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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 41,162 △26.7 1,490 ― 1,166 ― 564 ―

2020年3月期第2四半期 56,130 △4.2 △23 ― △269 ― △628 ―

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　690百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　△753百万円 （―％）

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

2021年3月期第2四半期 1.94 ―

2020年3月期第2四半期 △2.16 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 101,278 47,588 47.0

2020年3月期 106,304 47,188 44.4

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 47,588百万円 2020年3月期 47,188百万円

2. 配当の状況

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

2020年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 2.00 2.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

配当予想の修正については、本日（2020年11月６日）公表いたしました「業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 85,000 △20.9 4,300 167.6 3,600 264.0 1,900 6,685.7 6.53

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正については、本日（2020年11月６日）公表いたしました「業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期2Q 302,349,449 株 2020年3月期 302,349,449 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 11,320,312 株 2020年3月期 11,319,727 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 291,029,571 株 2020年3月期2Q 291,030,658 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件お
よび業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報
に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、依然として

厳しい状況におかれています。しかしながら、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げてい

く中で、少しずつ持ち直しの動きも見られています。

当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症による影響は現段階では限定的であるものの、今後の国内外

の感染症の動向は不透明であり、先行きが見通せない状況で推移しております。

このような状況のもと、当社グループの業績は、主力のコークス事業において、前年同期に比べコークス販売価格

の下落などにより、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比149億６千８百万円減少の411億６千２百

万円となりました。利益面では、原価削減やコークス製品市況が堅調に推移したことなどにより、連結営業利益は、

前年同期比15億１千４百万円増加の14億９千万円、連結経常利益は、前年同期比14億３千５百万円増加の11億６千６

百万円となりました。

なお、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前述の理由の他、法人税等調整額などにより、前年同期比11億９千

３百万円増加の５億６千４百万円となりました。

（セグメントの概況）

コークス事業につきましては、売上高は、前述の理由などにより、前年同期比105億円減少の260億２千６百万円、

営業利益は、前年同期比19億８千４百万円増加の７億８千５百万円となりました。

燃料販売事業につきましては、売上高は、前年同期比34億５千２百万円減少の84億５千５百万円、営業利益は、前

年同期比１億６千８百万円減少の６億１千５百万円となりました。

総合エンジニアリング事業につきましては、売上高は、前年同期比６億２千１百万円減少の46億７千７百万円、営

業利益は、前年同期比１億４千８百万円減少の６億５千２百万円となりました。

その他につきましては、売上高は、前年同期比３億９千３百万円減少の20億２百万円、営業利益は、前年同期比１

億９千８百万円減少の１億４千８百万円となりました。

（２）連結財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、1,012億７千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ50億２千５百万

円減少となりました。増減の主なものは、受取手形及び売掛金の減少15億５千７百万円、原材料及び貯蔵品の減少14

億１千７百万円、流動資産「その他」の減少８億１千１百万円等であります。

　当第２四半期連結会計期間末の負債は、536億９千万円となり、前連結会計年度末に比べ54億２千４百万円減少と

なりました。増減の主なものは、短期借入金の増加19億３千６百万円、長期借入金の減少33億４千万円、支払手形及

び買掛金の減少29億２千４百万円等であります。

　当第２四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ、３億９千９百

万円増加の475億８千８百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想および配当予想につきましては、2020年３月期決算公表時（2020年５月22日）に未定

としておりましたが、今回修正しております。

詳細につきましては、本日（2020年11月６日）公表いたしました「業績予想の修正および配当予想の修正に関する

お知らせ」をご参照下さい。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,873 3,303

受取手形及び売掛金 10,627 9,069

商品及び製品 8,308 8,256

仕掛品 969 1,287

原材料及び貯蔵品 10,333 8,916

その他 1,409 598

貸倒引当金 △4 －

流動資産合計 35,518 31,432

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 22,697 22,810

減価償却累計額 △14,791 △15,117

建物及び構築物（純額） 7,906 7,693

機械装置及び運搬具 89,390 90,723

減価償却累計額 △68,202 △70,299

機械装置及び運搬具（純額） 21,187 20,423

土地 34,595 34,458

建設仮勘定 1,072 1,351

その他 1,808 1,895

減価償却累計額 △1,203 △1,280

その他（純額） 605 614

有形固定資産合計 65,367 64,541

無形固定資産

その他 455 395

無形固定資産合計 455 395

投資その他の資産

投資有価証券 702 754

繰延税金資産 2,942 2,865

その他 1,327 1,298

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 4,962 4,909

固定資産合計 70,785 69,846

資産合計 106,304 101,278

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,310 11,386

短期借入金 7,677 9,614

未払法人税等 298 175

賞与引当金 745 720

関係会社整理損失引当金 341 348

受注損失引当金 273 29

その他 4,954 4,426

流動負債合計 28,601 26,700

固定負債

長期借入金 22,909 19,568

退職給付に係る負債 3,185 3,101

役員退職慰労引当金 52 51

環境対策引当金 3,354 3,352

関係会社整理損失引当金 53 47

その他 958 868

固定負債合計 30,513 26,990

負債合計 59,115 53,690

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 39,872 40,146

自己株式 △1,209 △1,209

株主資本合計 47,413 47,686

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △27 86

退職給付に係る調整累計額 △197 △184

その他の包括利益累計額合計 △224 △98

純資産合計 47,188 47,588

負債純資産合計 106,304 101,278
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 （単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

売上高 56,130 41,162

売上原価 53,238 36,896

売上総利益 2,892 4,266

販売費及び一般管理費 2,916 2,776

営業利益又は営業損失（△） △23 1,490

営業外収益

固定資産賃貸料 10 10

為替差益 121 －

助成金収入 1 9

その他 31 22

営業外収益合計 164 42

営業外費用

支払利息 193 150

環境対策引当金繰入額 100 97

その他 115 118

営業外費用合計 410 366

経常利益又は経常損失（△） △269 1,166

特別利益

固定資産売却益 60 28

その他 2 0

特別利益合計 62 29

特別損失

固定資産除却損 389 411

投資有価証券評価損 － 107

その他 22 31

特別損失合計 412 550

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△618 645

法人税、住民税及び事業税 381 53

法人税等調整額 △371 26

法人税等合計 10 80

四半期純利益又は四半期純損失（△） △628 564

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△628 564

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △628 564

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 113

為替換算調整勘定 △137 －

退職給付に係る調整額 14 12

その他の包括利益合計 △124 126

四半期包括利益 △753 690

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △753 690

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

　　　該当事項はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント

その他

（注１）
合計額

調整額

（注２）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注３）
コークス事業 燃料販売事業

総合エンジニ
アリング事業 計

売上高

(1)外部顧客への

売上高
36,527 11,908 5,298 53,734 2,396 56,130 － 56,130

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 1 727 729 176 905 △905 －

計 36,527 11,909 6,026 54,463 2,572 57,036 △905 56,130

セグメント利益又は

損失（△）
△1,199 783 801 385 346 732 △755 △23

（単位：百万円）

報告セグメント

その他

（注１）
合計額

調整額

（注２）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注３）
コークス事業 燃料販売事業

総合エンジニ
アリング事業 計

売上高

(1)外部顧客への

売上高
26,026 8,455 4,677 39,159 2,002 41,162 － 41,162

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 2 656 659 130 790 △790 －

計 26,026 8,458 5,333 39,819 2,133 41,952 △790 41,162

セグメント利益 785 615 652 2,053 148 2,201 △710 1,490

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年９月30日）

　　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運輸荷役事業、不動産販

売・賃貸事業等を含んでおります。

　　　　２．セグメント利益又は損失の調整額△755百万円は、セグメント間取引消去11百万円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△767百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

　　　　３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至2020年９月30日）

　　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運輸荷役事業、不動産販

売・賃貸事業等を含んでおります。

　　　　２．セグメント利益の調整額△710百万円は、セグメント間取引消去15百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△726百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費

であります。

　　　　３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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