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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年12月31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 ％

2023年3月期第3四半期 133,621 58.1 △3,256 ― △4,267 ― △3,296 ―

2022年3月期第3四半期 84,504 33.7 10,386 202.2 9,866 235.4 6,604 283.2

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　△3,262百万円 （―％） 2022年3月期第3四半期　　6,610百万円 （242.9％）

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

2023年3月期第3四半期 △11.33 ―

2022年3月期第3四半期 22.70 ―

(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 ％

2023年3月期第3四半期 143,546 52,043 36.3

2022年3月期 128,767 57,343 44.5

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 52,043百万円 2022年3月期 57,343百万円

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

2022年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00

2023年3月期 ― 0.00 ―

2023年3月期（予想） 0.00 0.00

（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（2023年２月３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. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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 174,000 39.5 △1,300 ― △1,900 ― △2,000 ― △6.87

（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（2023年２月３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」および「2023年３月期第
３四半期（累計）決算短信　補足説明資料」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 ： 有

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） 2023年3月期3Q 302,349,449 株 2022年3月期 302,349,449 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 11,322,734 株 2022年3月期 11,321,741 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 291,027,244 株 2022年3月期3Q 291,028,363 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」をご覧下さい。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ウクライナ情勢の長期化や新型コロナウイルス感染症の影響に

よる原材料価格の不安定化や、為替動向などの、海外経済の下振れリスクがある中で推移しました。

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、前年同期に比べ原料炭市況の上昇

や円安影響などがあり、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比491億１千７百万円増加の1,336億２

千１百万円となりました。利益面では、原料炭市況の急騰後の市況急落による割高在庫影響や期末棚卸評価減などに

よって、連結営業損益は、32億５千６百万円の営業損失（前年同期は103億８千６百万円の営業利益）となったほ

か、連結経常損益は、42億６千７百万円の経常損失（前年同期は98億６千６百万円の経常利益）となりました。

なお、親会社株主に帰属する四半期純損益は32億９千６百万円の純損失（前年同期は66億４百万円の純利益）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、前述の理由などにより、売上高は、前年同期比321億３千５百万円増加の881億３

千９百万円、営業損益は、57億３千１百万円の営業損失（前年同期は89億６千３百万円の営業利益）となりまし

た。

燃料・資源リサイクル事業につきましては、売上高は、前年同期比164億８千７百万円増加の373億４千５百万

円、営業利益は、前年同期比７億３千１百万円増加の25億２千５百万円となりました。

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４億６千３百万円増加の54億５百万円、営業

利益は、前年同期比１億６千９百万円増加の７億４千７百万円となりました。

その他につきましては、売上高は、前年同期比３千万円増加の27億３千１百万円、営業利益は、前年同期比１億

７千７百万円増加の４億５千９百万円となりました。

（２）連結財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、1,435億４千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ147億７千８百万

円増加となりました。増減の主なものは、商品及び製品の増加94億６千９百万円、原材料及び貯蔵品の増加39億７千

３百万円、建設仮勘定の増加34億８百万円、流動資産「その他」の増加22億６千３百万円、受取手形、売掛金及び契

約資産の減少55億７千９百万円等であります。

　当第３四半期連結会計期間末の負債は、915億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ200億７千８百万円増加と

なりました。増減の主なものは、短期借入金の増加241億６千５百万円、流動負債「その他」の増加13億６千３百万

円、支払手形及び買掛金の減少30億２千３百万円、未払法人税等の減少29億３千８百万円等であります。

　当第３四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ、53億円減少の

520億４千３百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想および配当予想の修正については、本日（2023年２月３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」および「2023年３月期第３四半期（累計）決算短信　補足説明資料」をご参照

ください。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,023 5,666

受取手形、売掛金及び契約資産 19,706 14,126

商品及び製品 13,156 22,626

仕掛品 1,598 2,267

原材料及び貯蔵品 20,504 24,477

その他 1,952 4,216

貸倒引当金 △41 △36

流動資産合計 61,900 73,345

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 22,948 23,507

減価償却累計額 △15,378 △15,772

建物及び構築物（純額） 7,569 7,735

機械装置及び運搬具 95,546 95,032

減価償却累計額 △76,725 △77,875

機械装置及び運搬具（純額） 18,820 17,156

土地 34,298 34,199

建設仮勘定 209 3,617

その他 1,991 2,067

減価償却累計額 △1,382 △1,451

その他（純額） 608 616

有形固定資産合計 61,507 63,325

無形固定資産

その他 439 433

無形固定資産合計 439 433

投資その他の資産

投資有価証券 870 907

繰延税金資産 2,976 4,494

その他 1,083 1,048

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 4,919 6,441

固定資産合計 66,867 70,201

資産合計 128,767 143,546

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
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 29,878 26,854

短期借入金 14,094 38,259

未払法人税等 3,027 89

賞与引当金 900 476

関係会社整理損失引当金 344 348

受注損失引当金 215 19

その他 6,566 7,929

流動負債合計 55,028 73,978

固定負債

長期借入金 9,099 10,272

退職給付に係る負債 3,083 3,062

役員退職慰労引当金 53 60

環境対策引当金 3,331 3,327

関係会社整理損失引当金 41 24

その他 786 776

固定負債合計 16,395 17,524

負債合計 71,423 91,502

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 49,765 44,431

自己株式 △1,209 △1,209

株主資本合計 57,306 51,971

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 188 204

退職給付に係る調整累計額 △150 △132

その他の包括利益累計額合計 37 71

純資産合計 57,343 52,043

負債純資産合計 128,767 143,546
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 84,504 133,621

売上原価 69,009 131,855

売上総利益 15,494 1,766

販売費及び一般管理費 5,107 5,023

営業利益又は営業損失（△） 10,386 △3,256

営業外収益

受取配当金 13 20

その他 133 62

営業外収益合計 146 83

営業外費用

為替差損 186 414

支払利息 163 243

その他 317 436

営業外費用合計 666 1,094

経常利益又は経常損失（△） 9,866 △4,267

特別利益

固定資産売却益 66 165

特別利益合計 66 165

特別損失

固定資産除却損 467 458

その他 13 39

特別損失合計 480 498

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（△）
9,453 △4,600

法人税、住民税及び事業税 2,838 234

法人税等調整額 10 △1,537

法人税等合計 2,848 △1,303

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,604 △3,296

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（△）
6,604 △3,296

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,604 △3,296

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11 16

退職給付に係る調整額 17 18

その他の包括利益合計 5 34

四半期包括利益 6,610 △3,262

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,610 △3,262

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３四半期連結累計期間）
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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。

（会計上の見積りの変更）

（耐用年数の変更）

第１四半期連結会計期間において、当社北九州事業所のコークス炉設備の更新投資を決定しており、これに伴

い、利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損

失はそれぞれ477百万円増加しております。
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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・資源リ
サイクル事業

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
56,003 20,858 4,942 81,803 2,700 84,504 － 84,504

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 10 1,117 1,127 269 1,397 △1,397 －

計 56,003 20,868 6,059 82,931 2,969 85,901 △1,397 84,504

セグメント利益 8,963 1,793 577 11,334 282 11,616 △1,229 10,386

（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・資源リ
サイクル事業

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
88,139 37,345 5,405 130,890 2,731 133,621 － 133,621

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 12 2,021 2,033 269 2,303 △2,303 －

計 88,139 37,358 7,426 132,924 3,001 135,925 △2,303 133,621

セグメント利益又は

損失（△）
△5,731 2,525 747 △2,458 459 △1,999 △1,257 △3,256

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021年12月31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△1,229百万円は、セグメント間取引消去16百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,245百万円であります。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。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2022年４月１日　至2022年12月31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△1,257百万円は、セグメント間取引消去△19百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,237百万円であります。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。
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