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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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3四半期 67,883 △55.4 2,917 △83.1 1,531 △89.6 1,340 △90.5

21年3月期第3四半期 152,113 ― 17,234 ― 14,771 ― 14,043 ―

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3四半期 4.44 3.59
21年3月期第3四半期 55.25 34.61

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3四半期 122,827 32,255 26.3 73.73
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3四半期  32,255百万円 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  有  

※配当予想については、本日（平成22年２月５日）公表の「業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。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）

2.00 2.00

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  有  
 

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 94,500 △50.6 5,300 △56.4 3,500 △59.8 3,900 93.6 12.20



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21年10月23日に公表いたしました業績予想数値を修正しております。詳細につきましては、本日（平成22年２月５日）公表の「業績予想の修正なら
びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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。 

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3四半期 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3四半期  519,585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3四半期 301,832,884株 21年3月期第3四半期 254,178,035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 ： 有 

    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。そのた 

      め、優先配当の基準日である平成22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。 

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 － －  － ――― 

 5.47
 22年３月期（予想） ――― ――― ―――  5.47



 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、輸出はアジア向けを

中心に増加し、緊急経済対策の効果もあり、生産は持ち直しているものの、自律性に乏しく、失業率が高水準にある

など、依然として厳しい状況にありました。 

 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３四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842億３千万円減少の678億８

千３百万円、営業利益は、前年同期比143億１千７百万円減少の29億１千７百万円、経常利益は、前年同期比132億４

千万円減少の15億３千１百万円、四半期純利益は、前年同期比127億２百万円減少の13億４千万円となりました。 

  

 （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772億８千万円減少の573

億９千６百万円、営業利益は、前年同期比149億１千１百万円減少の43億１千９百万円となりました。 

 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36億７千１百万円減少の71億５千３百万円、営業利益は、前年同期比４億４千４百万円減少の１億９千２百

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32億７千８百万円減少の33億３千２百

万円、営業利益は１億８百万円（前年同期は６億９千８百万円の損失）となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、1,228億２千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ156億８百万円減

となりました。増減の主なものは、商品及び製品の減少76億９千４百万円、現金及び預金の減少36億１千万円、受取

手形及び売掛金の減少23億７千９百万円等であります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、905億７千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ158億６千５百万円減

となりました。増減の主なものは、短期借入金の減少100億８千２百万円、支払手形及び買掛金の減少94億２千３百

万円、不適切取引損失引当金の減少26億２千７百万円、流動負債「その他」の減少25億８千６百万円、長期借入金の

増加110億６千６百万円等であります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、当四半期純利益などにより、前連結会計年度末に比べ、２億５千６百万

円増加の322億５千５百万円となりました。 

 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3.2ポイント好転の26.3％となり

ました。 

  

 本日公表の「業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」のとおりであります。  

  

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の算定方法 

  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。 

  

 棚卸資産の評価方法 

  当第３四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、第２四半期連結会計期間末の

 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３四半

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,439 8,050

受取手形及び売掛金 7,462 9,842

商品及び製品 10,055 17,750

仕掛品 1,666 1,551

原材料及び貯蔵品 7,761 7,279

その他 4,237 4,016

貸倒引当金 △22 △217

流動資産合計 35,602 48,272

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 59,580 58,921

減価償却累計額 △35,143 △32,989

機械装置及び運搬具（純額） 24,436 25,931

土地 42,692 43,448

その他 22,697 23,424

減価償却累計額 △13,475 △14,296

その他（純額） 9,222 9,127

有形固定資産合計 76,351 78,508

無形固定資産   

その他 629 729

無形固定資産合計 629 729

投資その他の資産   

その他 10,285 11,004

貸倒引当金 △41 △78

投資その他の資産合計 10,243 10,925

固定資産合計 87,225 90,163

資産合計 122,827 138,435



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,807 20,231

短期借入金 11,080 21,163

未払法人税等 78 192

賞与引当金 387 884

関係会社整理損失引当金 912 1,406

不適切取引損失引当金 1,790 4,417

受注損失引当金 － 850

その他 5,224 7,811

流動負債合計 30,281 56,956

固定負債   

社債 200 208

長期借入金 51,570 40,503

退職給付引当金 4,916 5,250

役員退職慰労引当金 211 210

環境対策引当金 2,703 2,703

その他 690 604

固定負債合計 60,291 49,480

負債合計 90,572 106,437

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 23,653 23,156

自己株式 △93 △92

株主資本合計 32,310 31,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19 14

繰延ヘッジ損益 △75 △81

為替換算調整勘定 0 252

評価・換算差額等合計 △55 184

純資産合計 32,255 31,998

負債純資産合計 122,827 138,435



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 152,113 67,883

売上原価 128,098 60,484

売上総利益 24,015 7,398

販売費及び一般管理費 6,780 4,480

営業利益 17,234 2,917

営業外収益   

受取利息 174 103

為替差益 － 256

固定資産賃貸料 77 －

助成金収入 － 130

その他 124 82

営業外収益合計 376 572

営業外費用   

支払利息 1,476 1,162

為替差損 571 －

その他 792 796

営業外費用合計 2,839 1,958

経常利益 14,771 1,531

特別利益   

固定資産売却益 － 141

投資有価証券売却益 1,302 －

その他 420 11

特別利益合計 1,722 153

特別損失   

訴訟関連損失 571 －

賃貸借契約解約損 － 165

その他 268 348

特別損失合計 840 514

税金等調整前四半期純利益 15,654 1,170

法人税、住民税及び事業税 161 94

法人税等調整額 1,449 △265

法人税等合計 1,611 △170

少数株主損失（△） △0 －

四半期純利益 14,043 1,340



 該当事項はありません。 

  

 前第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）  

  

     当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

  

 前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12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、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

  

 前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12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。  

  

 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  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（又は営業損失）  19,230  636 (698)  19,169  (1,934)  17,234

  
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  57,396  7,153  3,332  67,883  －  67,883

  (2）セグメント間の内部売上高
又は振替高  30  807  138  976  (976)  －

計  57,427  7,960  3,471  68,859  (976)  67,883

 営業利益  4,319  192  108  4,620  (1,702)  2,917

〔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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