本方針としてお

ります。 

また、行動理念として以下のことを定め、経営の基本方針を実現する上での思想と決意を宣言しており

ます。 

  

私たちは、事業と個人のすべての活動において、法令に関する深い理解と、これを遵守する精神のも

と、高潔な倫理観をもって公平かつ公正に活動します。同時に、社会の規律に反する団体や個人との関

わりを排除し、健全な事業活動を進めます。 

  

私たちは、地球環境保護なくして当社事業の発展は無いと理解し、すべての活動において積極的で自

主的な判断に基づく活動を行います。また、事業の継続的な発展には、操業における高い安全性の維持

が必須であると認識し、健全な社会集団の一員として活動します。 

  

私たちは、個と個、個と組織、個と社会との間それぞれにおいて、相互に信頼を築き、これを大事と

する活動をグローバルに進めます。また、私たちは、実行力を備えた創造的思考をもつ社員による、闊

達、俊敏で柔軟な組織文化の形成と維持に努めます。  

  

取引先、株主、従業員、地域社会の方々など、すべての利害関係者との積極的な対話を通じて、当社

事業への理解を広げるとともに、寄せられた意見に基づいて会社の活動をレビューし、社会的責任を果

たすための取り組みに活かしていきます。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

① 法の尊重と倫理的行動 

② 地球環境の保護と高い安全性の維持

③ 相互の信頼構築とグローバルな視野に立った創造力・実行力の発揮

④ ステークホルダー（利害関係者）との共生
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当社では金の年間生産見込量を主要な経営指標と位置付けております。同時に、当社企業価値を測定す

る指標として、世界的に認知がなされているリザーブ（可採粗鉱量）とリソース（埋蔵鉱量）の拡大が、

当社事業の将来にわたる継続性を担保する極めて重要なものと位置付けております。  

  

当社は、平成22年１月１日付で当時の株式会社ジャスダック証券取引所より『「実質的存続性の喪失

（不適当な合併等）」の猶予期間入り銘柄』に指定され、その後平成25年４月１日付で『監理銘柄（確認

中）』に指定されております。 

本指定の解除のための上場審査基準に準じた基準への適合にむけて、利益創出の基盤整備と広義コンプ

ライアンスの実現を徹底的に進めてまいりました。 

この結果、利益創出の基盤整備につきましては、前連結会計年度並びに当連結会計年度におきましても

終利益を創出することに成功し、健全な経営基盤の整備を為し得たと認識しております。他方、広義コ

ンプライアンスの実現につきましても、内部統制委員会及び内部監査体制の充実を進めると共に、透明性

と公正性の高い経営の実現と、投資家への開示を進める観点から、北米子会社の会計監査人の変更も実現

し、大きく成長したものと考えております。 

当社の中期的な経営戦略は、「Shifting the Gear – ２nd Stage」と呼ぶものを、当連結会計年度を初

年度とするもので作成し、①中核事業の成長、②基盤強化、③Ｍ＆Ａの３つを基本戦略に定めておりま

す。 

  

新施業案（ＡＰＯ20）に基づくフロリダ・キャニオン鉱山での操業開始を急ぎ進め、安全、安定かつ

効率的な操業を維持し、活発な探鉱実施によるリザーブ（可採粗鉱量）とリソース（埋蔵鉱量）並びに

マイン・ライフ（鉱山命数）の拡大を進めてまいります。 

  

グループ経営機能の強化を目指し、財務基盤強化と資金調達に係る実行力を高め、同時に従業員満足

を向上させ、少数精鋭の組織力強化を進めてまいります。 

  

複数の鉱山・鉱区及び多地域でのポートフォリオ経営による、より健全な経営基盤構築を目指し、北

米地域はもちろんのこと、オセアニア地域での新たな鉱山取得を実現してまいります。 

  

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

① 中核事業の成長 

② 基盤強化

③ Ｍ＆Ａ
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優先で対処すべき課題は、『監理銘柄（確認中）』指定の解除のための上場審査基準に準じた基準へ

の適合と上場維持であると認識しております。これにむけて、中核事業の利益体質への転換を終え、また

健全で透明な経営の遂行、コーポレート・ガバナンスの整備と充実もなし終えたと考えております。上場

審査基準に準じた基準への適合に向けた申請に係る作業が残されておりますことから、速やかにこれを進

めてまいります。これに加えて当社では、以下の項目に取り組んでまいります。 

  

当社事業は、金の市場価格及び円とドルの為替といった、当社としては管理不能な重要な要素に加

え、生産計画に基づいた生産活動の実践が、極めて重要な事項であると考えております。当社では、生

産計画を作成する能力充実と、これを実現する生産活動を促進させる経営資源の育成と獲得が重要な課

題であると考えており、これに向け、豊富な経験を備えた新たな人材を生産拠点へと配すると共に、柔

軟な資金調達能力を持って行う、生産設備の継続的な刷新を進めてまいります。 

  

上場企業として求められる内部管理体制並びにコーポレート・ガバナンスの強化を、当社グループ内

のすべてにおいて進めてまいります。そのための施策として、内部監査室を設け、業務活動や意思決定

並びに社内外取引の適格性を評価する体制を整え終えました。またガバナンス強化の観点より、社外役

員に有識者を配することで、経営と意思決定の透明性と公明性を高める体制も整え終えております。今

後も更に運用強化を進め、永続的な内部管理を実施してまいります。 

  

当社は現在、米国ネバダ州の２つの鉱山での金生産を進めておりますが、経営の更なる安定と、将来

にわたる健全な成長へむけて、速やかに新たな鉱山鉱区の取得を行うことが、企業価値と株主価値の向

上へ繋がるものと確信しております。 

既に北米地域、オセアニア地域における候補先企業への実地調査を終えており、 適な資金調達の手

段を定め、実現してまいります。 

  

（４）会社の対処すべき課題

① 科学的なアプローチによる生産活動の高度化

② 内部管理体制とコーポレート・ガバナンスの強化 

③ 新たな鉱山鉱区の取得へむけた資金調達の実現 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 408,788 246,667

売掛金 180,364 －

たな卸資産 2,386,960 3,981,108

未収還付法人税等 96,855 －

その他 158,330 86,413

貸倒引当金 △61 △79

流動資産合計 3,231,236 4,314,109

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 323,012 387,263

機械装置及び運搬具（純額） 689,766 1,030,600

鉱山開発資産（純額） 324,880 264,256

建設仮勘定 225,293 143,932

その他（純額） 2,372 1,492

有形固定資産合計 1,565,326 1,827,545

無形固定資産   

鉱業権 82,202 91,561

その他 2,250 1,882

無形固定資産合計 84,453 93,444

投資その他の資産   

投資有価証券 1,232 2,819

長期貸付金 123,204 121,757

繰延税金資産 733,943 1,112,424

差入保証金 1,612,916 1,830,941

長期前払費用 566,654 523,317

その他 105,642 101,414

貸倒引当金 △222,808 △222,808

投資その他の資産合計 2,920,785 3,469,866

固定資産合計 4,570,564 5,390,856

資産合計 7,801,801 9,704,966
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 287,711 294,725

短期借入金 3,000 －

1年内返済予定の長期借入金 941,525 2,179,453

未払金 81,767 139,729

未払法人税等 12,177 100,334

繰延税金負債 63,321 210,332

その他 131,055 148,068

流動負債合計 1,520,559 3,072,643

固定負債   

長期借入金 2,081,302 1,449,596

繰延税金負債 － 398

債務保証損失引当金 103,786 104,951

資産除去債務 1,727,147 2,108,855

その他 15,125 7,865

固定負債合計 3,927,361 3,671,667

負債合計 5,447,920 6,744,310

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 △3,190,807 △2,929,698

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 3,057,960 3,319,070

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △538 650

為替換算調整勘定 △703,541 △359,065

その他の包括利益累計額合計 △704,079 △358,415

純資産合計 2,353,881 2,960,655

負債純資産合計 7,801,801 9,704,966
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 5,325,689 5,854,058

売上原価 3,551,105 3,976,423

売上総利益 1,774,583 1,877,635

販売費及び一般管理費 802,768 786,925

営業利益 971,814 1,090,709

営業外収益   

受取利息 10,393 4,772

差入保証金利息 － 19,471

ゴールドローン決済益 － 3,526

業務受託手数料 6,888 －

貸倒引当金戻入額 17,454 －

その他 1,275 186

営業外収益合計 36,011 27,956

営業外費用   

支払利息 272,056 553,916

支払手数料 237,662 217,732

デリバティブ決済損 34,336 －

デリバティブ評価損 － 38,170

金価格差損 144,979 －

為替差損 135,880 10,142

その他 82,259 14,377

営業外費用合計 907,176 834,337

経常利益 100,650 284,328

特別利益   

公租公課還付額 155,274 －

特別利益合計 155,274 －

特別損失   

減損損失 54,210 －

特別損失合計 54,210 －

税金等調整前当期純利益 201,714 284,328

法人税、住民税及び事業税 23,242 166,211

法人税等調整額 126,745 △142,992

法人税等合計 149,988 23,218

少数株主損益調整前当期純利益 51,726 261,109

当期純利益 51,726 261,109
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 連結包括利益計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 51,726 261,109

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △98 1,188

為替換算調整勘定 △64,805 344,475

その他の包括利益合計 △64,903 345,664

包括利益 △13,177 606,774

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △13,177 606,774

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,582,334 2,332,335

当期変動額   

新株の発行 750,001 －

当期変動額合計 750,001 －

当期末残高 2,332,335 2,332,335

資本剰余金   

当期首残高 3,202,629 3,952,630

当期変動額   

新株の発行 750,001 －

当期変動額合計 750,001 －

当期末残高 3,952,630 3,952,630

利益剰余金   

当期首残高 △3,242,534 △3,190,807

当期変動額   

当期純利益 51,726 261,109

当期変動額合計 51,726 261,109

当期末残高 △3,190,807 △2,929,698

自己株式   

当期首残高 △36,197 △36,197

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △36,197 △36,197

株主資本合計   

当期首残高 1,506,231 3,057,960

当期変動額   

新株の発行 1,500,002 －

当期純利益 51,726 261,109

当期変動額合計 1,551,728 261,109

当期末残高 3,057,960 3,319,070
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △439 △538

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △98 1,188

当期変動額合計 △98 1,188

当期末残高 △538 650

為替換算調整勘定   

当期首残高 △638,735 △703,541

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △64,805 344,475

当期変動額合計 △64,805 344,475

当期末残高 △703,541 △359,065

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △639,175 △704,079

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △64,903 345,664

当期変動額合計 △64,903 345,664

当期末残高 △704,079 △358,415

純資産合計   

当期首残高 867,056 2,353,881

当期変動額   

新株の発行 1,500,002 －

当期純利益 51,726 261,109

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △64,903 345,664

当期変動額合計 1,486,825 606,774

当期末残高 2,353,881 2,960,655
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 201,714 284,328

減価償却費 537,543 528,762

減損損失 54,210 －

長期前払費用償却額 69,756 81,729

貸倒引当金戻入額 △17,454 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,733 17

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 1,168 1,164

長期前払費用の増減額（△は増加） △284,596 24,148

資産除去債務の増減額（△は減少） 382,321 170,592

受取利息及び受取配当金 △10,393 △4,772

支払利息 272,056 553,916

差入保証金利息 － △19,471

金価格差損益（△は益） △9,318 －

デリバティブ決済損益（△は益） 34,336 －

デリバティブ評価損益（△は益） － 38,170

ゴールドローン決済損益（△は益） － △3,526

その他の営業外損益（△は益） 67,826 11,230

公租公課還付額 △155,274 －

売上債権の増減額（△は増加） △82,400 185,190

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,288,008 △1,218,977

仕入債務の増減額（△は減少） 301 △23,730

未払金の増減額（△は減少） 33,350 △25,680

その他 138,788 91,590

小計 △82,805 674,682

利息及び配当金の受取額 6,240 4,229

利息の支払額 △238,627 △606,119

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △200,039 18,098

営業活動によるキャッシュ・フロー △515,231 90,891

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 △314,487 △533,813

無形固定資産の取得による支出 △669 －

担保預金の払戻による収入 － 150,000

短期貸付けによる支出 △90,000 △38,000

短期貸付金の回収による収入 90,000 38,000

差入保証金の差入による支出 △134,321 △122,591

差入保証金の回収による収入 81,605 108,302

その他 － △9,300

投資活動によるキャッシュ・フロー △367,872 △407,403
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

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 714,542 －

短期借入金の返済による支出 △2,440,038 －

長期借入れによる収入 2,816,150 1,078,385

長期借入金の返済による支出 △738,262 △807,138

財務活動によるキャッシュ・フロー 352,391 271,247

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,305 33,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △541,017 △12,121

現金及び現金同等物の期首残高 799,806 258,788

現金及び現金同等物の期末残高 258,788 246,667
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該当事項はありません。 

  

当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微

であります。  

  

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。 

  

  

 
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

（５）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)

(会計方針の変更)

(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)

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 451.21円 567.52円

１株当たり当期純利益金額 10.17円 50.05円

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当期純利益(千円) 51,726 261,109

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 51,726 261,109

普通株式の期中平均株式数(株) 5,088,275 5,216,796

項目
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度

(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 2,353,881 2,960,655

純資産の部の合計額から控除する金額(千円)

(うち少数株主持分) (―) (―)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,353,881 2,960,655

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

5,216,796 5,216,796
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該当事項はありません。 

  

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３億24百万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１億90百万円の支払いを求め、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２

億45百万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。 

  

(重要な後発事象)

(その他)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 291,234 9,327

前払費用 15,579 6,763

未収収益 79,246 183,789

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 269,433 323,173

未収入金 154,896 383,832

未収消費税等 16,204 18,953

その他 5,300 4,927

貸倒引当金 △61 △79

流動資産合計 831,832 930,687

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 13,241 9,759

工具、器具及び備品（純額） 2,372 1,492

有形固定資産合計 15,614 11,251

無形固定資産   

ソフトウエア 246 159

その他 644 644

無形固定資産合計 891 804

投資その他の資産   

投資有価証券 1,232 2,819

関係会社株式 791,778 791,778

長期貸付金 123,204 121,757

関係会社長期貸付金 2,812,018 3,044,714

長期未収入金 375,470 470,142

その他 39,745 22,537

貸倒引当金 △1,383,292 △1,391,032

投資その他の資産合計 2,760,156 3,062,716

固定資産合計 2,776,661 3,074,772

資産合計 3,608,494 4,005,460
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 3,000 －

1年内返済予定の長期借入金 172,996 17,349

1年内返済予定の関係会社長期借入金 222,768 81,712

未払金 60,762 20,041

未払費用 37,738 125,602

未払法人税等 12,177 8,272

預り金 201,966 1,112,825

流動負債合計 711,408 1,365,803

固定負債   

長期借入金 71,349 －

関係会社長期借入金 1,812,666 2,074,172

繰延税金負債 － 398

債務保証損失引当金 103,786 104,951

その他 15,125 7,865

固定負債合計 2,002,926 2,187,387

負債合計 2,714,335 3,553,191

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,332,335 2,332,335

資本剰余金   

資本準備金 1,249,075 1,249,075

資本剰余金合計 1,249,075 1,249,075

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,650,516 △3,093,596

利益剰余金合計 △2,650,516 △3,093,596

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 894,697 451,617

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △538 650

評価・換算差額等合計 △538 650

純資産合計 894,159 452,268

負債純資産合計 3,608,494 4,005,460
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（２）損益計算書 
（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

売上高 － －

売上原価 － －

売上総利益 － －

販売費及び一般管理費 649,634 582,494

営業損失（△） △649,634 △582,494

営業外収益   

受取利息 76,300 82,826

経営指導料 154,578 175,834

貸倒引当金戻入額 17,200 －

その他 8,163 3,712

営業外収益合計 256,242 262,372

営業外費用   

支払利息 56,265 87,361

為替差損 151,132 13,494

貸倒引当金繰入額 － 7,740

外国源泉税 34,920 －

その他 56,256 13,151

営業外費用合計 298,574 121,747

経常損失（△） △691,966 △441,869

特別損失   

減損損失 41,072 －

特別損失合計 41,072 －

税引前当期純損失（△） △733,038 △441,869

法人税、住民税及び事業税 1,169 1,210

法人税等合計 1,169 1,210

当期純損失（△） △734,207 △443,079
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（３）株主資本等変動計算書 
（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,582,334 2,332,335

当期変動額   

新株の発行 750,001 －

当期変動額合計 750,001 －

当期末残高 2,332,335 2,332,335

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 499,074 1,249,075

当期変動額   

新株の発行 750,001 －

当期変動額合計 750,001 －

当期末残高 1,249,075 1,249,075

資本剰余金合計   

当期首残高 499,074 1,249,075

当期変動額   

新株の発行 750,001 －

当期変動額合計 750,001 －

当期末残高 1,249,075 1,249,075

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 △1,916,308 △2,650,516

当期変動額   

当期純損失（△） △734,207 △443,079

当期変動額合計 △734,207 △443,079

当期末残高 △2,650,516 △3,093,596

利益剰余金合計   

当期首残高 △1,916,308 △2,650,516

当期変動額   

当期純損失（△） △734,207 △443,079

当期変動額合計 △734,207 △443,079

当期末残高 △2,650,516 △3,093,596

自己株式   

当期首残高 △36,197 △36,197

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △36,197 △36,197
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 128,902 894,697

当期変動額   

新株の発行 1,500,002 －

当期純損失（△） △734,207 △443,079

当期変動額合計 765,794 △443,079

当期末残高 894,697 451,617

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △439 △538

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △98 1,188

当期変動額合計 △98 1,188

当期末残高 △538 650

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △439 △538

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △98 1,188

当期変動額合計 △98 1,188

当期末残高 △538 650

純資産合計   

当期首残高 128,462 894,159

当期変動額   

新株の発行 1,500,002 －

当期純損失（△） △734,207 △443,079

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △98 1,188

当期変動額合計 765,696 △441,890

当期末残高 894,159 452,268
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該当事項はありません。 

  

役員の異動につきましては、記載が可能になり次第速やかに開示いたします。 

  

（４）個別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)

６．その他

（１）役員の異動
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