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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 47,718 △54.5 2,122 △83.6 1,233 △89.4 999 △92.7

21年3月期第2四半期 104,767 ― 12,956 ― 11,597 ― 13,629 ―

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2四半期 3.31 2.68
21年3月期第2四半期 59.20 32.30

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2四半期 121,725 31,923 26.2 72.63
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2四半期  31,923百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

22年3月期 ― 0.00

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 89,500 △53.2 4,200 △65.5 2,300 △73.6 2,000 △0.7 5.90



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10月23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2四半期 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2四半期  517,981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2四半期 301,833,836株 21年3月期第2四半期 230,216,117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２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、昨年秋の米国発金融

危機に端を発した世界同時不況の影響により、企業収益や設備投資の大幅な減少が続き、雇用情勢の悪化に歯止めが

かからず、政府の景気対策により、生産面では一部持ち直しの兆しがみられたものの、全般的には厳しい状況が続き

ました。 

 このような状況のもと、当社グループは、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２四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570億４千８百万円減少の477

億１千８百万円、営業利益は、前年同期比108億３千４百万円減少の21億２千２百万円、経常利益は、前年同期比103

億６千４百万円減少の12億３千３百万円、四半期純利益は、前年同期比126億３千万円減少の９億９千９百万円とな

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529億４千９百万円減少

の408億４千２百万円、営業利益は、前年同期比113億５千９百万円減少の31億３千２百万円となりました。 

 総合エンジニアリング関連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23億１千万円減少の47億２千万円、営業利益は、前年同期比２億６千７百万円減少の１億６千７百万円とな

りました。 

 その他の事業につきましては、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17億８千９百万円減少の21億５千５百

万円、営業利益は３千３百万円（前年同期は６億５千６百万円の損失）となりました。  

  

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、1,217億２千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ167億１千万円減

となりました。増減の主なものは、商品及び製品の減少69億１千４百万円、現金及び預金の減少35億１千９百万円、

受取手形及び売掛金の減少21億６千８百万円、流動資産「その他」の減少９億８千万円等であります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、898億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ166億３千４百万円減とな

りました。増減の主なものは、支払手形及び買掛金の減少105億３千２百万円、流動負債「その他」の減少37億７千

４百万円等であります。 

 当第２四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、７千５百万円減少の319億２千３百万円となりました。 

 また、当第２四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3.1ポイント好転の26.2％となり

ました。 

  

  

 平成21年10月23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、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については、当第２四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。  

  

・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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,530 8,050

受取手形及び売掛金 7,673 9,842

商品及び製品 10,835 17,750

仕掛品 1,564 1,551

原材料及び貯蔵品 6,484 7,279

その他 3,036 4,016

貸倒引当金 △14 △217

流動資産合計 34,110 48,272

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 59,401 58,921

減価償却累計額 △34,233 △32,989

機械装置及び運搬具（純額） 25,168 25,931

土地 42,746 43,448

その他 22,295 23,424

減価償却累計額 △13,386 △14,296

その他（純額） 8,908 9,127

有形固定資産合計 76,823 78,508

無形固定資産   

その他 659 729

無形固定資産合計 659 729

投資その他の資産   

その他 10,173 11,004

貸倒引当金 △41 △78

投資その他の資産合計 10,132 10,925

固定資産合計 87,615 90,163

資産合計 121,725 138,435



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 9,698 20,231

短期借入金 10,950 21,163

未払法人税等 181 192

賞与引当金 764 884

関係会社整理損失引当金 912 1,406

不適切取引損失引当金 2,988 4,417

受注損失引当金 176 850

その他 4,036 7,811

流動負債合計 29,710 56,956

固定負債   

社債 200 208

長期借入金 51,492 40,503

退職給付引当金 4,888 5,250

役員退職慰労引当金 199 210

環境対策引当金 2,703 2,703

その他 608 604

固定負債合計 60,092 49,480

負債合計 89,802 106,437

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 23,311 23,156

自己株式 △92 △92

株主資本合計 31,968 31,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27 14

繰延ヘッジ損益 △99 △81

為替換算調整勘定 26 252

評価・換算差額等合計 △45 184

純資産合計 31,923 31,998

負債純資産合計 121,725 138,435



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 104,767 47,718

売上原価 86,992 42,564

売上総利益 17,775 5,153

販売費及び一般管理費 4,818 3,031

営業利益 12,956 2,122

営業外収益   

受取利息 124 72

為替差益 － 231

その他 154 154

営業外収益合計 279 457

営業外費用   

支払利息 944 781

その他 694 566

営業外費用合計 1,638 1,347

経常利益 11,597 1,233

特別利益   

固定資産売却益 － 53

投資有価証券売却益 1,302 －

その他 321 9

特別利益合計 1,623 63

特別損失   

訴訟関連損失 571 －

賃貸借契約解約損 － 165

その他 99 223

特別損失合計 671 389

税金等調整前四半期純利益 12,549 906

法人税、住民税及び事業税 152 90

法人税等調整額 △1,227 △183

法人税等合計 △1,075 △92

少数株主損失（△） △4 －

四半期純利益 13,629 999



 該当事項はありません。 

  

     前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）  

  

     当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）  

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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  93,792  7,030  3,944  104,767  －  104,767

  (2）セグメント間の内部売上高
又は振替高  27  418  192  638  (638)  －

計  93,819  7,449  4,136  105,406  (638)  104,767

 営業利益（又は営業損失）  14,491  434 (656)  14,269  (1,313)  12,956

  
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  40,842  4,720  2,155  47,718  －  47,718

  (2）セグメント間の内部売上高
又は振替高  22  685  81  788  (788)  －

計  40,865  5,406  2,236  48,507  (788)  47,718

 営業利益  3,132  167 33  3,332  (1,209)  2,122

〔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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