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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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（22年３月期7,000百万円  
21年３月期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。詳細は、28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 ％

22年3月期 94,921 △50.4 5,941 △51.1 4,177 △52.1 4,818 139.1
21年3月期 191,322 2.1 12,157 8.1 8,715 △5.6 2,014 △75.6

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 ％ ％ ％

22年3月期 15.46 12.91 15.1 3.3 6.3
21年3月期 6.67 5.07 5.6 6.2 6.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 118,281 31,884 27.0 81.94
21年3月期 138,435 31,998 23.1 72.09

（参考） 自己資本   22年3月期  31,884百万円 21年3月期  31,998百万円

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

22年3月期 4,208 △2,651 △5,103 4,384
21年3月期 12,194 △837 △9,037 7,921

2.  配当の状況 

（注）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
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 2.00 2.00 603 30.0 3.2
22年3月期 ― ― ― 2.00 2.00 603 12.9 2.6

23年3月期 
（予想）

― ― ― 2.00 2.00 6.8

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）上記「連結業績予想」については、主力のコークス事業において、原料炭価格が第１四半期しか確定していないため、暫定値であります。また、「１株
当たり当期純利益」（通期）の算定においては、優先株式の予想配当額を予想当期純利益から差引いて計算しております。なお、優先配当については、優
先株式の要項に基づく所定の算式による金額となりますが、現時点においては算定の基礎となる数値が確定していないため、平成22年３月期と同額を予
想配当額としております。 

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 
連結累計期間

65,100 36.4 5,800 173.3 4,800 289.3 6,000 500.5 19.88

通期 132,500 39.6 10,900 83.5 8,500 103.5 9,000 86.8 29.31



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株あたり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28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） 22年3月期 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  521,435株 21年3月期  513,619株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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（22年３月期7,000百万円  
21年３月期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) 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 ％

22年3月期 84,208 △50.6 5,588 △51.8 3,434 △62.6 5,513 94.6
21年3月期 170,393 26.2 11,598 23.7 9,181 20.3 2,832 △64.4

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

22年3月期 17.76 14.78
21年3月期 9.75 7.12

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 110,605 31,339 28.3 80.13
21年3月期 125,860 30,473 24.2 67.04

（参考） 自己資本 22年3月期  31,339百万円 21年3月期  30,473百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

（注）上記「個別業績予想」については、主力のコークス事業において、原料炭価格が第１四半期しか確定していないため、暫定値であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 

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

59,300 37.5 5,500 147.9 4,500 327.3 3,500 292.7 11.60

通期 119,800 42.3 10,100 80.7 7,700 124.2 6,400 16.1 20.70



 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）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 百万円 

Ｃ種優先株式             

 21年３月期 － － －  5.99  5.99  239

 22年３月期 － －        －        5.47  5.47  153

 23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、一昨年秋以降の世界同時不況の影響により、期前半においては、企業収益の悪化や設

備投資が大幅に縮小するなど厳しい状況が続いておりましたが、期後半に入り、輸出や生産が持ち直し、設備投資も

下げ止まり傾向を見せるなど一部に改善の兆しが見られました。  

このような状況のもと、当社グループは、鉄鋼メーカーの大幅減産に伴うコークス需要の減少により、コークス生

産設備の一部休止や従業員の一時休業を実施するなど厳しい経営環境に直面いたしました。 

期後半には、輸出向けを中心に鉄鋼生産が持ち直し、昨年末以降コークスの需要も回復してまいりましたが、当期

の連結売上高は、コークス販売数量の減少や価格の大幅下落、石炭販売数量の大幅減少などにより、前期比964億１

百万円減少の949億２千１百万円となり、前期のほぼ半減となる大幅減収となりました。 

利益面でも、連結営業利益は、前期比62億１千５百万円減少の59億４千１百万円、連結経常利益は、前期比45億３

千７百万円減少の41億７千７百万円となり、前期のほぼ半減となる大幅減益となりました。 

特別損益につきましては、固定資産売却益など特別利益８億５百万円に対し、土地の減損損失など特別損失14億６

千８百万円を計上いたしました。なお、特別損益は、不適切な石炭取引による損失見込など多額の特別損失を計上し

た前期に比べ大幅に好転しております。 

これに加え、当期は、繰延税金資産を計上したことに伴う法人税等調整額の増益効果もあって、連結当期純利益

は、前期比28億３百万円増加の48億１千８百万円となりました。  

  

事業の種類別セグメントの概況 

①石炭・コークス関連事業 

コークス事業につきましては、一昨年秋以降の世界同時不況の影響を受け、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により、需要が急減し、当社は、昨年４月から北九州事業所のコークス生産

設備を一部休止するなど厳しい状況が続きました。期後半には輸出向けを中心に鉄鋼生産が持ち直し、昨年末以降コ

ークス需要も回復してまいりましたので、本年１月までに生産設備の休止措置を順次解除し、販売状況も改善してま

いりましたが、通期の当社グループの販売数量は、163万４千トン（前期比23万５千トン減少）にとどまりました。

また、需要の低迷から、販売価格は大幅に下落し、大幅な減収となりました。 

石炭事業につきましては、ユーザー各社の需要に回復が見られず、当社グループの販売量は、146万６千トン（前

期比208万１千トン減少）に落ち込み、大幅な減収となりました。 

この結果、石炭・コークス関連事業の連結売上高は、789億２千９百万円（前期比865億５千３百万円減少）とな

り、連結営業利益は、71億８千４百万円（前期比65億７千２百万円減少）となりました。 

  

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、ユーザー各社の設備投資の大幅な減少により、大幅な減収となりました。 

資源リサイクル事業につきましては、企業の生産活動の縮小に伴う廃棄物の減少により取扱数量が減少し、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連結売上高は、112億２千２百万円（前期比23億５百万円減少）となり、

連結営業利益は５億９千２百万円（前期比１億８千８百万円減少）となりました。 

   

③その他事業 

港湾運送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、昨年４月に連結子会社のサンコーコンサルタント株式会社を売却したことで、その他事業は大幅な減収と

なりました。なお、利益面では連結子会社の営業損益が改善し、増益となりました。 

この結果、その他事業の連結売上高は、47億６千９百万円（前期比75億４千２百万円減少）となり、連結営業利益

は３億３千４百万円（前期比２億２千３百万円増加）となりました。 

    

１．経営成績



【次期の見通し】 

 次期の業績の見通しにつきましては、当社の中核であるコークス事業の原料炭価格が、サプライヤーとの交渉の結

果、４月～６月積までしか決定していないため、７月以降については、原料炭価格およびコークス販売価格ともに第

１四半期と同価格レベルとの前提で算定した、現時点での暫定的な数値として公表いたしております。  

  

(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、1,182億８千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ201億５千４百万円減となり

ました。増減の主なものは、商品及び製品の減少85億２千６百万円、現金及び預金の減少35億４千万円、売掛金の減

少25億５千６百万円等であります。 

 当連結会計年度末の負債は、863億９千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ200億４千万円減となりました。

増減の主なものは、長期借入金の減少307億９千５百万円、支払手形の減少49億３千万円、買掛金の減少34億４百万

円、不適切取引損失引当金の減少37億１千２百万円、流動負債「その他」の減少31億６千９百万円、短期借入金の増

加278億３千４百万円等であります。 

 当連結会計年度末の純資産は、為替換算調整勘定の減少や当期純利益の増加等により、前連結会計年度末に比べ、

１億１千３百万円減少の318億８千４百万円となりました。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3.9ポイント増加の27.0％になりました。 

  

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35億３千６

百万円減少の43億８千４百万円となりました。 

 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、42億８百万円（前年同期比79億８千５百万円減）となりました。 

 これは主に、たな卸資産の増加額100億３千８百万円、減価償却費45億７千７百万円、税金等調整前当期純利益35

億１千４百万円に対し、仕入債務の減少額70億３千７百万円、不適切取引損失引当金の減少額37億１千２百万円、そ

の他営業負債の減少額33億５千４百万円によるものです。 

  

（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、26億５千１百万円（前年同期比18億１千３百万円増）となりました。 

 これは主に、固定資産の売却による収入11億２千９百万円に対し、固定資産の取得による支出37億２千１百万円に

よるものです。 

  

（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、51億３百万円（前年同期比39億３千３百万円減）となりました。 

 これは主に、短期借入れによる収入2,052億６千３百万円、長期借入れによる収入167億１千万円に対し、短期借入

金の返済による支出2,129億４千５百万円、長期借入金の返済による支出94億３千９百万円、自己株式の取得による

支出38億４千万円によるものです。 

  



 （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 

 当期の業績につきましては、鉄鋼メーカーの大幅減産に伴うコークス需要の減少により、営業利益および経常利益は

前期のほぼ半減となる大幅減益となりましたが、特別損益の改善および法人税等調整額による増益効果で、当期純利益

は前期比で増益となりました。 

 つきましては、当社は、平成20年３月期に21年振りとなる期末配当を実施した事情も勘案のうえ、当期についても引

き続き普通株式１株当たり２円とする期末配当を継続する予定であります。 

 次期の普通配当については、当期同様、１株あたり２円を見込んでおります。 

 なお、当社の利益配分に関する基本方針については、継続的且つ長期安定的な利益還元を経営の重要課題と認識し、

自己資本、財務体質の充実度を勘案した上で、業績を加味しながら配当を行うことを基本としております。しかしなが

ら、当社の場合は、21年に及ぶ無配の期間を経て、２年前に復配したばかりであること、Ｃ種優先株式の未処理分が残

っていること、ここ数年の原料炭需給のタイト化もあって、当社の主力であるコークス事業環境が激変していること、

等の事情により、業績を反映する基準として定量的な配当性向指標等を定めるには、時期尚早で今暫くの時間が必要と

認識しております。 

     

    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 平成22年３月期

  自己資本比率（％）  16.3  20.2  28.0  23.1  27.0

  時価ベースの自己資本比率

（％） 

 44.0  31.9  46.7  21.4  35.7

  債務償還年数（年）  9.5  6.5  4.0  5.1  14.0

  インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 

 8.0  6.6  7.3  6.4  2.7



  

 当社グループは、当社、当社の子会社16社および関連会社７社とその他の関係会社である新日本製鐵株式会社・住 

友商事株式会社で構成されており、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） 

  

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 
当社、板垣金造商店、三美鉱業 

       （会社総数６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、セラミック、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、有明マテリアル  

       （会社総数８社） 

その他事業  
運輸荷役、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、千葉三港運輸  

       （会社総数12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過程において、

平成17年３月には新日本製鐵株式会社および住友商事株式会社(以下、「住友商事」といいます。)を新たな株主とし

て迎え、平成20年10月には両社の持分法適用関連会社になるとともに、事業の選択と集中により、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月に商号を「日本コークス工業株式会社」に変更いたしました。 

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、普

通株式の希薄化の回避、優先株式の配当負担の軽減、再生途上企業イメージの払拭などを目的として、発行済株式総

数68百万株の全部を自己株式として取得・消却する処理方針を策定し、平成20年６月開催の第５回定時株主総会にお

いて自己株式取得枠の設定につき決議し、同年９月に28百万株を取得・消却いたしました。 

残余の40百万株につきましては、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こととしており

ましたが、その後、世界同時不況の影響で、平成20年度下期以降、当社グループの業績が悪化する等により、上記株

主総会で決議した取得可能期間（上記株主総会終結の日から１年間）での実行は困難となり、昨年６月開催の第６回

定時株主総会において、取得可能期間を１年間延長するため、自己株式取得枠の設定につき再度決議し、本年３月に

12百万株を自己株式として取得・消却いたしました。 

これにより、Ｃ種優先株式の残余は28百万株となりましたが、当該残余分の取得・消却につきましては、鉄鋼生産

の回復を受け、原料炭価格は再び上昇するとともに、サプライヤーから、従来、１年間固定であった価格の値決め期

間に関し、見直しを要請され、現時点で第１四半期分の価格しか合意できておらず、これが製品価格の協議にも影響

を与えるなど、コークスの事業環境が大きく変化していることから、今後の収益、資金動向を慎重に見極めたうえで

判断する必要がありますので、三井住友銀行との間で、取得可能期間を更に延長する方向で協議を進めているところ

であります。 

また、これまで当社独自で事業開発を進めてきたリチウムイオン電池用負極材事業につきましては、当社と住友商

事の出資（当社：60％、住友商事：40％）により本年４月１日付で日本パワーグラファイト株式会社（以下、「日本

パワーグラファイト」といいます。）を設立し、合弁事業化いたしました。今後、電気自動車の普及等により、リチ

ウムイオン電池市場の急激な拡大が予想されるなか、これまで当社が築いてきた技術力と住友商事のグローバルネッ

トワークのシナジー効果により、日本パワーグラファイトの業容拡大を図ってまいる所存であります。 

加えて、当社は、本年４月９日の取締役会において、港湾運送事業を行っております三池事業所を、会社分割（簡

易新設分割）の方法により、本年10月１日（予定）をもって三池港物流株式会社として分社化することを決議いたし

ました。これにより、今後、独立企業として収益責任を明確化し、意思決定の迅速化および業務の効率化を進めるこ

とで、顧客サービスの一層の充実と競争力の強化を図り、地域に密着した事業展開を行ってまいります。 

今後、経済の回復が見込まれるなか、当社グループといたしましては、収益の改善による経営基盤の安定・強化を

おしすすめ、Ｃ種優先株式の処理に目処をつけることで真の再生を図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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,050 4,510

受取手形 482 691

売掛金 9,359 6,803

商品及び製品 17,750 9,223

仕掛品 1,551 759

原材料及び貯蔵品 7,279 6,178

繰延税金資産 500 1,810

短期貸付金 51 －

預け金 1,876 1,276

その他 1,588 961

貸倒引当金 △217 △26

流動資産合計 48,272 32,187

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 20,829 19,973

減価償却累計額 △12,819 △12,597

建物及び構築物（純額） 8,010 7,375

機械装置及び運搬具 58,921 53,620

減価償却累計額 △32,989 △30,164

機械装置及び運搬具（純額） 25,931 23,455

土地 43,448 42,005

建設仮勘定 732 2,062

その他 1,861 1,404

減価償却累計額 △1,477 △1,010

その他（純額） 384 393

有形固定資産合計 78,508 75,294

無形固定資産   

その他 729 610

無形固定資産合計 729 610

投資その他の資産   

投資有価証券 1,244 1,068

長期貸付金 486 424

繰延税金資産 6,290 6,320

その他 2,983 2,390

貸倒引当金 △78 △14

投資その他の資産合計 10,925 10,189

固定資産合計 90,163 86,093

資産合計 138,435 118,281



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 7,827 2,896

買掛金 12,403 8,999

短期借入金 21,163 48,998

1年内償還予定の社債 8 208

未払法人税等 192 142

賞与引当金 884 768

関係会社整理損失引当金 1,406 1,009

不適切取引損失引当金 4,417 705

受注損失引当金 850 －

その他 7,803 4,633

流動負債合計 56,956 68,362

固定負債   

社債 208 －

長期借入金 40,503 9,707

退職給付引当金 5,250 4,751

役員退職慰労引当金 210 215

環境対策引当金 2,703 2,703

その他 604 657

固定負債合計 49,480 18,034

負債合計 106,437 86,396

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 23,156 23,290

自己株式 △92 △93

株主資本合計 31,813 31,947

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14 22

繰延ヘッジ損益 △81 △35

為替換算調整勘定 252 △49

評価・換算差額等合計 184 △63

純資産合計 31,998 31,884

負債純資産合計 138,435 118,281



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 191,322 94,921

売上原価 170,542 83,161

売上総利益 20,779 11,760

販売費及び一般管理費   

積揚地諸掛 1,156 1,066

給料及び賃金 1,744 1,142

その他 5,721 3,609

販売費及び一般管理費合計 8,622 5,819

営業利益 12,157 5,941

営業外収益   

受取利息 228 129

受取配当金 94 24

固定資産貸与料 101 －

為替差益 － 299

助成金収入 － 168

その他 223 98

営業外収益合計 647 718

営業外費用   

支払利息 1,884 1,536

為替差損 1,210 －

租税公課 － 284

その他 994 660

営業外費用合計 4,089 2,482

経常利益 8,715 4,177



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 674 300

投資有価証券売却益 1,320 －

貸倒引当金取崩益 52 －

移転補償金 338 －

補助金収入 － 396

その他 90 108

特別利益合計 2,475 805

特別損失   

関係会社貸倒引当金等繰入額 480 －

固定資産売却損 170 －

固定資産除却損 250 －

投資有価証券売却損 － 378

減損損失 461 336

賃貸借契約解約損 － 165

不適切取引損失 5,912 －

その他 993 587

特別損失合計 8,268 1,468

税金等調整前当期純利益 2,921 3,514

法人税、住民税及び事業税 168 147

法人税等調整額 748 △1,451

法人税等合計 917 △1,303

少数株主損失（△） △10 －

当期純利益 2,014 4,818



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 1,750

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 △5,096 －

当期変動額合計 △5,096 －

当期末残高 1,750 1,750

利益剰余金   

前期末残高 26,038 23,156

当期変動額   

剰余金の配当 △1,033 △843

当期純利益 2,014 4,818

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △3,863 △3,840

当期変動額合計 △2,882 134

当期末残高 23,156 23,290

自己株式   

前期末残高 △87 △92

当期変動額   

自己株式の処分 1 0

自己株式の取得 △8,966 △3,840

自己株式の消却 8,960 3,840

当期変動額合計 △4 △0

当期末残高 △92 △93

株主資本合計   

前期末残高 39,797 31,813

当期変動額   

剰余金の配当 △1,033 △843

当期純利益 2,014 4,818

自己株式の処分 1 0

自己株式の取得 △8,966 △3,840

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △7,983 134

当期末残高 31,813 31,947



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 17 14

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 7

当期変動額合計 △3 7

当期末残高 14 22

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △106 △81

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24 46

当期変動額合計 24 46

当期末残高 △81 △35

為替換算調整勘定   

前期末残高 △314 252

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 566 △302

当期変動額合計 566 △302

当期末残高 252 △49

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △403 184

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 587 △248

当期変動額合計 587 △248

当期末残高 184 △63

少数株主持分   

前期末残高 66 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66 －

当期変動額合計 △66 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 39,460 31,998

当期変動額   

剰余金の配当 △1,033 △843

当期純利益 2,014 4,818

自己株式の処分 1 0

自己株式の取得 △8,966 △3,840

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 521 △248

当期変動額合計 △7,461 △113

当期末残高 31,998 31,884



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 2,921 3,514

減価償却費 4,516 4,577

減損損失 461 336

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40 14

賞与引当金の増減額（△は減少） △180 △53

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 387 △396

退職給付引当金の増減額（△は減少） △93 △28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 37 36

不適切取引損失引当金の増減額（△は減少） 4,417 △3,712

受注損失引当金の増減額（△は減少） 850 △850

受取利息及び受取配当金 △322 △153

支払利息 1,884 1,536

固定資産除却損 250 －

固定資産売却損益（△は益） △503 △168

投資有価証券売却損益（△は益） △1,318 370

投資有価証券評価損益（△は益） 10 －

為替差損益（△は益） 933 △430

売上債権の増減額（△は増加） 7,077 △490

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,929 10,038

その他営業資産の増減額（△は増加） △191 550

仕入債務の増減額（△は減少） 1,136 △7,037

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,519 1,218

その他営業負債の増減額（△は減少） 1,333 △3,354

その他 44 155

小計 14,164 5,675

利息及び配当金の受取額 329 153

利息の支払額 △1,894 △1,537

法人税等の支払額 △405 △82

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,194 4,208



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 △169 △130

定期預金の払戻による収入 233 134

固定資産の取得による支出 △3,811 △3,721

固定資産の売却による収入 1,497 1,129

投資有価証券の取得による支出 △19 △0

投資有価証券の売却による収入 31 11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △504

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

1,531 177

貸付けによる支出 △204 －

貸付金の回収による収入 223 46

その他の投資の回収による収入 69 386

その他 △219 △180

投資活動によるキャッシュ・フロー △837 △2,651

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 118,393 205,263

短期借入金の返済による支出 △108,834 △212,945

長期借入れによる収入 1,790 16,710

長期借入金の返済による支出 △10,379 △9,439

社債の償還による支出 △8 △8

自己株式の取得による支出 △8,966 △3,840

配当金の支払額 △1,033 △843

その他 1 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,037 △5,103

現金及び現金同等物に係る換算差額 △122 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,197 △3,536

現金及び現金同等物の期首残高 5,724 7,921

現金及び現金同等物の期末残高 7,921 4,384



  

  

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 14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 11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。 

主要な連結子会社の名称 

 ㈱板垣金造商店、三美鉱業㈱、㈱サン有明電気、

有明マテリアル㈱、サンテック㈱、千葉三港運輸

㈱、有明機械㈱  

 連結子会社であったサンコーコンサルタント㈱お

よび室町海運㈱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九州サンボディー㈱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 

 NCE USA INC.、 

 MM RESOURCES PTY LTD.、新田川不動産㈱ 

(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 

 NCE 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。

 なお、MM RESOURCES PTY LTD.は、平成22年４月20

日付で同社が所有する豪州石炭鉱区権益の譲渡契約が

成立したことから、当社グループにおける同社の連結

上の重要性が高まることとなったため、翌連結会計年

度より連結の範囲に含めることとなります。   



 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月26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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

２．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な引当金の計上基準  

 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務および年金資産の見込額に

基づき計上しております。なお、会計基準変更時差

異（ 百万円）については、15年による按分額

を費用処理しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間（主として14年）による定額法により費用

処理することとしております。 

 数理計算上の差異は、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(主として13年)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。

8,471

２．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な引当金の計上基準 

  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務および年金資産の見込額に

基づき計上しております。なお、会計基準変更時差

異（ 百万円）については、15年による按分額

を費用処理しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間（主として14年）による定額法により費用

処理することとしております。 

 数理計算上の差異は、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(主として13年)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。

7,110

――――――   （会計方針の変更） 

   当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号

平成20年７月31日）を適用しております。 

   なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える影響はありません。 

         ―――――― (2) 重要な収益及び費用の計上基準 

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

 (イ)当連結会計年度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 

    工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価

   比例法）   

 (ロ)その他の工事 

    工事完成基準 

  （会計方針の変更） 

   請負工事に係る収益の計上基準については、従

  来、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、当連結会計年度より、

「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）を適用し、当連結会

計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度

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

税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 



   

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22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759

 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676

 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

 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  1,276  (－)

建物及び構築物  4,901  (3,862)

機械装置及び運搬具  16,676  (8,865)

土地  32,820  (27,246)

有形固定資産「その他」  111  (61)

 計  56,786  (40,812)

 （ ）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    120

長期借入金(１年内返

済分を含む) 
  

 40,306

 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

 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1,778

ひびき灘開発㈱ 百万円472

その他（２社） 百万円276

 計 百万円2,526



  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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。 

※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。 

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

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 

 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。 

 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。 

 当連結会計年度において、非事業用資産のうち、時

価が著しく下落した資産については、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。 

 回収可能価額については、不動産鑑定評価額に基づ

き測定しております。 

用途 場所 種類 

減損損失の

金額 

（百万円） 

非事業用
資産 

福岡県
大牟田市 

土地  234

非事業用
資産 

福岡県
田川市他 

土地  102

合計  336



前連結会計年度（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

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 

  

（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  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

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

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

 

 

 

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



当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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8,666株は単元未満株式の買取りによるものであり、減少850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）Ｃ種優先株式の増加12,000千株は、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12,000千株は会社法第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 

  

  
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  302,349  －  －  302,349

Ｃ種優先株式  40,000  －  12,000  28,000

合計  342,349  －  12,000  330,349

自己株式         

普通株式（注１）  513  8  0  521

Ｃ種優先株式（注２）  －  12,000  12,000  －

合計  513  12,008  12,000  521

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

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

 

 

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 

（決議予定） 

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22年６月25日 

定時株主総会 

普通株式 

Ｃ種優先株式

 

 

603

153

利益剰余金 

利益剰余金 

 

 

2.00

5.47

平成22年３月31日 

平成22年３月31日 

平成22年６月28日

平成22年６月28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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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．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22年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定  4,510

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △125

現金及び現金同等物  4,384



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21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

  (1）退職給付債務（百万円）  △7,204    △5,917  

  (2）年金資産（百万円）  503    224  

  (3）未積立退職給付債務（1)＋(2）（百万円）  △6,700    △5,693  

  (4）会計基準変更時差異の未処理額（百万円）  1,550    828  

  (5）未認識数理計算上の差異（百万円）  171    113  

  
(6）未認識過去勤務債務（債務の減額） 

（百万円） 
 △270    －  

  
(7）連結貸借対照表計上額純額 

（3)＋(4)＋(5)＋(6）(百万円) 
 △5,250    △4,751  

  (8）前払年金費用（百万円）  －    －  

  (9）退職給付引当金（7)－(8）（百万円）  △5,250    △4,751  

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (1）勤務費用（百万円）  501    357  

  (2）利息費用（百万円）  115    89  

  (3）期待運用収益（減算）（百万円）  △3    －  

  (4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  29    26  

  (5）会計基準変更時差異の費用処理額（百万円）  272    200  

  (6）過去勤務債務の費用処理額（百万円）  △53    －  

  (7）退職給付費用（1+2+3+4+5+6）（百万円）  862    673  

  
(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）  10    6  

    計  872    680  



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21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22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  －

(4）過去勤務債務の額の処理年数 主として14年  －

(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21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22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  2,131

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

  （単位：百万円）

（繰延税金資産）   

退職給付引当金  1,920

貸倒引当金  2

連結会社間内部利益消去  1,790

繰越欠損金  12,394

その他  8,221

 繰延税金資産小計  24,328

評価性引当額  △16,091

 繰延税金資産合計  8,237

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金  △30

その他  △74

 繰延税金負債合計  △105

 繰延税金資産の純額  8,131



 （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。 

７．会計方針の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

  分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「石炭・コーク

  ス関連事業」で5,857百万円減少しております。 

（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



 （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、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2,039

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

29,344百万円であります。 

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。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平

成22年３月31日） 

         本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の合計額に占める

割合がいずれも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。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平

成22年３月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の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。  

  

  当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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  78,929 11,222 4,769 94,921  － 94,921

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高  38 999 175 1,213  (1,213) －

計  78,968 12,222 4,944 96,135  (1,213) 94,921

営業費用  71,783 11,629 4,610 88,023  956 88,980

営業利益  7,184 592 334 8,111  (2,170) 5,941

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損
失及び資本的支出             

 資産  64,367 10,025 17,984 92,376  25,905 118,281

減価償却費  3,805 333 298 4,437  140 4,577

減損損失  － － － －  336 336

資本的支出  3,093 183 276 3,553  △100 3,452

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



（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。 

  

 リース取引、関連当事者との取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引および賃貸等不動産に関する注記事項

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 円 81.94

１株当たり当期純利益金額 円 15.46

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
  円 12.91

  
前連結会計年度末
（平成21年３月31日) 

当連結会計年度末 
（平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額        （百万円）  31,998  31,884

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  10,239  7,153

（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） 
 (10,000)  (7,000)

（うち、Ｃ種優先配当の額）  (239)  (153)

普通株式に係る期末の純資産額   （百万円）  21,758  24,731

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） 
 301,835,830  301,828,014

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22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）  2,014  4,818

普通株主に帰属しない金額    （百万円）  239  153

（うち、Ｃ種優先配当の額）  (239)  (153)

普通株式に係る当期純利益    （百万円）  1,775  4,665

期中平均株式数           （株）  265,929,702  301,831,982

      

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）  239  153

（うち、Ｃ種優先配当の額）  (239)  (153)

普通株式増加数           （株）  131,864,034  71,279,977

（うち、普通株式を対価とする取得請求権付Ｂ

種優先株式） 
 (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） 
 (95,949,288)  (71,279,977)

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 

―――――― ―――――― 

（開示の省略）



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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,769 2,023

受取手形 60 270

売掛金 5,756 5,746

商品及び製品 16,789 8,252

仕掛品 669 389

原材料及び貯蔵品 7,051 5,997

前払費用 115 132

未収入金 884 435

繰延税金資産 384 1,698

預け金 1,876 1,276

その他 306 297

貸倒引当金 △378 △4

流動資産合計 38,287 26,515

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,866 1,878

構築物 5,128 4,797

機械及び装置 24,652 22,843

船舶 39 45

車両運搬具 39 31

工具、器具及び備品 182 142

土地 41,998 40,956

建設仮勘定 725 2,054

有形固定資産合計 74,631 72,751

無形固定資産   

ソフトウエア 531 424

その他 17 16

無形固定資産合計 549 441

投資その他の資産   

投資有価証券 350 330

関係会社株式 2,865 1,871

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 3,790 3,329

破産更生債権等 0 0

長期前払費用 1,174 1,100

繰延税金資産 4,245 4,309

その他 996 798

貸倒引当金 △1,038 △852

投資その他の資産合計 12,392 10,895

固定資産合計 87,573 84,089

資産合計 125,860 110,605



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 7,530 2,603

買掛金 10,203 8,094

短期借入金 10,143 2,714

1年内返済予定の長期借入金 6,549 44,778

リース債務 0 0

未払金 5,039 1,852

未払費用 1,711 1,416

未払法人税等 127 32

前受金 288 321

預り金 979 594

賞与引当金 579 577

関係会社整理損失引当金 1,476 911

不適切取引損失引当金 4,417 705

受注損失引当金 850 －

その他 175 160

流動負債合計 50,075 64,765

固定負債   

長期借入金 38,208 7,391

リース債務 1 0

退職給付引当金 4,191 4,217

役員退職慰労引当金 108 138

環境対策引当金 2,703 2,703

その他 98 48

固定負債合計 45,311 14,499

負債合計 95,386 79,265

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 1,750 1,750

資本剰余金合計 1,750 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 21,860 22,689

利益剰余金合計 21,863 22,692

自己株式 △92 △93

株主資本合計 30,520 31,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 34 25

繰延ヘッジ損益 △81 △35

評価・換算差額等合計 △47 △9

純資産合計 30,473 31,339

負債純資産合計 125,860 110,605



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 170,393 84,208

売上原価 152,335 73,685

売上総利益 18,058 10,522

販売費及び一般管理費 6,459 4,933

営業利益 11,598 5,588

営業外収益   

受取利息 222 137

受取配当金 191 76

固定資産貸与料 37 －

助成金収入 － 105

その他 92 70

営業外収益合計 545 389

営業外費用   

支払利息 1,724 1,455

為替差損 308 157

租税公課 324 284

その他 604 646

営業外費用合計 2,962 2,543

経常利益 9,181 3,434

特別利益   

固定資産売却益 645 267

関係会社株式売却益 1,495 946

関係会社貸倒引当金等取崩益 23 252

移転補償金 338 －

補助金収入 － 396

その他 84 51

特別利益合計 2,586 1,913

特別損失   

不適切取引損失 5,912 －

固定資産売却損 124 123

固定資産除却損 239 59

関係会社株式評価損 － 286

関係会社貸倒引当金等繰入額 830 －

賃貸借契約解約損 － 165

減損損失 214 336

その他 831 242

特別損失合計 8,152 1,214

税引前当期純利益 3,615 4,134

法人税、住民税及び事業税 24 24

法人税等調整額 758 △1,402

法人税等合計 782 △1,378

当期純利益 2,832 5,513



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 1,750

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 1,750 1,750

その他資本剰余金   

前期末残高 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 －

自己株式の消却 △5,096 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 6,846 1,750

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － －

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 △5,096 －

当期変動額合計 △5,096 －

当期末残高 1,750 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 23,924 21,860

当期変動額   

剰余金の配当 △1,033 △843

当期純利益 2,832 5,513

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △3,863 △3,840

当期変動額合計 △2,064 829

当期末残高 21,860 22,689



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 23,927 21,863

当期変動額   

剰余金の配当 △1,033 △843

当期純利益 2,832 5,513

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △3,863 △3,840

当期変動額合計 △2,064 829

当期末残高 21,863 22,692

自己株式   

前期末残高 △87 △92

当期変動額   

自己株式の処分 1 0

自己株式の取得 △8,966 △3,840

自己株式の消却 8,960 3,840

当期変動額合計 △4 △0

当期末残高 △92 △93

株主資本合計   

前期末残高 37,686 30,520

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 △843

当期純利益 2,832 5,513

自己株式の処分 1 0

自己株式の取得 △8,966 △3,840

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △7,165 828

当期末残高 30,520 31,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 31 34

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △9

当期変動額合計 3 △9

当期末残高 34 25

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △106 △81

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24 46

当期変動額合計 24 46

当期末残高 △81 △35



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △74 △47

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27 37

当期変動額合計 27 37

当期末残高 △47 △9

純資産合計   

前期末残高 37,611 30,473

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 △843

当期純利益 2,832 5,513

自己株式の処分 1 0

自己株式の取得 △8,966 △3,840

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27 37

当期変動額合計 △7,137 865

当期末残高 30,473 31,339



  役員の異動 

  

  (1) 代表者の異動 

  

         該当事項はありません。 

  

  (2) 取締役および監査役の異動（平成22年６月25日付） 

  

     ① 新任予定取締役 

  

       常務取締役      日野 信三郎  （現 常務執行役員燃料部長） 

  

       取 締 役      吉田 祥治   （現 執行役員技術統括部長） 

  

     ② 退任予定取締役 

  

       現 常務取締役    坂田 康二 

         常務執行役員 

         化工機事業部長  

  

       現 常務取締役    服部 昭夫 

         常務執行役員  

   

     ③ 新任予定監査役 

  

       常勤監査役      野田 享介   （現 理事化工機事業部栃木工場長） 

  

       監査役        定盛 順一   （現 住友商事株式会社 資源・化学品事業部門 

                             資源・化学品総括部長付事業会社支援チームリーダー） 

                                  

  

       （注）定盛順一氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

     ④ 退任予定監査役   

  

       現 常勤監査役    末田 修治 

  

       現 監査役      出田 孝裕  

  

６．その他



 （ご参考） 

平成22年５月14日 

                                

  

日本コークス工業株式会社役員体制 

  

（平成22年６月下旬開催の定時株主総会後） 

  

   １．取締役および監査役 

  

      代表取締役      小 倉 清 明      

      社   長 

  

      取 締 役      柿 原 康一郎 

      副 社 長 

  

      常務取締役      日 野 信三郎   （新任） 

  

      取 締 役      鍜治屋 和 博    

  

      取 締 役      吉 田 祥 治   （新任） 

  

      取 締 役      降 旗  亨     

  

      取 締 役      赤 木  誠 

  

      常勤監査役      野 田 享 介   （新任） 

  

      監 査 役      宮 城 覚 映    

  

      監 査 役      村 上  裕 

  

      監 査 役      定 盛 順 一   （新任） 

  

   ２．執行役員 

  

      執 行 役 員           掛 川 弘 章 

      九州事務所長 

  

         執 行 役 員           大和田 博 晃 

      北九州事業所長 

  

      執 行 役 員           佐々木  稔 

      人事・総務部長 
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