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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年3月期第3四半期 25,904 △7.6 333 8.2 118 △81.2 80 △88.8

22年3月期第3四半期 28,049 △35.0 308 △68.4 631 △10.9 720 95.1

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

23年3月期第3四半期 1.37 1.20
22年3月期第3四半期 12.24 10.72

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

23年3月期第3四半期 18,359 4,804 26.2 39.18
22年3月期 16,678 4,848 29.1 39.92

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  4,804百万円 22年3月期  4,848百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 36,000 6.5 450 39.5 300 △50.8 300 △0.7 5.10



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

※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及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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、［添付資料］Ｐ．２ 「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］Ｐ．２ 「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q  588,758,853株 22年3月期  58,875,853株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  18,172株 22年3月期  17,687株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  58,858,007株 22年3月期3Q  58,858,340株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の我が国の経済は、企業活動の一部に持ち直しの動きが見られたものの、全般的に力強

さに欠け、依然として厳しい状況で推移しました。 

このような事業環境のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高259億４百万円（前年同

期比7.6％減）、経常利益１億18百万円（同81.2％減、前年同期には豪州炭鉱会社からの受取配当金が寄与）、四半

期純利益80百万円（同88.8％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、その他の流動資産及び株価下落に伴う投資有価証券の評価額が減少した

ものの、売上債権及びたな卸資産等が増加したことから前連結会計年度末に比べて16億81百万円増加し、183億59百

万円となりました。 

負債合計は、その他の流動負債が減少しましたが、仕入債務及び借入金が増加したことにより前連結会計年度末に

比べて17億25百万円増加し、135億54百万円となりました。 

純資産は、四半期純利益の計上となったものの、その他有価証券評価差額金が減少したことから前連結会計年度末

に比べて43百万円減少し、48億４百万円となり、自己資本比率は26.2%となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

景気の先行きは引き続き不透明であり、当社グループを取り巻く事業環境についても予断を許さない状況ではあり

ますが、現時点において、平成22年５月13日公表の通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

経営環境及び一時差異の発生状況に著しい変化が生じていないと認められるので、繰延税金資産の回収可能性 

の判断に関しては、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方 

法によっております。 

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は０百万円、経常利益は１百万円、並びに税金等調整前四

半期純利益は13百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は27百万

円であります。 

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,102 728

受取手形及び売掛金 3,609 2,584

商品及び製品 2,657 1,608

仕掛品 201 261

原材料及び貯蔵品 23 18

繰延税金資産 17 17

その他 337 728

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 7,944 5,942

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 738 774

機械装置及び運搬具（純額） 76 95

土地 5,400 5,400

リース資産（純額） 141 160

その他（純額） 27 35

有形固定資産合計 6,384 6,467

無形固定資産   

その他 22 36

無形固定資産合計 22 36

投資その他の資産   

投資有価証券 3,805 4,017

その他 664 672

貸倒引当金 △462 △457

投資その他の資産合計 4,007 4,232

固定資産合計 10,414 10,735

資産合計 18,359 16,678
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,564 1,718

短期借入金 8,041 6,550

未払法人税等 13 59

引当金 30 58

その他 480 1,229

流動負債合計 11,130 9,616

固定負債   

長期借入金 1,289 995

繰延税金負債 91 171

再評価に係る繰延税金負債 397 397

長期預り金 198 204

退職給付引当金 262 259

資産除去債務 27 －

その他 157 185

固定負債合計 2,424 2,213

負債合計 13,554 11,829

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,500 2,500

資本剰余金 962 962

利益剰余金 1,254 1,173

自己株式 △15 △15

株主資本合計 4,701 4,621

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 381 505

繰延ヘッジ損益 △0 0

土地再評価差額金 △278 △278

評価・換算差額等合計 102 227

純資産合計 4,804 4,848

負債純資産合計 18,359 16,678
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（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 28,049 25,904

売上原価 26,165 24,130

売上総利益 1,884 1,774

販売費及び一般管理費 1,575 1,440

営業利益 308 333

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 581 22

固定資産賃貸料 48 45

その他 46 49

営業外収益合計 675 117

営業外費用   

支払利息 174 138

手形売却損 20 －

持分法による投資損失 14 7

その他 143 186

営業外費用合計 352 332

経常利益 631 118

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 14 1

収用補償金 14 －

移転補償益 222 －

特別利益合計 252 1

特別損失   

前期損益修正損 0 －

固定資産除売却損 20 0

投資有価証券売却損 0 －

関係会社事業損失 4 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12

特別損失合計 26 19

税金等調整前四半期純利益 857 101

法人税、住民税及び事業税 137 17

法人税等調整額 △0 3

法人税等合計 137 20

少数株主損益調整前四半期純利益 － 80

四半期純利益 720 80
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社の連結子会社である住石マテリアルズ株式会社に対して、北海道地区における元炭鉱従業員等148名から、じん

肺罹患による損害賠償請求の申し入れがありましたが、同社としては賠償内容の適正性の確保を最優先に、賠償責任

の根拠と範囲、病状等の事実関係について調査・検討しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報
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