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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）「１株当たり純資産」は普通株式に係る情報であるため、普通株式よりも残余財産分配請求権が優先的な株式の発行金額27,000百万円を期末の純資産から差引い
て計算しております。  
 

(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 ％

21年3月期第1四半期 47,523 ― 9,022 ― 8,078 ― 8,570 ―

20年3月期第1四半期 40,727 △6.3 1,216 ― 730 ― 455 244.7

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

21年3月期第1四半期 37.23 20.23
20年3月期第1四半期 1.98 1.07

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

21年3月期第1四半期 151,187 47,191 31.2 87.46
20年3月期 140,538 39,460 28.0 51.34

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  47,134百万円 20年3月期  39,393百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

※上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であります。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、３ページ
「種類株式の配当の状況」をご覧ください。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 2.00 2.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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2四半期連結累計期間 108,000 ― 11,500 ― 10,000 ― 10,000 ― 43.44
通期 229,000 22.2 18,000 60.1 15,000 62.4 14,500 75.7 53.05

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び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、５ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
１．平成20年５月15日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に
関するお知らせ」をご覧ください。 
 
２．本資料に記載されている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およ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、業績予想に関する事項については、４ページ「定性的情報・財務諸表等」３．連結業績予想に関する定性
的情報をご覧ください。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  230,716,213株 20年3月期  230,716,213株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  499,933株 20年3月期  496,891株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  230,218,652株 20年3月期第1四半期  230,233,275株



 
３．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
４．１株当たり（予想）当期純利益の算定上の基礎 
（１） 普通株主に帰属しない金額 
当社が発行するＣ種優先株式については、平成20年６月27日開催の当社第５回定時株主総会において、発行済株式の全部について、取得可能期間を１年間とする自己
株式の取得枠の設定を決議しておりますが、Ｃ種優先配当の基準日である平成21年３月31日までに取得する自己株式数は現時点では未定であります。 
また、Ｃ種優先配当の額は、当該株式の要項に基づく所定の算式による金額となりますが、現時点においては算定の基礎となる数値が確定しておりません。 
そのため、１株当たり（予想）当期純利益の算定にあたり予想当期純利益から控除するＣ種優先配当予想額は、平成20年３月期と同額（392百万円）としてしております。 
（２） 期中平均株式数 
当社が発行するＢ種優先株式については、平成20年10月１日に「普通株式を対価とする取得請求権」が発生しますが、Ｂ種優先株主である新日本製鐵株式会社および
住友商事株式会社は、速やかに「普通株式を対価とする取得請求権」のすべてを行使する方針を表明しております。そのため、通期の「１株当たり（予想）当期純利益」の
算定の分母となる期中平均株式数は、当該「普通株式を対価とする取得請求権」が平成20年10月１日に行使されるものと仮定し、当該行使により増加が見込まれる普通
株式数を反映して算出しております。 
平成20年４月１日現在発行済株式数                                   230,716,213株 
平成20年10月１日増加見込株式数                                     71,633,236株  
期中平均株式数                                                266,434,703株 
期中平均自己株式数                                               499,341株 
１株当たり（予想）当期純利益の算定上の基礎となる期中平均株式数               265,935,362株（分母） 



種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。 

（注１）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 有 

（注２）当社が発行するＢ種優先株式については、平成20年10月１日に「普通株式を対価とする取得請求権」が発生し

ますが、Ｂ種優先株主である新日本製鐵株式会社および住友商事株式会社は、速やかに「普通株式を対価とす

る取得請求権」のすべてを行使する方針を表明しております。そのため、当該「普通株式を対価とする取得請

求権」が平成20年10月１日に行使されるものと仮定し、21年３月期の１株当たり配当金は記載しておりませ

ん。 

（注３）Ｃ種優先株式にかかる１株当たり配当金の予想については、Ｃ種優先株式の要項に基づく所定の算式による金

額となりますが、現時点においては算定の基礎となる数値が確定していないため、平成20年３月期と同額とし

ております。 

  １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

  円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

Ｂ種優先株式          

20年３月期 － － － 4.52 4.52 

21年３月期 － ――― ――― ――― 
－ 

21年３月期（予想） ――― － － － 

           
Ｃ種優先株式          

20年３月期 － － － 5.77 5.77 

21年３月期 － ――― ――― ――― 
5.77 

21年３月期（予想） ――― － － 5.77 



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、資源価格の上昇やサブプライムローン問題を背景とする米国経済停滞などの

影響により輸出が鈍化し、企業収益が減少するなど、景気下振れの懸念が高まりました。 

 このような状況のもと、当社グループは、引続き主力事業への経営資源の集中と一層の競争力強化を図り、総力を

あげて営業活動を展開してまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、石油関連事業からの撤退や連結子会社の売

却による影響があったものの、コークス市況が堅調であったことなどにより売上高は475億２千３百万円となりまし

た。また、利益面でも、堅調なコークス市況に加え価格上昇前に調達したコークス用原料炭の使用によるコークス部

門の高収益が牽引し、前連結会計年度までにのれんの償却が終了したことによる販売費及び一般管理費の減少もあ

り、営業利益は90億２千２百万円、経常利益は80億７千８百万円、四半期純利益は85億７千万円となりました。 

（事業の種類別セグメントの概況） 

 石炭・コークス関連事業につきましては、堅調なコークス市況に加え、当第１四半期連結会計期間は価格改定前に

調達したコークス用原料炭を使用したこともあり、売上高は429億５千万円、営業利益は100億５千８百万円となりま

した。 

 総合エンジニアリング事業につきましては、粉体機器等の出荷が低調に推移したことなどから、売上高は30億２百

万円、営業利益は６千７百万円となりました。 

 その他事業につきましては、一部の連結子会社の売上が下期に偏る影響などにより、売上高は15億６千９百万円と

なり、４億８千６百万円の営業損失となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、好調なコークス事業の収益により現金及び預金が増加したことや、コー

クス用原料炭価格の上昇により原材料や製品の帳簿価額が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ106億

４千９百万円増加の1,511億８千７百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、借入金の返済などによる減少があったものの、コークス用原料炭価格の上

昇等による買掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ29億１千８百万円増加の1,039億９千６百万円となり

ました。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、好調な業績により利益剰余金が増加したことなどにより、前連結会計年

度末に比べ77億３千万円増加の471億９千１百万円となりました。 

 また、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.2ポイント好転の31.2％となり

ました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の業績は、当初予想と比べ、コークス市況が堅調に推移しており、コークス事業の利益

が当初予想より改善する見込みであります。このため、第２四半期連結累計期間および通期の業績予想を修正してお

ります。 

 なお、詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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４．その他 

（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） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

 一般債権の貸倒見積高については、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定

したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して算定しておりま

す。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）およ

び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適

用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法に基づく原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,281 6,132

受取手形及び売掛金 14,847 17,646

商品及び製品 10,448 9,294

仕掛品 3,160 1,808

原材料及び貯蔵品 15,098 7,806

その他 6,434 6,625

貸倒引当金 △256 △266

流動資産合計 62,014 49,047

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 58,022 60,272

減価償却累計額 △30,843 △32,140

機械装置及び運搬具（純額） 27,179 28,132

土地 44,301 45,017

その他 23,360 24,351

減価償却累計額 △14,321 △15,023

その他（純額） 9,039 9,328

有形固定資産合計 80,520 82,478

無形固定資産   

その他 443 469

無形固定資産合計 443 469

投資その他の資産   

その他 8,428 8,771

貸倒引当金 △219 △229

投資その他の資産合計 8,208 8,542

固定資産合計 89,172 91,490

資産合計 151,187 140,538

- 1 -
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,671 19,618

短期借入金 10,453 12,103

未払法人税等 164 417

賞与引当金 583 1,110

関係会社整理損失引当金 963 1,536

その他 7,837 7,767

流動負債合計 46,673 42,554

固定負債   

社債 208 416

長期借入金 48,394 49,205

退職給付引当金 5,364 5,490

役員退職慰労引当金 177 212

環境対策引当金 2,703 2,703

その他 475 495

固定負債合計 57,322 58,523

負債合計 103,996 101,077

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,000 7,000

資本剰余金 6,846 6,846

利益剰余金 33,574 26,038

自己株式 △88 △87

株主資本合計 47,332 39,797

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26 17

繰延ヘッジ損益 △7 △106

為替換算調整勘定 △217 △314

評価・換算差額等合計 △198 △403

少数株主持分 56 66

純資産合計 47,191 39,460

負債純資産合計 151,187 140,538
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 47,523

売上原価 36,157

売上総利益 11,365

販売費及び一般管理費 2,342

営業利益 9,022

営業外収益  

受取利息 60

デリバティブ評価益 45

その他 36

営業外収益合計 142

営業外費用  

支払利息 495

為替差損 291

その他 300

営業外費用合計 1,086

経常利益 8,078

特別利益  

関係会社株式売却益 1,302

その他 87

特別利益合計 1,390

特別損失  

固定資産売却損 24

その他 4

特別損失合計 29

税金等調整前四半期純利益 9,439

法人税、住民税及び事業税 100

法人税等調整額 776

法人税等合計 877

少数株主利益 △8

四半期純利益 8,570
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

（５）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。 

  
石炭・コークス
関連事業 

(百万円) 

総合エンジニア
リング事業 

(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高            

(1)外部顧客に対する売上高 42,950 3,002 1,569 47,523 － 47,523 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

16 152 86 255 (255) － 

計 42,967 3,154 1,656 47,778 (255) 47,523 

営業利益 10,058 67 (486) 9,638 (616) 9,022 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

（単位：百万円）

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期第１四半期） 

金額 

Ⅰ 売上高 40,727 

Ⅱ 売上原価 36,579 

売上総利益 4,147 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,931 

営業利益 1,216 

Ⅳ 営業外収益 183 

受取利息及び受取配当金 76 

その他 106 

Ⅴ 営業外費用 668 

支払利息 541 

その他 127 

経常利益 730 

Ⅵ 特別利益 281 

Ⅶ 特別損失 276 

税金等調整前四半期純利益 736 

法人税、住民税及び事業税 200 

法人税等調整額 87 

少数株主損失 7 

四半期純利益 455 

  （単位：百万円） 

 
石炭・コーク
ス関連事業 

石油関連事業 
総合エンジニ
アリング事業 

その他事業 計 消去又は全社 連結 

売上高         

(1)外部顧客に対する売上高 23,333 10,381 4,390 2,622 40,727 － 40,727 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

22 282 127 95 527 (527) － 

計 23,355 10,663 4,517 2,717 41,254 (527) 40,727 

営業費用 21,149 10,633 4,225 2,931 38,940 571 39,511 

営業利益 2,205 30 291 (213) 2,314 (1,098) 1,216 
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