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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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10,000百万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3四半期 152,113 ― 17,234 ― 14,771 ― 14,043 ―

20年3月期第3四半期 134,436 △4.0 6,181 190.4 4,519 380.7 4,491 14.8

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3四半期 55.25 34.61
20年3月期第3四半期 19.51 10.60

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3四半期 157,293 43,577 27.7 111.05
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3四半期  43,518百万円 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」をご覧下さい。  

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 ― ― 0.00 ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 194,000 3.5 19,500 73.4 15,500 67.8 15,000 81.7 55.50

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  無  

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

(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．その他をご覧下さい。  

(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．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。 
 
２．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。 
 

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3四半期  302,349,449株 20年3月期  230,716,213株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  510,874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3四半期  254,178,035株 20年3月期第3四半期  230,230,913株



 
３．１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68,000,000株について、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、平成20年９月25日に28,000,000株を取得しておりますが、残余の40,000,000株の取得日は現時点では未定であり、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を見込むことができません。 
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、残余の40,000,000株全株にかかる配当額（239百万円）と
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、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、同日、「普通株式を対価とする取得請求権」のすべてを行使しております。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」の行使により増加した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                                  504,755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  265,929,948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 ： 無 

    ２．当社が発行するＣ種優先株式については、Ｃ種優先株主である株式会社三井住友銀行から平成21年６月26日

までに当社が全株取得することで合意しておりますが、時期について現時点では未定であります。そのた

め、優先配当の基準日である平成21年３月31日時点で当社の取得が完了していないと仮定して記載しており

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 － － ――― ――― 

 6.00
 21年３月期（予想） ――― ――― －  6.00



 わが国経済は、米国発の金融危機に端を発した金融市場の動揺が実体経済に波及し、世界経済が急速に減退するな

か、第３四半期に入って以降、輸出の減少や企業収益の大幅な悪化により、設備投資が減少するとともに、生産活動

も縮小し、景気は急速に後退してまいりました。  

 このような状況のもと、当社グループの事業環境は、第２四半期までは、コークス市況が堅調であったことなどに

より、良好に推移してまいりましたが、第３四半期後半からは、鉄鋼各社の減産が相次いで明らかになるなど、景気

の急速な下振れが石炭やコークスの需要にも影響を及ぼし、急速に悪化してまいりました。 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高1,521億１千３百万円、営業利益172億３千４百

万円、経常利益147億７千１百万円、四半期純利益140億４千３百万円となりましたが、第４四半期以降は、石炭やコ

ークスの販売量が減少するなど厳しい状況が見込まれます。 

 （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、第２四半期までの堅調なコークス市況に加え、当第３四半期連結累計期

間は価格上昇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1,346億７千７百万円、営業利益は192

億３千万円となりました。 

 総合エンジニアリング事業につきましては、粉粒体機器の出荷が低調に推移したことなどから、売上高は108億２

４百万円、営業利益は６億３千６百万円となりました。 

 その他事業につきましては、一部の連結子会社の売上が第４四半期に偏る影響などにより、売上高は66億１千１百

万円となり、６億９千８百万円の営業損失となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、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

原料炭の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から、前連結会計年度末に比べ167億５千４

百万円増加の1,572億９千３百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、運転資金の調達等により借入金が増加したこと、コークス用原料炭価格の

上昇等により買掛金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ126億３千７百万円増加の1,137億１千５百万

円となりました。   

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、当社が発行するＣ種優先株式を自己株式として取得したことによる減少

（89億６千万円）があったものの、利益剰余金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ41億１千７百万円

増加の435億７千７百万円となりました。 

 また、当第３四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0.3ポイント悪化の27.7％となり

ました。 

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績につきましては、平成21年１月23日公表の業績予想のとおりであります。  

 なお、当社主力製品であるコークスの市況は大きく下落しておりますが、新会計基準による棚卸資産の評価減につ

きましては、コークスの取引の大宗が半年または年度契約であり、次年度価格が現時点では不確定なため、平成21年

１月23日の業績予想値には織り込んでおりません。 

  



該当事項はありません。  

  

   

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３四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。   

  

  

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） 

（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 

（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、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基づく原価法（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 

 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。  

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 10,119 6,132

受取手形及び売掛金 13,162 17,646

商品及び製品 18,328 9,294

仕掛品 3,222 1,808

原材料及び貯蔵品 17,223 7,806

その他 6,663 6,625

貸倒引当金 △239 △266

流動資産合計 68,480 49,047

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 58,555 60,272

減価償却累計額 △32,186 △32,140

機械装置及び運搬具（純額） 26,368 28,132

土地 43,950 45,017

その他 23,540 24,351

減価償却累計額 △14,259 △15,023

その他（純額） 9,281 9,328

有形固定資産合計 79,600 82,478

無形固定資産   

その他 804 469

無形固定資産合計 804 469

投資その他の資産   

その他 8,482 8,771

貸倒引当金 △75 △229

投資その他の資産合計 8,407 8,542

固定資産合計 88,812 91,490

資産合計 157,293 140,538



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 27,202 19,618

短期借入金 23,050 12,103

未払法人税等 180 417

賞与引当金 570 1,110

関係会社整理損失引当金 935 1,536

訴訟損失引当金 528 －

その他 7,721 7,767

流動負債合計 60,188 42,554

固定負債   

社債 208 416

長期借入金 44,543 49,205

退職給付引当金 5,399 5,490

役員退職慰労引当金 206 212

環境対策引当金 2,703 2,703

その他 466 495

固定負債合計 53,526 58,523

負債合計 113,715 101,077

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,000 7,000

資本剰余金 1,750 6,846

利益剰余金 35,184 26,038

自己株式 △92 △87

株主資本合計 43,842 39,797

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2 17

繰延ヘッジ損益 △221 △106

為替換算調整勘定 △99 △314

評価・換算差額等合計 △323 △403

少数株主持分 59 66

純資産合計 43,577 39,460

負債純資産合計 157,293 140,538



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 152,113

売上原価 128,098

売上総利益 24,015

販売費及び一般管理費 6,780

営業利益 17,234

営業外収益  

受取利息 174

固定資産賃貸料 77

その他 124

営業外収益合計 376

営業外費用  

支払利息 1,476

為替差損 571

その他 792

営業外費用合計 2,839

経常利益 14,771

特別利益  

投資有価証券売却益 1,302

その他 420

特別利益合計 1,722

特別損失  

訴訟関連損失 571

その他 268

特別損失合計 840

税金等調整前四半期純利益 15,654

法人税、住民税及び事業税 161

法人税等調整額 1,449

法人税等合計 1,611

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 14,043



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

      当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）  

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  134,677  10,824  6,611  152,113  －  152,113

  (2）セグメント間の内部売上高
又は振替高  37  607  254  898  (898)  －

計  134,714  11,432  6,865  153,012  (898)  152,113

 営業利益  19,230  636 (698)  19,169  (1,934)  17,234

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成20年９月25日に、当社が発行するＣ種優先株式68,000,000株のうち28,000,000株を8,960百万円で

自己株式として取得し、平成20年９月26日に、会社法第178条の規定に基づき全株の消却を実施しました。これに

より、資本剰余金が5,097百万円、利益剰余金が3,862百万円それぞれ減少しました。 

また、平成20年10月１日に、当社が発行するＢ種優先株式40,000,000株について、普通株式を対価とする取得請

求権が行使され、普通株式の交付と引き換えに当該40,000,000株を自己株式として取得し、同日、会社法第178条

の規定に基づき全株の消却を実施しましたが、これによる株主資本の変動はありません。  

 これらの結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が7,000百万円、資本準備金が1,750百万円となって

おります。 

  



「参考資料」 

 前年同四半期に係る財務諸表 

 （１）四半期連結損益計算書 

                         （単位：百万円）                    

  

  （２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前連結第３四半期（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

                                         （単位：百万円） 

  

  
区分 

前連結第３四半期
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

金額

Ⅰ 売上高        134,436

Ⅱ 売上原価         119,147

 売上総利益  15,288

Ⅲ 販売費及び一般管理費  9,107

 営業利益  6,181

Ⅳ 営業外収益       493

  受取利息及び受取配当金       260

  その他       233

Ⅴ 営業外費用       2,155

  支払利息       1,633

  その他    521

経常利益  4,519

Ⅵ 特別利益    1,383

Ⅶ 特別損失    969

税金等調整前四半期純利益  4,933

法人税、住民税及び事業税    443

法人税等調整額      0

少数株主損失       1

第３四半期純利益        4,491

  
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  79,034  33,942  12,641  8,817  134,436  －  134,436

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高  68  925  499  297  1,790  (1,790)  －

計  79,103  34,868  13,140  9,115  136,227  (1,790)  134,436

営業費用  70,195  34,782  12,246  9,538  126,763  1,491  128,254

営業利益  8,907  85  894      (423)  9,463  (3,281)  6,181
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