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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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10,000百万円等を期末の純
資産から差引いて計算しております。 
 

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 23,585 △50.4 1,226 △86.4 706 △91.3 518 △94.0

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

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

22年3月期第1四半期 1.72 1.39
21年3月期第1四半期 37.23 20.23

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

22年3月期第1四半期 128,745 31,597 24.5 71.56
21年3月期 138,435 31,998 23.1 72.09

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  31,597百万円 21年3月期  31,998百万円

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  

※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

（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

21年3月期 ― ― ― 2.00 2.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成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）

（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

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) 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．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、上記予想は平成21年５月15日公表の業績予想から変更ありません。 

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） 22年3月期第1四半期 302,349,449株 21年3月期  302,349,449株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  516,041株 21年3月期  513,619株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 301,834,860株 21年3月期第1四半期 230,218,652株



  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22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。 

  

種類株式の配当の状況

  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 

Ｃ種優先株式           

 21年３月期 － － －  5.99  5.99

 22年３月期 － ――― ――― ――― 
未定 

 22年３月期（予想） ―――    － － 未定 



  当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、企業収益や設備投資

は大幅な減少が続いておりますが、輸出と生産は持ち直しており、景気は改善の兆しが見られるものの、先行きにつ

いては依然不透明なまま推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループは、当社の主力事業であるコークス事業において、コークス製品の販売価格

が下落したことに加え、鉄鋼メーカーが大幅な減産を実施した影響によるコークス需要の減少などから、当社北九州

事業所のコークス生産設備の一部を休止するなど、極めて厳しい経営環境に直面いたしました。  

 この結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、前年同期比239億３千７百万円減少の235

億８千５百万円、営業利益は、前年同期比77億９千６百万円減少の12億２千６百万円、経常利益は、前年同期比73億

７千２百万円減少の７億６百万円、四半期純利益は、前年同期比80億５千２百万円減少の５億１千８百万円となりま

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、前述の理由などにより、売上高は、前年同期比223億５千２百万円減少

の205億９千８百万円、営業利益は前年同期比82億５千６百万円減少の18億１百万円となりました。 

 総合エンジニアリング事業につきましては、ユーザーの設備投資抑制による受注減などにより、売上高は前年同期

比10億６千８百万円減少の19億３千４百万円、営業利益は前年同期比１千１百万円減少の５千５百万円となりまし

た。 

 その他事業につきましては、当社が、連結子会社であったサンコーコンサルタント株式会社株式の全部を売却した

ことに伴い、同社が連結の範囲から除外されたことなどにより、売上高は前年同期比５億１千６百万円減少の10億５

千３百万円となり、３百万円の営業損失（前年同期は４億８千６百万円の損失）となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前述の連結除外などにより、1,287億４千５百万円となり、前連結会計

年度末に比べ96億９千万円減となりました。増減の主なものは、現金及び預金の減少33億６千８百万円、受取手形及

び売掛金の減少28億５千８百万円、原材料及び貯蔵品の減少15億５千７百万円、投資その他の資産「その他」の減少

10億２千万円等であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債も同様に、前述の連結除外などにより、971億４千７百万円となり、前連結会

計年度末に比べ92億８千９百万円減となりました。増減の主なものは、支払手形及び買掛金の減少94億１千万円、流

動負債「その他」の減少８億４千６百万円、不適切取引損失引当金の減少７億８千９百万円、受注損失引当金の減少

６億円、短期借入金の増加42億２千７百万円等であります。   

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金による配当を行ったことなどにより、前連結会計年度末に比

べ４億円減少の315億９千７百万円となりました。 

 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1.4ポイント好転の24.5％となり

ました。 

  

 平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

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



 該当事項はありません。 

 なお、重要な子会社には該当いたしませんが、連結子会社であったサンコーコンサルタント株式会社は、当第

１四半期連結会計期間において当社が所有する同社株式の全部を売却したため、連結の範囲から除外しておりま

す。  

  

①簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 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を使用して算定しております。 

  

棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

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。 

  

 ・会計処理基準に関する事項の変更 

  工期１年を超え、かつ、原則として５億円以上の請負工事の収益計上基準については工事進行基準を、その他

 の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号

 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12

 月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１

 四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の

 進捗率の見積もりは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

  これによる売上高、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。 

  

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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,681 8,050

受取手形及び売掛金 6,983 9,842

商品及び製品 17,064 17,750

仕掛品 1,612 1,551

原材料及び貯蔵品 5,722 7,279

その他 4,199 4,016

貸倒引当金 △13 △217

流動資産合計 40,250 48,272

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 59,382 58,921

減価償却累計額 △33,499 △32,989

機械装置及び運搬具（純額） 25,883 25,931

土地 43,170 43,448

その他 22,313 23,424

減価償却累計額 △13,471 △14,296

その他（純額） 8,841 9,127

有形固定資産合計 77,895 78,508

無形固定資産   

その他 656 729

無形固定資産合計 656 729

投資その他の資産   

その他 9,984 11,004

貸倒引当金 △41 △78

投資その他の資産合計 9,942 10,925

固定資産合計 88,494 90,163

資産合計 128,745 138,435



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,821 20,231

短期借入金 25,390 21,163

未払法人税等 137 192

賞与引当金 395 884

関係会社整理損失引当金 927 1,406

不適切取引損失引当金 3,628 4,417

受注損失引当金 250 850

その他 6,964 7,811

流動負債合計 48,515 56,956

固定負債   

社債 200 208

長期借入金 40,108 40,503

退職給付引当金 4,814 5,250

役員退職慰労引当金 200 210

環境対策引当金 2,703 2,703

その他 605 604

固定負債合計 48,632 49,480

負債合計 97,147 106,437

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,000 7,000

資本剰余金 1,750 1,750

利益剰余金 22,830 23,156

自己株式 △92 △92

株主資本合計 31,488 31,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22 14

繰延ヘッジ損益 △98 △81

為替換算調整勘定 185 252

評価・換算差額等合計 109 184

純資産合計 31,597 31,998

負債純資産合計 128,745 138,435



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 47,523 23,585

売上原価 36,157 20,776

売上総利益 11,365 2,809

販売費及び一般管理費 2,342 1,582

営業利益 9,022 1,226

営業外収益   

受取利息 60 36

為替差益 － 63

デリバティブ評価益 45 －

その他 36 71

営業外収益合計 142 171

営業外費用   

支払利息 495 390

為替差損 291 －

その他 300 300

営業外費用合計 1,086 691

経常利益 8,078 706

特別利益   

投資有価証券売却益 1,302 1

その他 87 4

特別利益合計 1,390 6

特別損失   

固定資産売却損 24 4

賃貸借契約解約損 － 165

その他 4 48

特別損失合計 29 218

税金等調整前四半期純利益 9,439 493

法人税、住民税及び事業税 100 91

法人税等調整額 776 △116

法人税等合計 877 △24

少数株主損失（△） △8 －

四半期純利益 8,570 518



 該当事項はありません。 

  

 前第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）  

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

 前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30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、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

   

 前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30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。  

   

 該当事項はありません。 

   

（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  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（又は営業損失）  10,058  67 (486)  9,638  (616)  9,022

  
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  20,598  1,934  1,053  23,585  －  23,585

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 9  494  41  545  (545)  －

計  20,607  2,428  1,094  24,130  (545)  23,585

営業利益（又は営業損失）  1,801  55 (3)  1,853  (627)  1,226

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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