
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本コークス工業株式会社 上場取引所 東 

コード番号 3315 URL http://www.n-coke.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小倉 清明

問合せ先責任者 （役職名） 総務部 秘書・広報室長 （氏名） 益田 明 TEL 03-5560-1311
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 配当支払開始予定日 平成21年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日

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 

（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(21年３月期10,000百万円 
20年3月期27,000百万円）等を期末の純資産から差引いて計算しております。詳細は、30ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

(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 191,322 2.1 12,157 8.1 8,715 △5.6 2,014 △75.6

20年3月期 187,401 △3.5 11,242 107.5 9,235 135.3 8,254 25.8

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 6.67 5.07 5.6 6.2 6.4
20年3月期 33.36 19.49 23.4 6.2 6.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20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

21年3月期 138,435 31,998 23.1 72.09
20年3月期 140,538 39,460 28.0 51.34

（参考） 自己資本   21年3月期  31,998百万円 20年3月期  39,393百万円

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 12,194 △837 △9,037 7,921
20年3月期 15,665 1,604 △17,245 5,724

2.  配当の状況 

（注）配当予想については、現時点では未定であります。また、上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であり、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 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 ― ― ― 2.00 2.00 460 6.0 5.7
21年3月期 ― ― ― 2.00 2.00 603 30.0 3.2

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

47,000 △55.1 2,000 △84.6 1,000 △91.4 500 △96.3 1.66

通期 97,000 △49.3 3,500 △71.2 1,500 △82.8 2,000 △0.7 6.63



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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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  513,619株 20年3月期  496,891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 

（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（21年3月期10,000百万円 
20年3月期27,000百万円）等を期末の純資産から差引いて計算しております。 
 

(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 170,393 26.2 11,598 23.7 9,181 20.3 2,832 △64.4

20年3月期 135,013 △4.5 9,372 252.0 7,630 486.5 7,954 22.9

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 9.75 7.12
20年3月期 32.06 18.78

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 125,860 30,473 24.2 67.04
20年3月期 123,235 37,611 30.5 43.60

（参考） 自己資本 21年3月期  30,473百万円 20年3月期  37,611百万円

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 

１．平成22年３月期の配当予想については、コークスの需要動向はなお不透明であるため、今後の収益・資金動向を踏まえて判断したいと考えており、開
示が可能になった時点で速やかに開示を行うことといたします。 
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、５ページの「次期の見通し」をご覧下さい。

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

42,000 △56.2 1,500 △88.6 500 △95.8 500 △96.5 1.66

通期 85,000 △50.1 3,000 △74.1 1,000 △89.1 2,000 △29.4 6.63



 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および配当金総額は以下のとおりであります。 

 （注１）当社が発行するＢ種優先株式については、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 

     が平成20年10月１日に当該株式の「普通株式を対価とする取得請求権」のすべてを行使し、同日に当該株式 

     全株の消却を実施しました。 

 （注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。 

種類株式の配当の状況

  １株当たり配当金 
配当金総額 

（年間）  
       （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 円  銭 

Ｂ種優先株式            

 20年３月期 － － －  4.52  4.52  180

 21年３月期 － －     －        － － － 

             

Ｃ種優先株式             

 20年３月期 － － －  5.77 5.77  392

 21年３月期 － －        －        5.99  5.99  239

 22年３月期（予想）        －        － －   未定   未定      － 



  

(1）経営成績に関する分析 

【当期の経営成績】     

当期におけるわが国経済は、期前半においては、輸出の伸びの鈍化や個人消費の減少など、景気は停滞傾向を示し

ておりましたが、期後半に入り、米国発の金融危機が深刻化し、それまで高止まりしていた資源価格、株式市況の急

落や為替レートの急激な変動など、その影響が実態経済にも及び、景気は急速に悪化し、世界同時不況の様相を呈し

てまいりました。 

このような状況のもと、当社グループは、事業再生の完了に向けて、新日本製鐵株式会社（以下、「新日鉄」とい

います。）および住友商事株式会社（以下、「住友商事」といいます。）との提携関係の強化や優先株式の処理方針

の策定・実行などを通じて経営基盤の強化をはかってまいりました。 

なお、平成20年10月に当社Ｂ種優先株式の普通株式を対価とする取得請求権（以下、「転換権」といいます。）行

使によって、当社は「新日鉄」、「住友商事」それぞれの持分法適用関連会社になるとともに、再生の過程における

事業の選択と集中によって業容が従来と大きく変貌しましたことなどから、平成21年４月１日をもって、商号を「日

本コークス工業株式会社」に変更いたしました。 

 当期の業績につきましては、期前半においては、資源価格の高止まりにより好調に推移いたしましたものの、期後

半に入り、世界同時不況の影響を受けてコークスの主要ユーザーである鉄鋼メーカー各社が大幅な減産を実施したこ

とから、急激に悪化いたしました。  

 この結果、当社グループの当期の売上高は、前期末にて石油関連事業から撤退いたしましたが、コークスや石炭の

販売価格が大幅に上昇し、前期比39億２千１百万円増加の1,913億２千２百万円となりました。利益面では、期後半

に入り、コークスや石炭の販売量が落ち込んだことに加え、資源価格の急落に伴い、コークスや石炭の期末在庫につ

いてたな卸資産評価損を計上いたしましたが、のれんの償却負担が前期に終了したこと等もあり、営業利益は、前期

比９億１千４百万円増加の121億５千７百万円、経常利益は、在外連結子会社の円貨建借入金に係る為替差損の発生

などにより前期比５億２千万円減少の87億１千５百万円となりました。 

 特別損益につきましては、投資有価証券売却益など特別利益24億７千５百万円に対し、石炭事業において、特定管

理職社員が社内ルールに違反して販売先の確定していない石炭の発注等を行っていたことが判明し、これによる損失

見込み額59億１千２百万円など特別損失82億６千８百万円を計上いたしました結果、当期純利益は、前期比62億３千

９百万円減少の20億１千４百万円となりました。 

  なお、当社研究開発部門において、環境浄化用触媒基材やナノコンポジット材料に応用が可能なＮＳＡ（ナノ構造

アルミナ）の開発を行ってまいりましたが、主要な用途先と見込まれていた業界での事業計画が世界同時不況の影響

により先送りされる可能性が高いなどの状況に鑑み、現下の経営環境を踏まえ、当期末をもって開発を中止すること

を決定いたしました。  

  

事業の種類別セグメントの概況 

①石炭・コークス関連事業 

 コークス事業につきましては、世界同時不況の影響を受けて、コークスの主要ユーザーである鉄鋼メーカー各社が

大幅な減産を実施したことから、昨年末以降、販売が落ち込み、当社グループの販売量は、191万９千トン（前期比

35万８千トン減少）となりましたが、期前半における資源価格の高止まりにより、販売価格が前期比で大幅に上昇し

たため、増収となりました。 

 石炭事業につきましても、同様に期後半に販売が落ち込み、当社グループの販売量は、354万７千トン（前期比82

万４千トン減少）となりましたが、販売価格が前期比で大幅に上昇したため、増収となりました。 

 この結果、石炭・コークス関連事業の売上高は、1,654億８千３百万円（前年同期比558億８千９百万円増加）とな

りましたが、利益面では、当期より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用し、期後半からの資源価格の急落に

伴い、コークスや石炭の期末在庫について、たな卸資産評価損を計上いたしましたので、営業利益は、137億５千７

百万円（前年同期比３億２千７百万円増加）となり、若干の増益にとどまりました。 

  

②総合エンジニアリング事業 

化工機事業につきましては、主要ユーザーである電子部品、製紙業界等の設備投資が大幅に縮小したことから受注

が減少し、減収となりました。 

資源リサイクル事業につきましては、石炭灰、下水汚泥の取扱数量が増加し、増収となりました。 

その他、事業の選択と集中の一環で、当セグメントに属する子会社を譲渡したことにより、セグメント全体では大

幅な減収となりました。 

この結果、総合エンジニアリング事業の売上高は、135億２千７百万円（前期比40億５千２百万円減少）となり、

営業利益は７億８千万円（前期比７億４百万円減少）となりました。 

１．経営成績



  

③その他事業 

運輸事業につきましては、世界同時不況の影響により、主要ユーザー各社の事業活動が縮小したことから貨物の取

扱数量が減少し、減収となりました。 

その他グループ会社につきましても、同様に、総じて減収、減益となりました。 

この結果、その他事業の売上高は、123億１千１百万円（前期比38億１千６百万円減少）となり、営業利益は１億

１千万円（前期比５億８千８百万円減少）となりました。 

   

【次期の見通し】 

    今後の経済の見通しにつきましては、先進主要国等の政策対応による景気後退の歯止めが期待される一方で、更 

 なる景気底割れも懸念され、より一層混迷の度合いを強めており、予断を許さない状況にあります。 

    当社グループにおきましても、鉄鋼メーカーの大幅減産により、コークスの需要が大幅に減少するなか、４月よ 

  りコークス生産設備の一部を休止（４月15日より１Ｂ炉の一部、５月15日より２Ａ炉のホットバンキング※実施） 

 するなど厳しい経営環境に直面しております。 

  このような状況のもと、次期の業績の見通しにつきましては、連結売上高970億円、連結営業利益35億円、連結経

 常利益15億円、連結当期純利益20億円を見込んでおります。 

  

  ※ホットバンキングとは、炉体を断熱（密閉）し、温度を維持しながら、再稼動が可能な状態でコークス炉を一時休止する方法です。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は、有形・無形固定資産の減価償却や事業の選択と集中に伴う投資有価証券の売却など

の影響により固定資産が減少し、前連結会計年度末に比べ21億２百万円減少の1,384億３千５百万円となりました。

 当連結会計年度末の負債は、主に不適切取引損失引当金の計上などにより、前連結会計年度末に比べ53億５千９百

万円増加の1,064億３千７百万円となりました。 

 当連結会計年度末の純資産は、主に自己株式の取得などにより、前連結会計年度末に比べ74億６千１百万円減少の

319億９千８百万円となり、また、当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.9ポイント悪化の

23.1％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ21億９千７

百万円増加の79億２千１百万円となりました。 

 当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、121億９千４百万円（前年同期比34億７千１百万円減）となりました。 

 これは主に、売上債権の減少額70億７千７百万円、減価償却費45億１千６百万円、不適切取引損失引当金の増加額

44億１千７百万円、税金等調整前当期純利益29億２千１百万円に対し、たな卸資産の増加額79億２千９百万円、利息

の支払額18億９千４百万円があっ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） 

 投資活動の結果使用した資金は、８億３千７百万円（前連結会計年度は16億４百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社の株式売却による収入15億３千１百万円、固定資産の売却による収入

14億９千７百万円に対し、固定資産の取得による支出38億１千１百万円があったこと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） 

 財務活動の結果使用した資金は、90億３千７百万円（前年同期比82億８百万円減）となりました。 

 これは主に、自己株式の取得による支出89億６千６百万円によるものであります。 

  



 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

※ 自己資本比率：（純資産－少数株主持分－新株予約権）／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
（注１）各指標は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、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により計算しております。 
（注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

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。ま

た、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

（注４）平成18年３月期以前の数値につきましては、従来の「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、従来の「時価ベースの

株主資本比率」を「時価ベースの自己資本比率」の欄に記載しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の事業環境は、現下においても予断を許されない状況でありますが、当社は長い間無配が続き、前期に漸く期末

配当を実施したこと、および当期純利益を確保できたことなどに鑑み、当期の普通配当については、１株当たり２円を

予定しております。また、Ｃ種優先株式の１株当たり配当金については、優先株式の要項に基づく所定の算式により、

５円99銭となります。 

 次期の配当については、世界同時不況の影響により、コークスの需要動向は、なお不透明な状況であることなどに鑑

み、未定としております。 

 なお、当社の利益配分に関する基本方針については、当社の主力事業であるコークス事業環境が劇的に変化している

ことなどから、今後の当社を取り巻く経営環境や業績動向を見極めながら徐々に固めていきたいと考えております。 

    

    平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

  自己資本比率（％）  17.9  16.3  20.2  28.0  23.1

  時価ベースの自己資本比率

（％） 

 40.1  44.0  31.9  46.7  21.4

  債務償還年数（年）  6.5  9.5  6.5  4.0  5.1

  インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 

 8.4  8.0  6.6  7.3  6.4



  

 当社グループは、当社、当社の子会社23社および関連会社13社とその他の関係会社である新日鉄・住友商事で構成さ

れており、石炭の販売、コークスおよび粉粒体機器・装置の生産・製造、販売などを主に営んでおります。 

 当社グループの事業に係わる位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連、その概要図は次のとおりでありま

す。  

  

 （注）各事業ごとの会社数の算定において、当社は重複して数えております。 

      

（事業系統図） 

  

※平成21年４月１日より、北海道三鉱石油は三美鉱業に、三井室町海運は室町海運に、三井鉱山マテリアルは有明マテリ

 アルに、Mitsui Mining AustraliaはNCE Australiaに、Mitsui Mining USAはNCE USAに商号変更しております。   

２．企業集団の状況

事業セグメント 主要な事業 主要な会社 

石炭・コークス関連事業 
石炭の仕入販売、コークスの生産・販売、

石炭等に係る運輸・荷役 

当社、三井室町海運 

       （会社総数７社） 

総合エンジニアリング事業 

化学装置・機器、一般産業用機器、プラン

トの製造・販売、産業廃棄物処理およびリ

サイクル 

当社、有明機械、サン有明電気、 

サンテック、三井鉱山マテリアル 

       （会社総数８社） 

その他事業 

運輸荷役、建設工事等附帯事業、不動産販

売・賃貸、ビルに関する清掃・警備・設備

管理、その他 

当社、九州ビルシステム 

    

    （会社総数24社） 



  

当社グループは、平成15年の株式会社産業再生機構の支援以降取り組んでまいりました事業再生の完了に向けて、

平成20年５月に優先株式の処理方針を策定いたしました。 

このうち、新日鉄および住友商事が全株式を保有する当社Ｂ種優先株式につきましては、両社との資本関係を早期

に強化するため、「転換権」発生時期を平成21年４月から平成20年10月に早期化し、当該転換権行使によって当該優

先株式は完全に処理されるとともに、両社の当社に対する出資比率はそれぞれ21.7％に上昇し、当社は両社それぞれ

の持分法適用関連会社になりました。 

また、株式会社三井住友銀行（以下、「三井住友銀行」といいます。）が保有する当社Ｃ種優先株式につきまして

は、自己株式として全株取得・消却するため、昨年の定時株主総会において発行済株式総数68百万株を対象とする自

己株式取得枠のご承認をいただき、平成20年９月に28百万株の取得・消却を実行いたしました。 

この際、残余の40百万株の取得・消却については、当社グループの収益、資金動向を慎重に見極めたうえで判断す

るとしておりましたが、その後、米国発の金融危機に端を発した世界同時不況により、当社の業績が急激に悪化する

等により、上記株主総会で承認をいただきました取得可能期間である本年６月までに取得・消却することが極めて困

難な状況となりました。 

したがいまして、現在三井住友銀行との間で、Ｃ種優先株式の取得可能期間を１年間延長する方向で協議をすすめ

ております。  

当社グループの業績の動向につきましては、世界同時不況のさなか、予断を許さない状況が続いておりますが、各

部門がそれぞれの課題を達成していくことで収益の維持に努めつつ経営基盤の安定・強化をはかり、Ｃ種優先株式の

処理に目処をつけることで、真の再生をはかってまいる所存であります。 

   

３．経営方針



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 6,132 8,050

受取手形 854 482

売掛金 16,791 9,359

たな卸資産 18,909 －

商品及び製品 － 17,750

仕掛品 － 1,551

原材料及び貯蔵品 － 7,279

繰延税金資産 3,783 500

短期貸付金 67 51

預け金 790 1,876

その他 1,984 1,588

貸倒引当金 △266 △217

流動資産合計 49,047 48,272

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,299 20,829

減価償却累計額 △13,493 △12,819

建物及び構築物（純額） 8,806 8,010

機械装置及び運搬具 60,272 58,921

減価償却累計額 △32,140 △32,989

機械装置及び運搬具（純額） 28,132 25,931

土地 45,017 43,448

リース資産 － 49

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 48

建設仮勘定 151 732

その他 1,901 1,812

減価償却累計額 △1,529 △1,475

その他（純額） 371 336

有形固定資産合計 82,478 78,508

無形固定資産   

リース資産 － 43

その他 469 686

無形固定資産合計 469 729

投資その他の資産   

投資有価証券 1,282 1,244

長期貸付金 479 486

繰延税金資産 3,873 6,290

その他 3,136 2,983

貸倒引当金 △229 △78

投資その他の資産合計 8,542 10,925

固定資産合計 91,490 90,163

資産合計 140,538 138,435



（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 3,096 7,827

買掛金 16,522 12,403

短期借入金 12,103 21,163

1年内償還予定の社債 8 8

リース債務 － 16

未払法人税等 417 192

賞与引当金 1,110 884

関係会社整理損失引当金 1,536 1,406

不適切取引損失引当金 － 4,417

受注損失引当金 － 850

その他 7,759 7,787

流動負債合計 42,554 56,956

固定負債   

社債 416 208

長期借入金 49,205 40,503

リース債務 － 74

繰延税金負債 0 －

退職給付引当金 5,490 5,250

役員退職慰労引当金 212 210

長期環境整備引当金 2,703 2,703

その他 495 530

固定負債合計 58,523 49,480

負債合計 101,077 106,437

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,000 7,000

資本剰余金 6,846 1,750

利益剰余金 26,038 23,156

自己株式 △87 △92

株主資本合計 39,797 31,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17 14

繰延ヘッジ損益 △106 △81

為替換算調整勘定 △314 252

評価・換算差額等合計 △403 184

少数株主持分 66 －

純資産合計 39,460 31,998

負債純資産合計 140,538 138,435



（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 187,401 191,322

売上原価 163,805 170,542

売上総利益 23,595 20,779

販売費及び一般管理費   

積揚地諸掛 2,143 1,156

給料及び賃金 1,993 1,744

のれん償却額 2,000 －

その他 6,215 5,721

販売費及び一般管理費合計 12,352 8,622

営業利益 11,242 12,157

営業外収益   

受取利息 290 228

受取配当金 57 94

固定資産貸与料 104 101

為替差益 103 －

その他 192 223

営業外収益合計 748 647

営業外費用   

支払利息 2,147 1,884

為替差損 － 1,210

その他 608 994

営業外費用合計 2,755 4,089

経常利益 9,235 8,715

特別利益   

固定資産売却益 665 674

投資有価証券売却益 － 1,320

関係会社貸倒引当金等取崩益 225 －

環境整備引当金取崩益 162 －

貸倒引当金取崩益 173 52

受取和解金 700 －

移転補償金 － 338

その他 331 90

特別利益合計 2,259 2,475

特別損失   

関係会社貸倒引当金等繰入額 542 480

固定資産売却損 94 170

固定資産除却損 126 250

減損損失 1,026 461

不適切取引損失 － 5,912

その他 660 993

特別損失合計 2,450 8,268

税金等調整前当期純利益 9,044 2,921

法人税、住民税及び事業税 631 168

法人税等調整額 143 748

法人税等合計 775 917

少数株主利益又は少数株主損失（△） 14 △10

当期純利益 8,254 2,014



（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 7,000 7,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,000 7,000

資本剰余金   

前期末残高 6,846 6,846

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

自己株式の消却 － △5,096

当期変動額合計 0 △5,096

当期末残高 6,846 1,750

利益剰余金   

前期末残高 17,783 26,038

当期変動額   

剰余金の配当 － △1,033

当期純利益 8,254 2,014

自己株式の消却 － △3,863

当期変動額合計 8,254 △2,882

当期末残高 26,038 23,156

自己株式   

前期末残高 △82 △87

当期変動額   

自己株式の処分 0 1

自己株式の取得 △5 △8,966

自己株式の消却 － 8,960

当期変動額合計 △4 △4

当期末残高 △87 △92

株主資本合計   

前期末残高 31,546 39,797

当期変動額   

剰余金の配当 － △1,033

当期純利益 8,254 2,014

自己株式の処分 1 1

自己株式の取得 △5 △8,966

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 8,250 △7,983

当期末残高 39,797 31,813



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 57 17

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △39 △3

当期変動額合計 △39 △3

当期末残高 17 14

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △87 △106

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 24

当期変動額合計 △19 24

当期末残高 △106 △81

為替換算調整勘定   

前期末残高 △252 △314

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61 566

当期変動額合計 △61 566

当期末残高 △314 252

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △283 △403

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △119 587

当期変動額合計 △119 587

当期末残高 △403 184

少数株主持分   

前期末残高 120 66

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △53 △66

当期変動額合計 △53 △66

当期末残高 66 －

純資産合計   

前期末残高 31,383 39,460

当期変動額   

剰余金の配当 － △1,033

当期純利益 8,254 2,014

自己株式の処分 1 1

自己株式の取得 △5 △8,966

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △173 521

当期変動額合計 8,076 △7,461

当期末残高 39,460 31,998



（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 9,044 2,921

減価償却費 4,200 4,516

のれん償却額 2,000 －

減損損失 1,026 461

貸倒引当金の増減額（△は減少） △197 △40

賞与引当金の増減額（△は減少） 93 △180

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △382 387

退職給付引当金の増減額（△は減少） 98 △93

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 212 37

環境整備引当金の増減額（△は減少） △828 －

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） △338 －

不適切取引損失引当金の増減額（△は減少） － 4,417

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 850

受取利息及び受取配当金 △348 △322

支払利息 2,147 1,884

固定資産除却損 126 250

固定資産売却損益（△は益） △571 △503

投資有価証券売却損益（△は益） 109 △1,318

投資有価証券評価損益（△は益） 5 10

為替差損益（△は益） － 933

売上債権の増減額（△は増加） △593 7,077

たな卸資産の増減額（△は増加） 972 △7,929

その他営業資産の増減額（△は増加） 1,858 △191

仕入債務の増減額（△は減少） △1,139 1,136

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,032 △1,519

その他営業負債の増減額（△は減少） 259 1,333

その他 26 44

小計 18,813 14,164

利息及び配当金の受取額 348 329

利息の支払額 △2,157 △1,894

法人税等の支払額 △1,339 △405

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,665 12,194



（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   

定期預金の預入による支出 △554 △169

定期預金の払戻による収入 1,284 233

固定資産の取得による支出 △3,420 △3,811

固定資産の売却による収入 3,140 1,497

投資有価証券の取得による支出 △53 △19

投資有価証券の売却による収入 1,291 31

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△140 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 1,531

貸付けによる支出 △52 △204

貸付金の回収による収入 186 223

その他の投資の回収による収入 43 69

その他 △122 △219

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,604 △837

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 91,955 118,393

短期借入金の返済による支出 △98,423 △108,834

長期借入れによる収入 1,773 1,790

長期借入金の返済による支出 △12,436 △10,379

社債の償還による支出 △108 △8

自己株式の取得による支出 － △8,966

配当金の支払額 － △1,033

その他 △5 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,245 △9,037

現金及び現金同等物に係る換算差額 △93 △122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △68 2,197

現金及び現金同等物の期首残高 5,792 5,724

現金及び現金同等物の期末残高 5,724 7,921



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社 

 連結子会社の数 17社 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社 

 連結子会社の数 14社 

主要な連結子会社の名称 

 三井室町海運㈱、㈱九州ビルシステム、㈱サン有

明電気、三井鉱山マテリアル㈱、サンテック㈱、千

葉三港運輸㈱、有明機械㈱  

 連結子会社であったTHE BARREL OIL PTE LTD.は

保有株式の全部を売却したため、当連結会計年度よ

り連結の範囲から除外しております。 

 また連結子会社であった三井鉱山セメント㈱、㈱

サンコー建築事務所および三池火力発電㈱は清算が

結了したため、当連結会計年度より連結の範囲から

除外しております。 

主要な連結子会社の名称 

 三井室町海運㈱、㈱九州ビルシステム、㈱サン有

明電気、三井鉱山マテリアル㈱、サンテック㈱、千

葉三港運輸㈱、有明機械㈱  

 連結子会社であった三鉱建設㈱および北海道共同

石灰㈱は保有株式の全部を売却したため、当連結会

計年度より連結の範囲から除外しております。 

 また連結子会社であったサンコーモータース㈱は

清算が結了したため、当連結会計年度より連結の範

囲から除外しております。 

(2）主要な非連結子会社の名称 

 MITSUI MINING USA INC.、

MM RESOURCES PTY LTD.、新田川不動産㈱ 

(2）主要な非連結子会社の名称 

                  同左  

(3）連結の範囲から除いた理由 

 MITSUI MINING USA INC.ほか非連結子会社は、個々

の会社別に見ても又合算額から見てもその総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも僅少であり、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておらず、

将来においても連結企業集団に与える影響が増すとも

考えられないため、連結の範囲に含めないこととして

おります。 

(3）連結の範囲から除いた理由 

          同左  



  

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） 

２．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産 

 主として総平均法に基づく原価法  

   

        ―――――― 

  

２．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産 

 主として総平均法による原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法） 

 （会計方針の変更） 

   当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号）を適用しております。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べて、営

業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益が

5,857百万円それぞれ減少しております。  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

 当社および国内連結子会社は主として定額法を、

在外連結子会社は当該国の会計基準の規定に基づく

定額法を採用しております。 

 また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償

却資産については、３年均等償却としております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ)有形固定資産（リース資産を除く） 

         同左 

  

（会計方針の変更） 

 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に

伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、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。 

 これによる営業利益、経常利益および税金等調整

前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

        ―――――― 

  

（追加情報） 

 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。 

 これによる営業利益、経常利益および税金等調整

前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

        ―――――― 

  

        ―――――― 

  

（追加情報） 

 当社および国内連結子会社の機械装置については、

従来、耐用年数を主として10～13年としておりました

が、当連結会計年度より法人税法の改正を契機とし見

直しを行い、主として７～13年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、経常利益お

よ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。  



  

 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における記載から重要な変更がないので開示を省

略しております。  

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） 

(ロ)無形固定資産 

 鉱業権は生産高比例法、それ以外の無形固定資産

については定額法によっております。 

 ただし、平成18年３月期以前に取得したのれんに

ついては、５年均等償却としております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。 

(ロ)無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

        ―――――― 

           

  

  

  

  

  

  

  

        ―――――― 

(ハ)リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとし

て算定する方法によっております。 

   なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引および個々のリース資産に重要性が乏し

いと認められるリース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。  

 （会計方針の変更） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引について

 は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

 によっておりましたが、当連結会計年度より、「リ

 ース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号

 （平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

 平成19年３月30日改正））および「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

 第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適

 用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

 によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、

 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適

 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

 前当期純利益への影響は軽微であります。 

(3）重要な引当金の計上基準 

        ―――――― 

  

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ)不適切取引損失引当金 

    特定管理職社員の不適切取引を認識することによ

 り負担すると見込まれる損失額に基づき計上してお

 ります。  

        ―――――― 

  

 (ロ)受注損失引当金 

      受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結

会計年度末時点で将来の損失が確実に見込まれ、か

つ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なも

のについては、将来の損失見込額を計上しておりま

す。   



  

  

  

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

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） 

――――――  （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） 

  当連結会計年度より、「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。

 これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益およ

び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。

   



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

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） 

 １．非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資その他の資産   

投資有価証券（株式）   百万円739

 １．非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資その他の資産   

投資有価証券（株式） 百万円759

 ２．担保に供している資産 

    （百万円）

現金及び預金  170  (－)

たな卸資産  1,046  (781)

預け金  790  (－)

建物及び構築物  6,150  (4,561)

機械装置及び運搬具  19,079  (8,601)

土地  34,430  (28,371)

有形固定資産「その他」  147  (92)

投資有価証券  81  (－)

 計  61,896  (42,407)

 （ ）内は、財団を組成しているものの金額であ

り、内数で表示しております。 

同上の債務   （百万円）

買掛金    7

短期借入金    1,050

長期借入金(１年内返

済分を含む) 
  

 56,981

 ２．担保に供している資産 

    （百万円）

商品及び製品  999  (777)

預け金  1,876  (－)

建物及び構築物  5,454  (4,114)

機械装置及び運搬具  17,545  (8,614)

土地  33,478  (27,623)

有形固定資産「その他」  132  (81)

投資有価証券  67  (－)

 計  59,554  (41,211)

 （ ）内は、財団を組成しているものの金額であ

り、内数で表示しております。 

同上の債務   （百万円）

短期借入金    945

長期借入金(１年内返

済分を含む) 
  

 47,982

 ３．偶発債務 

 連結会社以外の会社の金融機関等からの借入等に対

し、債務保証を行っております。 

㈱三井三池製作所 百万円2,317

三井アルミニウム㈱ 百万円945

その他（４社） 百万円1,066

 計 百万円4,329

 ３．偶発債務 

 連結会社以外の会社の金融機関等からの借入等に対

し、債務保証を行っております。 

㈱三井三池製作所 百万円2,032

三井アルミニウム㈱ 百万円507

その他（３社） 百万円999

 計 百万円3,538



  

（連結損益計算書関係）

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） 

  減損損失 

 当連結会計年度において、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。 

用途 場所 種類 

減損損失の

金額 

（百万円） 

港湾運送事
業用資産 

福岡県 
大牟田市 

土地  46

不動産賃貸
事業用資産 

熊本県 
荒尾市他 

土地  78

非事業用資
産 

熊本県 
荒尾市他 

土地  604

非事業用資
産 

福岡県 
嘉麻市他 

土地  143

賃貸資産他 
札幌市 
中央区他 

建物及び構
築物、機械
装置及び運
搬具、土
地、有形固
定資産「そ
の他」、無
形固定資産
「その他」 

 110

その他のサ
ービス事業
用資産 

熊本県 
荒尾市他 

建物及び構
築物、機械
装置及び運
搬具、土
地、有形固
定資産「そ
の他」、無
形固定資産
「その他」 

 42

合計  1,026

  減損損失 

 当連結会計年度において、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。 

  

用途 場所 種類 

減損損失の

金額 

（百万円） 

不動産賃貸
事業用資産 

福岡県
大牟田市 

土地  9

非事業用資
産 

福岡県
大牟田市 

建物及び構
築物  24

非事業用資
産 

福岡県
北九州市 

機械装置及
び運搬具  180

その他のサ
ービス事業
用資産 

福岡県
大牟田市 

建物及び構
築物、機械
装置及び運
搬具、土
地、有形固
定資産「そ
の他」、無
形固定資産
「その他」 

 246

合計  461



  

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） 

※固定資産の種類ごとの減損損失の内訳 

 なお、当社グループは、事業の種類別セグメントを

基礎に、主として継続的に収支の把握を行っている管

理会計上の区分を単位として資産をグルーピングして

おります。また、非事業用資産については、個々の資

産単位で区分しております。 

 港湾運送事業用資産、不動産賃貸事業用資産および

非事業用資産については、一部譲渡予定の資産につ

き、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

なお、回収可能価額は、譲渡先との交渉等を勘案した

譲渡見込価額に基づく正味売却価額により測定してお

ります。また、一部の資産については、不動産鑑定評

価額に基づき回収可能価額を測定しております。 

 賃貸資産他については、賃貸借契約の終了等に伴い

処分することとしたため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額しております。なお、回収可能価額は、固定資

産税評価額や地価公示価格のほか、譲渡先との交渉等

を勘案した譲渡見込価額に基づく正味売却価額により

測定しております。 

 その他のサービス事業用資産については、事業撤退

を進めるにあたり、帳簿価額を回収可能価額まで減額

しております。なお、回収可能価額は、譲渡先との合

意に基づく正味売却価額により測定しております。 

建物及び構築物 48百万円 

機械装置及び運搬具 7百万円 

土地 962百万円 

有形固定資産「その他」 1百万円 

無形固定資産「その他」 5百万円 

※固定資産の種類ごとの減損損失の内訳 

 なお、当社グループは、事業の種類別セグメントを

基礎に、主として継続的に収支の把握を行っている管

理会計上の区分を単位として資産をグルーピングして

おります。また、非事業用資産については、個々の資

産単位で区分しております。 

 不動産賃貸事業用資産および非事業用資産について

は、一部譲渡予定の資産につき、帳簿価額を回収可能

価額まで減額しております。なお、回収可能価額は、

譲渡先との交渉等を勘案した譲渡見込価額に基づく正

味売却価額により測定しております。また、一部の資

産については、不動産鑑定評価額に基づき回収可能価

額を測定しております。 

 その他のサービス事業用資産については、事業撤退

を進めるにあたり、帳簿価額を回収可能価額まで減額

しております。なお、回収可能価額は、譲渡先との交

渉等を勘案した譲渡見込価額に基づく正味売却価額に

より測定しております。 

建物及び構築物   237百万円 

機械装置及び運搬具  207百万円 

土地    14百万円 

有形固定資産「その他」  2百万円 

無形固定資産「その他」  0百万円 



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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）増加20千株は単元未満株式の買取りによるものであり、減少５千株は単元未満株式の買増請求に応じたことによ

るものであります。 

２．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

   該当事項はありません。 

 （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注１）普通株式の増加26千株は単元未満株式の買取りによるものであり、減少９千株は単元未満株式の買増請求に

      応じたことによるものであります。 

  （注２）Ｂ種優先株式の増加40,000千株は、普通株式を対価とする取得請求権の行使によるものであり、減少40,000

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  230,716  －  －  230,716

Ｂ種優先株式  40,000  －  －  40,000

Ｃ種優先株式  68,000  －  －  68,000

合計  338,716  －  －  338,716

自己株式         

普通株式（注）  481  20  5  496

合計  481  20  5  496

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 

普通株式 

Ｂ種優先株式 

Ｃ種優先株式 

 

 

 

460

180

392

利益剰余金 

利益剰余金 

利益剰余金 

 

 

 

2.00

4.52

5.77

平成20年３月31日 

平成20年３月31日 

平成20年３月31日 

平成20年６月30日

平成20年６月30日

平成20年６月30日

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  230,716  71,633  －  302,349

Ｂ種優先株式  40,000  －  40,000  －

Ｃ種優先株式  68,000  －  28,000  40,000

合計  338,716  71,633  68,000  342,349

自己株式         

普通株式（注１）  496  26  9  513

Ｂ種優先株式（注２）   －  40,000  40,000  －

Ｃ種優先株式（注３）  －  28,000  28,000  －

合計  496  68,026  68,009  513



      千株は会社法第178条に基づく自己株式の消却によるものであります。 

  （注３）Ｃ種優先株式の増加28,000千株は、会社法第156条乃至第160条に基づく自己株式の取得によるものであり、

      減少28,000千株は会社法第178条に基づく自己株式の消却によるものであります。 

  

     ２．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

  

 （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 

普通株式 

Ｂ種優先株式 

Ｃ種優先株式 

     

   

   

460

180

392

利益剰余金 

利益剰余金 

利益剰余金 

      

      

      

2.00

4.52

5.77

平成20年３月31日 

平成20年３月31日 

平成20年３月31日 

平成20年６月30日

平成20年６月30日

平成20年６月30日

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 

普通株式 

Ｃ種優先株式 

     

 

603

239

 利益剰余金 

利益剰余金 

 

 

2.00

5.99

平成21年３月31日 

平成21年３月31日 

平成21年６月29日

平成21年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定  6,132

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △408

現金及び現金同等物  5,724

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

  

（平成21年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定  8,050

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △128

現金及び現金同等物  7,921



１．採用している退職給付制度の概要 

 当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度、適格退職年金制度を有しております。ま

た、一部の連結子会社は中小企業退職金共済制度に加入しております。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

  

  

３．退職給付費用に関する事項 

  

（退職給付関係）

  
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） 

 (1）退職給付債務（百万円）  △7,755  △7,204

 (2）年金資産（百万円）  641  503

 (3）未積立退職給付債務（1)＋(2）（百万円）  △7,113  △6,700

 (4）会計基準変更時差異の未処理額（百万円）  1,822  1,550

 (5）未認識数理計算上の差異（百万円）  124  171

 
(6）未認識過去勤務債務（債務の減額） 

（百万円） 
 △324  △270

 
(7）連結貸借対照表計上額純額 

（3)＋(4)＋(5)＋(6）(百万円) 
 △5,490  5,250

 (8）前払年金費用（百万円）  －  －

 (9）退職給付引当金（7)－(8）（百万円）  △5,490  △5,250

  
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） 

 (1）勤務費用（百万円）  438  501

 (2）利息費用（百万円）  111  115

 (3）期待運用収益（減算）（百万円）  △17  △3

 (4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  273  272

 (5）会計基準変更時差異の費用処理額（百万円）  25  29

 (6）過去勤務債務の費用処理額（百万円）  △53  △53

 (7）退職給付費用（1+2+3+4+5+6）（百万円）  778  862

 
(8）確定拠出年金制度への移行に伴う損益

（百万円） 
 －  －

 (9）その他（百万円）  11  10

   計  767  851



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  

  
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) 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2）割引率（％） 2.4 2.4  

(3）期待運用収益率（％） 0.02 0.02  

(4）過去勤務債務の額の処理年数 主として14年 同左 

(5）数理計算上の差異の処理年数 主として13年 

（各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間によ

る定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしておりま

す。） 

同左 

(6）会計基準変更時差異の処理年数 15年 同左 

（税効果会計関係）

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） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  （単位：百万円）

（繰延税金資産）   

退職給付引当金  2,233

貸倒引当金  192

連結会社間内部利益消去  1,750

繰越欠損金  15,685

その他  7,725

 繰延税金資産小計  27,588

評価性引当額  △19,783

 繰延税金資産合計  7,804

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金  △40

その他  △106

 繰延税金負債合計  △147

 繰延税金資産の純額  7,657

  （単位：百万円）

（繰延税金資産）   

退職給付引当金  2,131

貸倒引当金  104

連結会社間内部利益消去  1,735

繰越欠損金  10,318

その他  11,885

 繰延税金資産小計  26,175

評価性引当額  △19,289

 繰延税金資産合計  6,886

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金  △30

その他  △64

 繰延税金負債合計  △95

 繰延税金資産の純額  6,790



 （注）１．事業区分は事業運営体制を基礎とした取扱製商品の類似性等に基づく区分であります。 

２．各事業の主な製品等 

(1)石炭・コークス関連事業………石炭、コークス、石炭・コークス関連運輸荷役 

(2)石油関連事業……………………石油 

(3)総合エンジニアリング事業……化学装置・機器、一般産業用機器、プラント、セラミック、資源リサイクル

(4)その他事業………………………運輸荷役、建設工事等附帯事業、不動産販売・賃貸、ビルに関する清掃・警

備・設備管理、その他 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は当社の一般管理費であり、金額は4,409

百万円であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社の余資運用資金（現金および有価証

券）、短期・長期貸付金、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であり、金額は

31,226百万円であります。 

５．減価償却費には、のれん償却額および長期前払費用の償却費が含まれております。 

６．資本的支出には、長期前払費用が含まれております。 

７．当連結会計年度をもって、石油関連事業より撤退しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  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） 

  
石炭・コーク
ス関連事業 

(百万円) 

石油関連事業
(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) 

Ⅰ．売上高及び営業損益               

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  109,593 44,099 17,579 16,128  187,401  － 187,401

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高  95 1,226 1,041 376  2,739 (2,739) －

計  109,688 45,325 18,621 16,504  190,140 (2,739) 187,401

営業費用  96,258 45,238 17,135 15,805  174,438  1,719 176,158

営業利益  13,430 86 1,485 699  15,701 (4,458) 11,242

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損
失及び資本的支出               

 資産  73,917 1,636 13,096 26,107  114,758  25,780 140,538

減価償却費  3,141 5 524 436  4,107  2,092 6,200

減損損失  － 1 － 167  168  857 1,026

資本的支出  1,867 － 376 235  2,479  215 2,694



 （注）１．事業区分は事業運営体制を基礎とした取扱製商品の類似性等に基づく区分であります。 

２．各事業の主な製品等 

(1)石炭・コークス関連事業………石炭、コークス、石炭・コークス関連運輸荷役 

(2)総合エンジニアリング事業……化学装置・機器、一般産業用機器、プラント、セラミック、資源リサイクル

(3)その他事業………………………運輸荷役、建設工事等附帯事業、不動産販売・賃貸、ビルに関する清掃・警

備・設備管理、その他 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は当社の一般管理費であり、金額は2,530

百万円であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社の余資運用資金（現金および有価証

券）、短期・長期貸付金、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であり、金額は

33,720百万円であります。 

５．減価償却費には、長期前払費用の償却費が含まれております。 

６．資本的支出には、長期前払費用が含まれております。 

  

  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） 

  
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) 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  165,483 13,527 12,311 191,322  － 191,322

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高  46 956 339 1,341 (1,341) －

計  165,529 14,483 12,651 192,664 (1,341) 191,322

営業費用  151,771 13,703 12,541 178,016  1,149 179,165

営業利益  13,757 780 110 14,648 (2,491) 12,157

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損
失及び資本的支出             

 資産  76,721 9,450 23,552 109,724  28,711 138,435

減価償却費  3,648 355 402 4,405  110 4,516

減損損失  － 180 255 436  24 461

資本的支出  2,752 368 295 3,416  462 3,879



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） 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的な近接度によっております。 

２．日本以外の地域に属する主な国または地域 

アジア…………シンガポール 

オセアニア……オーストラリア 

３．アジアの連結子会社は、当連結会計年度中に株式を売却したことにより、連結の範囲から除外しておりま

す。 

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別情報の記載を省略

しております。 

  

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） 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的な近接度によっております。 

２．日本以外の地域に属する主な国または地域 

北米…………米国 

アジア………シンガポール、韓国、インド、台湾、タイ、中国、マレーシア、インドネシア 

欧州…………イタリア、ドイツ、英国、フランス、デンマーク、ギリシャ、モナコ、オランダ、スイス 

その他………ブラジル、オーストラリア 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
オセアニア
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  158,250  28,373  777  187,401  －  187,401

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 2,886  3,943  －  6,830  (6,830)  －

計  161,136  32,317  777  194,231  (6,830)  187,401

営業費用  145,524  32,270  783  178,578  (2,420)  176,158

営業利益  15,611  46 (6)  15,652  (4,409)  11,242

Ⅱ．資産  127,317  －  914  128,231  12,306  140,538

ｃ．海外売上高

  北米 アジア 欧州 その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  4,380  35,390  3,165  740  43,676

Ⅱ．連結売上高（百万円）                          187,401

Ⅲ．連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 2.3  18.9  1.7  0.4  23.3



（注）１．１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。 

（注）２．１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後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。 

  

（開示の省略） 

  リース取引、関連当事者との取引、有価証券およびデリバティブ取引に関する注記事項については、決算短信におけ

る開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。  

（１株当たり情報）

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） 

１株当たり純資産額 円 51.34

１株当たり当期純利益金額 円 33.36

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
円 19.49

１株当たり純資産額 円 72.09

１株当たり当期純利益金額 円 6.67

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
  円 5.07

  
前連結会計年度末
（平成20年３月31日) 

当連結会計年度末
（平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額        （百万円）  39,460  31,998

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  27,639  10,239

（うち、普通株式を対価とする取得請求権付Ｂ種

優先株式払込金額） 
 (10,000)  (－)

（うち、普通株式を対価とする取得請求権付Ｃ種

優先株式払込金額） 
 (17,000)  (10,000)

（うち、Ｂ種優先配当の額）  (180)  (－)

（うち、Ｃ種優先配当の額）  (392)  (239)

（うち、少数株主持分）  (66)  (－)

普通株式に係る期末の純資産額   （百万円）  11,820  21,758

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） 
 230,219,322  301,835,830

  
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) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益           （百万円）  8,254  2,014

普通株主に帰属しない金額    （百万円）  573  239

（うち、Ｂ種優先配当の額）  (180)  (－)

（うち、Ｃ種優先配当の額）  (392)  (239)

普通株式に係る当期純利益    （百万円）  7,681  1,775

期中平均株式数           （株）  230,226,099  265,929,702

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額        （百万円）  573  239

（うち、Ｂ種優先配当の額）  (180)  (－)

（うち、Ｃ種優先配当の額）  (392)  (239)

普通株式増加数           （株）  193,409,740  131,864,034

（うち、普通株式を対価とする取得請求権付Ｂ

種優先株式） 
 (71,633,236)  (35,914,746)

（うち、普通株式を対価とする取得請求権付Ｃ

種優先株式） 
 (121,776,504)  (95,949,288)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

―――――― ―――――― 



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 2,282 4,769

受取手形 143 60

売掛金 11,528 5,756

たな卸資産 15,988 24,511

前渡金 1 －

前払費用 133 115

未収入金 476 884

差入保証金 563 0

繰延税金資産 3,635 384

預け金 790 1,876

その他 568 306

貸倒引当金 △8 △378

流動資産合計 36,104 38,287

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,959 1,866

構築物 5,270 5,128

機械及び装置 26,336 24,652

船舶 43 39

車両運搬具 56 39

工具、器具及び備品 194 182

土地 42,848 41,998

建設仮勘定 106 725

有形固定資産合計 76,816 74,631

無形固定資産   

ソフトウエア 172 531

リース資産 － 2

その他 99 14

無形固定資産合計 271 549

投資その他の資産   

投資有価証券 361 350

関係会社株式 3,228 2,865

出資金 4 4

従業員に対する長期貸付金 3 3

関係会社長期貸付金 3,789 3,790

破産更生債権等 0 0

長期前払費用 1,182 1,174

繰延税金資産 1,771 4,245

その他 1,229 996

貸倒引当金 △1,527 △1,038

投資その他の資産合計 10,042 12,392

固定資産合計 87,130 87,573

資産合計 123,235 125,860



（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 2,530 7,530

買掛金 13,128 10,203

短期借入金 615 10,143

1年内返済予定の長期借入金 6,549 6,549

リース債務 － 0

未払金 2,808 5,039

未払費用 2,616 1,711

未払法人税等 102 127

前受金 154 288

預り金 1,386 979

賞与引当金 625 579

関係会社整理損失引当金 1,019 1,476

不適切取引損失引当金 － 4,417

受注損失引当金 － 850

その他 578 175

流動負債合計 32,113 50,075

固定負債   

長期借入金 46,134 38,208

リース債務 － 1

退職給付引当金 4,294 4,191

役員退職慰労引当金 90 108

債務保証損失引当金 133 －

長期環境整備引当金 2,703 2,703

その他 155 98

固定負債合計 53,510 45,311

負債合計 85,623 95,386

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,000 7,000

資本剰余金   

資本準備金 6,845 1,750

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 6,846 1,750

利益剰余金   

利益準備金 3 3

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 23,924 21,860

利益剰余金合計 23,927 21,863

自己株式 △87 △92

株主資本合計 37,686 30,520

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31 34

繰延ヘッジ損益 △106 △81

評価・換算差額等合計 △74 △47

純資産合計 37,611 30,473

負債純資産合計 123,235 125,860



（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 135,013 170,393

売上原価 116,115 152,335

売上総利益 18,897 18,058

販売費及び一般管理費 9,524 6,459

営業利益 9,372 11,598

営業外収益   

受取利息 269 222

受取配当金 289 191

固定資産貸与料 39 37

為替差益 15 －

その他 123 92

営業外収益合計 737 545

営業外費用   

支払利息 1,935 1,724

為替差損 － 308

その他 544 929

営業外費用合計 2,479 2,962

経常利益 7,630 9,181

特別利益   

固定資産売却益 637 645

関係会社株式売却益 － 1,495

関係会社貸倒引当金等取崩益 573 23

受取和解金 700 －

移転補償金 － 338

その他 540 84

特別利益合計 2,452 2,586

特別損失   

不適切取引損失 － 5,912

固定資産売却損 93 124

固定資産除却損 118 239

関係会社株式評価損 380 －

関係会社貸倒引当金等繰入額 56 830

減損損失 983 214

その他 277 831

特別損失合計 1,909 8,152

税引前当期純利益 8,173 3,615

法人税、住民税及び事業税 28 24

法人税等調整額 191 758

法人税等合計 219 782

当期純利益 7,954 2,832



（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 7,000 7,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,000 7,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,845 6,845

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － △5,095

当期変動額合計 － △5,095

当期末残高 6,845 1,750

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － 5,095

自己株式の処分 0 0

自己株式の消却 － △5,096

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 0 －

資本剰余金合計   

前期末残高 6,846 6,846

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － －

自己株式の処分 0 0

自己株式の消却 － △5,096

当期変動額合計 0 △5,096

当期末残高 6,846 1,750

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3 3

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3 3

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 15,970 23,924

当期変動額   

剰余金の配当 － △1,033

当期純利益 7,954 2,832

自己株式の消却 － △3,863

当期変動額合計 7,954 △2,064

当期末残高 23,924 21,860



（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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 15,973 23,927

当期変動額   

剰余金の配当 － △1,033

当期純利益 7,954 2,832

自己株式の消却 － △3,863

当期変動額合計 7,954 △2,064

当期末残高 23,927 21,863

自己株式   

前期末残高 △82 △87

当期変動額   

自己株式の処分 0 1

自己株式の取得 △5 △8,966

自己株式の消却 － 8,960

当期変動額合計 △4 △4

当期末残高 △87 △92

株主資本合計   

前期末残高 29,736 37,686

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － －

剰余金の配当 － △1,033

当期純利益 7,954 2,832

自己株式の処分 1 1

自己株式の取得 △5 △8,966

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 7,949 △7,165

当期末残高 37,686 30,520

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 46 31

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 3

当期変動額合計 △14 3

当期末残高 31 34

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △87 △106

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 24

当期変動額合計 △19 24

当期末残高 △106 △81

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △41 △74

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33 27

当期変動額合計 △33 27

当期末残高 △74 △47



（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) 

純資産合計   

前期末残高 29,695 37,611

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － －

剰余金の配当 － △1,033

当期純利益 7,954 2,832

自己株式の処分 1 1

自己株式の取得 △5 △8,966

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33 27

当期変動額合計 7,916 △7,137

当期末残高 37,611 30,473



  役員の異動 

   該当事項はありません。    

     

６．その他
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