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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 1,424,114 △14.2 35,134 △64.9 40,046 △70.6 6,106 △91.8

20年3月期 1,659,286 14.3 100,146 27.2 135,984 26.9 74,268 4.0

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 ％ ％ ％

21年3月期 4.81 ― 1.5 2.2 2.5
20年3月期 59.14 ― 17.0 7.5 6.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △2,730百万円 20年3月期  43,179百万円

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

21年3月期 1,732,003 421,934 21.0 287.44
20年3月期 1,856,276 520,289 25.0 362.45

（参考） 自己資本   21年3月期  364,578百万円 20年3月期  463,255百万円

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

21年3月期 115,272 △110,461 △7,153 97,780
20年3月期 154,139 △110,943 3,010 109,360

2.  配当の状況 

（注）現時点では、平成22年3月期の配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 10,114 13.5 2.3
21年3月期 ― 4.00 ― 0.00 4.00 5,073 83.2 1.2

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

515,000 △34.3 4,000 △89.0 △15,000 ― △25,000 ― △19.71

通期 1,060,000 △25.6 11,000 △68.7 △21,000 ― △50,000 ― △39.42



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 1,278,955,330株 20年3月期 1,278,955,330株

② 期末自己株式数 21年3月期  10,584,877株 20年3月期  816,428株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 712,758 △22.7 6,042 △82.4 35,657 △33.5 15,033 △43.9

20年3月期 922,546 22.2 34,413 20.8 53,609 23.1 26,814 109.0

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

21年3月期 11.84 ―

20年3月期 21.35 ―

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 1,135,928 288,047 25.4 227.10
20年3月期 1,227,138 320,390 26.1 250.67

（参考） 自己資本 21年3月期  288,047百万円 20年3月期  320,390百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。業績予想の前提となる仮定等につ きましては、５ページ「１．経営成績(1) 
  経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
２．平成22年3月期の配当予想につきましては、今後の業績や財務状況等をさらに見極める必要があり、現時点では未定であります。今後、配当予想 
  を決定しましたら、速やかに開示いたします。 

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 
累計期間

255,000 △40.6 △4,000 ― △5,000 ― △10,000 ― △7.88

通期 525,000 △26.3 0 △100.0 2,000 △94.4 △27,000 ― △21.29















�
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 109,701 98,497

受取手形及び売掛金 245,609 168,857

商品及び製品 73,974 66,157

仕掛品 102,504 72,349

原材料及び貯蔵品 84,645 64,026

繰延税金資産 12,703 19,046

その他 149,057 165,999

貸倒引当金 △3,081 △2,978

流動資産合計 775,115 651,956

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 169,719 165,484

機械装置及び運搬具（純額） 227,871 223,255

土地（純額） 247,305 272,294

建設仮勘定 25,062 37,773

その他（純額） 11,110 11,249

有形固定資産合計 681,068 710,058

無形固定資産   

のれん 8,448 49,495

その他 11,484 10,101

無形固定資産合計 19,932 59,597

投資その他の資産   

投資有価証券 317,345 253,127

長期貸付金 5,949 6,001

繰延税金資産 17,268 33,671

その他 49,769 27,141

投資損失引当金 △697 △640

貸倒引当金 △9,475 △8,910

投資その他の資産合計 380,160 310,391

固定資産合計 1,081,161 1,080,046

資産合計 1,856,276 1,732,003



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 176,009 103,784

短期借入金 319,467 283,932

1年内償還予定の社債 15,000 －

コマーシャル・ペーパー 30,000 26,000

未払法人税等 16,861 4,708

繰延税金負債 2,245 24

賞与引当金 13,307 9,980

預り金地金 149,601 147,980

その他 127,775 159,138

流動負債合計 850,269 735,549

固定負債   

社債 95,000 95,000

長期借入金 230,846 301,080

退職給付引当金 48,361 50,376

役員退職慰労引当金 1,662 1,558

関係会社事業損失引当金 2,623 2,372

環境対策引当金 16,872 12,564

繰延税金負債 14,465 11,361

再評価に係る繰延税金負債 40,584 40,373

その他 35,302 59,829

固定負債合計 485,718 574,518

負債合計 1,335,987 1,310,068

純資産の部   

株主資本   

資本金 119,457 119,457

資本剰余金 108,334 108,287

利益剰余金 173,669 158,542

自己株式 △309 △5,371

株主資本合計 401,152 380,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,722 2,120

繰延ヘッジ損益 3,685 △9,256

土地再評価差額金 30,312 30,459

為替換算調整勘定 △1,617 △39,660

評価・換算差額等合計 62,103 △16,337

少数株主持分 57,033 57,356

純資産合計 520,289 421,934

負債純資産合計 1,856,276 1,732,003



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,659,286 1,424,114

売上原価 1,425,526 1,251,102

売上総利益 233,759 173,011

販売費及び一般管理費 133,612 137,876

営業利益 100,146 35,134

営業外収益   

受取利息 2,269 1,309

受取配当金 10,956 28,591

固定資産賃貸料 5,564 5,591

持分法による投資利益 43,179 －

その他 3,979 6,311

営業外収益合計 65,949 41,803

営業外費用   

支払利息 14,757 17,058

固定資産賃貸費用 4,060 4,226

固定資産除却損 4,907 3,599

持分法による投資損失 － 2,730

その他 6,386 9,275

営業外費用合計 30,111 36,891

経常利益 135,984 40,046

特別利益   

固定資産売却益 806 1,915

持分変動利益 29 1,290

投資有価証券売却益 1,541 516

貸倒引当金戻入額 376 459

その他 1,386 149

特別利益合計 4,140 4,332

特別損失   

投資有価証券評価損 2,777 11,705

減損損失 2,462 2,054

固定資産売却損 366 198

投資有価証券売却損 78 26

環境対策引当金繰入額 4,785 6

関係会社事業損失引当金繰入額 2,430 －

投資損失引当金繰入額 247 －

その他 3,516 2,241

特別損失合計 16,664 16,232

税金等調整前当期純利益 123,460 28,146

法人税、住民税及び事業税 35,946 13,883

過年度法人税等 △748 663

法人税等調整額 4,627 △513

法人税等合計 39,825 14,033

少数株主利益 9,366 8,006

当期純利益 74,268 6,106



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 119,457 119,457

当期末残高 119,457 119,457

資本剰余金   

前期末残高 88,580 108,334

当期変動額   

株式交換による増加 18,766 －

自己株式の処分 987 △46

当期変動額合計 19,753 △46

当期末残高 108,334 108,287

利益剰余金   

前期末残高 108,259 173,669

当期変動額   

剰余金の配当 △9,997 △10,186

当期純利益 74,268 6,106

土地再評価差額金の取崩 295 △153

実務対応報告第18号の適用に伴う減少額 － △16,264

持分法適用関連会社増加に伴う増加額 － 4,999

非連結子会社合併に伴う増加額 － 332

持分法適用関連会社の連結子会社除外に伴
う増加額

－ 113

持分法適用関連会社の実務対応報告第18号
の適用に伴う減少額

－ △74

持分法適用関連会社における持分変動差益 683 －

連結子会社増加に伴う増加額 177 －

在外子会社における年金債務調整額 △18 －

当期変動額合計 65,410 △15,127

当期末残高 173,669 158,542

自己株式   

前期末残高 △1,036 △309

当期変動額   

株式交換による増加 △5 －

自己株式の取得 △460 △5,177

自己株式の処分 1,192 115

関係会社の持分比率増加に伴う増加額 △0 －

当期変動額合計 726 △5,062

当期末残高 △309 △5,371

株主資本合計   

前期末残高 315,261 401,152

当期変動額   

株式交換による増加 18,761 －

剰余金の配当 △9,997 △10,186

当期純利益 74,268 6,106



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

土地再評価差額金の取崩 295 △153

実務対応報告第18号の適用に伴う減少額 － △16,264

持分法適用関連会社増加に伴う増加額 － 4,999

非連結子会社合併に伴う増加額 － 332

持分法適用関連会社の連結子会社除外に伴
う増加額

－ 113

持分法適用関連会社の実務対応報告第18号
の適用に伴う減少額

－ △74

自己株式の取得 △460 △5,177

自己株式の処分 2,179 68

持分法適用関連会社における持分変動差益 683 －

連結子会社増加に伴う増加額 177 －

在外子会社における年金債務調整額 △18 －

関係会社の持分比率増加に伴う増加額 △0 －

当期変動額合計 85,890 △20,236

当期末残高 401,152 380,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 54,655 29,722

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,932 △27,602

当期変動額合計 △24,932 △27,602

当期末残高 29,722 2,120

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △452 3,685

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,138 △12,942

当期変動額合計 4,138 △12,942

当期末残高 3,685 △9,256

土地再評価差額金   

前期末残高 36,805 30,312

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,492 147

当期変動額合計 △6,492 147

当期末残高 30,312 30,459

為替換算調整勘定   

前期末残高 4,894 △1,617

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,511 △38,042

当期変動額合計 △6,511 △38,042

当期末残高 △1,617 △39,660

評価・換算差額等合計   

前期末残高 95,903 62,103



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,799 △78,440

当期変動額合計 △33,799 △78,440

当期末残高 62,103 △16,337

少数株主持分   

前期末残高 70,805 57,033

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,771 322

当期変動額合計 △13,771 322

当期末残高 57,033 57,356

純資産合計   

前期末残高 481,970 520,289

当期変動額   

株式交換による増加 18,761 －

剰余金の配当 △9,997 △10,186

当期純利益 74,268 6,106

土地再評価差額金の取崩 295 △153

実務対応報告第18号の適用に伴う減少額 － △16,264

持分法適用関連会社増加に伴う増加額 － 4,999

非連結子会社合併に伴う増加額 － 332

持分法適用関連会社の連結子会社除外に伴う
増加額

－ 113

持分法適用関連会社の実務対応報告第18号の
適用に伴う減少額

－ △74

自己株式の取得 △460 △5,177

自己株式の処分 2,179 68

持分法適用関連会社における持分変動差益 683 －

連結子会社増加に伴う増加額 177 －

在外子会社における年金債務調整額 △18 －

関係会社の持分比率増加に伴う増加額 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47,571 △78,117

当期変動額合計 38,318 △98,354

当期末残高 520,289 421,934



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 123,460 28,146

減価償却費 57,999 69,261

のれん償却額 204 3,133

貸倒引当金の増減額（△は減少） 299 1,100

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△938 1,980

投資損失引当金の増減額（△は減少） 236 △57

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） 2,669 △16

環境対策引当金の増減額（△は減少） 2,838 △4,307

受取利息及び受取配当金 △13,226 △29,900

支払利息 14,757 17,058

固定資産臨時償却費 1,400 －

有形固定資産売却損益（△は益） △476 △1,727

固定資産除却損 4,907 3,599

減損損失 2,462 2,054

投資有価証券売却損益（△は益） △1,464 △487

投資有価証券評価損益（△は益） 2,779 11,707

持分変動損益（△は益） △29 △1,290

売上債権の増減額（△は増加） 13,628 78,390

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,829 48,557

金地金売却による収入 48,267 54,991

金地金購入による支出 △46,913 △56,561

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,973 △11,962

仕入債務の増減額（△は減少） 4,859 △68,614

未払費用の増減額（△は減少） 2,377 1,307

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,632 △13,030

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,424 △2,027

持分法による投資損益（△は益） △43,179 2,730

その他 1,258 △1,504

小計 149,584 132,532

利息及び配当金の受取額 50,000 34,956

利息の支払額 △14,549 △14,609

法人税等の支払額 △30,895 △37,607

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,139 115,272



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 5 －

投資有価証券の取得による支出 △40,745 △1,962

投資有価証券の売却による収入 1,752 1,433

貸付けによる支出 △1,132 △3,390

貸付金の回収による収入 2,121 2,798

有形固定資産の取得による支出 △74,370 △65,010

有形固定資産の売却による収入 4,963 5,292

無形固定資産の取得による支出 △996 △1,087

子会社株式の取得による支出 △2,476 △4,423

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △43,613

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

432 －

営業譲受による収入 78 －

その他 △574 △497

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,943 △110,461

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △20,195 △28,409

長期借入れによる収入 77,575 142,700

長期借入金の返済による支出 △69,480 △87,768

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 2,000 △4,000

社債の償還による支出 △10,000 △15,000

社債の発行による収入 30,000 －

配当金の支払額 △9,997 △10,186

自己株式の取得による支出 △460 △5,177

少数株主への配当金の支払額 △3,029 △11,143

少数株主からの払込みによる収入 － 13,867

セールアンド割賦バック取引による収入 8,371 －

その他 △1,772 △2,035

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,010 △7,153

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,903 △14,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,303 △16,573

現金及び現金同等物の期首残高 67,262 109,360

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△205 4,582

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 411

現金及び現金同等物の期末残高 109,360 97,780





























５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 45,703 46,033

受取手形 4,022 2,830

売掛金 112,787 52,328

商品及び製品 32,827 27,280

仕掛品 46,847 28,905

原材料及び貯蔵品 36,372 24,672

前渡金 1,968 4,282

前払費用 895 691

短期貸付金 1,594 3,203

未収入金 12,526 11,304

未収還付法人税等 － 5,727

貸付け金地金 41,731 58,380

繰延税金資産 4,799 9,443

その他 75,590 54,301

貸倒引当金 △1,540 △1,468

流動資産合計 416,126 327,916

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 69,071 67,734

構築物（純額） 22,295 24,524

機械及び装置（純額） 75,799 75,363

船舶（純額） 7 4

車両運搬具（純額） 71 93

工具、器具及び備品（純額） 2,422 2,035

土地（純額） 150,359 150,468

リース資産（純額） － 199

建設仮勘定 15,642 19,935

立木 1,137 1,135

有形固定資産合計 336,807 341,494

無形固定資産   

鉱業権 573 557

ソフトウエア 1,438 1,258

リース資産 － 81

その他 382 433

無形固定資産合計 2,394 2,332



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 156,954 103,209

関係会社株式 293,392 324,907

関係会社社債 4 4

出資金 98 87

関係会社出資金 6,326 6,326

長期貸付金 366 521

関係会社長期貸付金 8,951 9,075

繰延税金資産 4,681 18,677

その他 8,467 8,783

投資損失引当金 △923 △906

貸倒引当金 △6,511 △6,502

投資その他の資産合計 471,810 464,186

固定資産合計 811,012 808,012

資産合計 1,227,138 1,135,928



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 950 1,040

買掛金 82,461 27,868

短期借入金 195,558 160,534

コマーシャル・ペーパー 30,000 26,000

1年内償還予定の社債 15,000 －

リース債務 － 400

未払金 1,443 2,358

未払費用 32,001 28,029

未払法人税等 6,789 343

前受金 4,404 1,874

未成工事受入金 44 21

前受収益 86 53

賞与引当金 6,561 4,017

従業員預り金 8,445 8,519

設備関係支払手形 634 170

設備関係未払金 13,134 15,234

預り金地金 149,601 147,980

その他 6,887 15,534

流動負債合計 554,006 439,978

固定負債   

社債 95,000 95,000

長期借入金 166,578 226,927

リース債務 － 841

再評価に係る繰延税金負債 35,350 34,980

退職給付引当金 21,350 22,859

関係会社事業損失引当金 2,414 2,218

環境対策引当金 14,763 10,396

受入保証金 5,996 4,881

その他 11,288 9,797

固定負債合計 352,742 407,902

負債合計 906,748 847,881



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 119,457 119,457

資本剰余金   

資本準備金 78,164 78,164

その他資本剰余金 29,940 29,894

資本剰余金合計 108,104 108,058

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 2,877 3,347

固定資産圧縮特別勘定積立金 － 166

探鉱積立金 2,679 3,003

特別償却積立金 48 193

繰越利益剰余金 31,396 35,481

利益剰余金合計 37,001 42,192

自己株式 △303 △5,368

株主資本合計 264,260 264,340

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,832 3,766

繰延ヘッジ損益 1,955 △5,057

土地再評価差額金 25,342 24,998

評価・換算差額等合計 56,129 23,707

純資産合計 320,390 288,047

負債純資産合計 1,227,138 1,135,928



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 922,546 712,758

売上原価 833,944 652,125

売上総利益 88,601 60,633

販売費及び一般管理費 54,188 54,591

営業利益 34,413 6,042

営業外収益   

受取利息 619 355

受取配当金 31,547 41,745

固定資産賃貸料 5,543 5,374

その他 1,667 2,605

営業外収益合計 39,377 50,080

営業外費用   

支払利息 6,501 6,548

社債利息 1,941 1,663

固定資産賃貸費用 4,144 4,210

固定資産除却損 2,400 2,272

鉱山残務整理費用 1,520 2,252

その他 3,673 3,517

営業外費用合計 20,181 20,464

経常利益 53,609 35,657

特別利益   

固定資産売却益 145 1,020

投資有価証券売却益 161 540

貸倒引当金戻入額 376 43

関係会社株式売却益 828 24

抱合せ株式消滅差益 3,455 －

その他 912 6

特別利益合計 5,880 1,635

特別損失   

投資有価証券評価損 2,363 11,229

関係会社株式評価損 6,486 5,582

減損損失 958 1,216

貸倒引当金繰入額 506 241

固定資産売却損 291 107

環境対策引当金繰入額 4,785 6

関係会社事業損失引当金繰入額 2,377 －

その他 62 32

特別損失合計 17,831 18,416

税引前当期純利益 41,657 18,876

法人税、住民税及び事業税 11,291 82

過年度法人税等 △748 663

法人税等調整額 4,300 3,097

法人税等合計 14,843 3,842

当期純利益 26,814 15,033



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 119,457 119,457

当期末残高 119,457 119,457

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 59,064 78,164

当期変動額   

株式交換による増加 18,766 －

自己株式の処分 333 －

当期変動額合計 19,099 －

当期末残高 78,164 78,164

その他資本剰余金   

前期末残高 29,351 29,940

当期変動額   

自己株式の処分 589 △46

当期変動額合計 589 △46

当期末残高 29,940 29,894

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 1,462 2,877

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 1,580 668

固定資産圧縮積立金の取崩 △164 △199

当期変動額合計 1,415 469

当期末残高 2,877 3,347

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 795 －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － 166

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △795 －

当期変動額合計 △795 166

当期末残高 － 166

探鉱積立金   

前期末残高 1,652 2,679

当期変動額   

探鉱積立金の積立 1,186 593

探鉱積立金の取崩 △159 △269

当期変動額合計 1,026 324

当期末残高 2,679 3,003



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別償却積立金   

前期末残高 52 48

当期変動額   

特別償却積立金の積立 3 154

特別償却積立金の取崩 △8 △8

当期変動額合計 △4 145

当期末残高 48 193

繰越利益剰余金   

前期末残高 15,451 31,396

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 △1,580 △668

固定資産圧縮積立金の取崩 164 199

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － △166

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 795 －

探鉱積立金の積立 △1,186 △593

探鉱積立金の取崩 159 269

特別償却積立金の積立 △3 △154

特別償却積立金の取崩 8 8

剰余金の配当 △9,997 △10,186

当期純利益 26,814 15,033

土地再評価差額金の取崩 770 343

当期変動額合計 15,945 4,084

当期末残高 31,396 35,481

自己株式   

前期末残高 △922 △303

当期変動額   

自己株式の取得 △460 △5,177

自己株式の処分 1,079 112

当期変動額合計 619 △5,064

当期末残高 △303 △5,368

株主資本合計   

前期末残高 226,364 264,260

当期変動額   

株式交換による増加 18,766 －

剰余金の配当 △9,997 △10,186

当期純利益 26,814 15,033

土地再評価差額金の取崩 770 343

自己株式の取得 △460 △5,177

自己株式の処分 2,002 66

当期変動額合計 37,896 79

当期末残高 264,260 264,340



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 51,498 28,832

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,666 △25,065

当期変動額合計 △22,666 △25,065

当期末残高 28,832 3,766

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,345 1,955

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,301 △7,013

当期変動額合計 3,301 △7,013

当期末残高 1,955 △5,057

土地再評価差額金   

前期末残高 31,613 25,342

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,271 △343

当期変動額合計 △6,271 △343

当期末残高 25,342 24,998

評価・換算差額等合計   

前期末残高 81,765 56,129

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,635 △32,422

当期変動額合計 △25,635 △32,422

当期末残高 56,129 23,707

純資産合計   

前期末残高 308,130 320,390

当期変動額   

株式交換による増加 18,766 －

剰余金の配当 △9,997 △10,186

当期純利益 26,814 15,033

土地再評価差額金の取崩 770 343

自己株式の取得 △460 △5,177

自己株式の処分 2,002 66

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,635 △32,422

当期変動額合計 12,260 △32,343

当期末残高 320,390 288,047
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