
 

   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

    

 

   

 

 

 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期第３四半期 75,484 16.5 4,509 67.9 4,986 121.9 4,554 74.7
23年３月期第３四半期 64,771 44.2 2,685 △35.8 2,246 △50.9 2,607 △25.5

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 343百万円(△83.7％) 23年３月期第３四半期 2,104百万円( ―％)

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

24年３月期第３四半期 32.85 ―
23年３月期第３四半期 18.81 ―

（２）連結財政状態

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

24年３月期第３四半期 48,967 24,040 49.1 173.39
23年３月期 49,022 24,251 49.5 174.91

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 24,040百万円 23年３月期 24,251百万円

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

23年３月期 ― ― ― 4.00 4.00

24年３月期 ― ― ―

24年３月期(予想) 4.00 4.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

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 93,000 6.1 6,200 99.9 6,600 158.5 5,000 11.6 36.06

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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) 24年３月期３Ｑ 138,677,572株 23年３月期 138,677,572株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 27,547株 23年３月期 27,191株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 138,650,164株 23年３月期３Ｑ 138,650,684株

※ 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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

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条件及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４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。
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 (単位：百万円） 
 

  
当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、燃料事業において前年同期と比較して急速に進

んだ米ドルに対する豪ドル高による減益要因がありましたものの、石炭価格が新興国の堅調な需要に

支えられて高値圏で安定したことが大きく影響し、売上高は75,484百万円と前年同期比10,713百万円

（16.5%）の増収、営業利益は4,509百万円と前年同期比1,823百万円（67.9%）の増益となりました。

 経常利益は、営業外収益に為替差益468百万円（前年同期は246百万円の為替差損）を計上したこと

などにより4,986百万円と前年同期比2,739百万円（121.9%）の増益となりました。 

 当四半期純利益は、特別利益に投資有価証券売却益2,150百万円などを計上し、税金費用2,082百万

円を差し引いた結果、4,554百万円と前年同期比1,946百万円（74.7%）の増益となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

なお、売上高については、セグメント間取引消去前の金額によっております。 

  

①燃料（石炭販売）事業 

売上高は、石炭価格の上昇により64,307百万円と前年同期比9,672百万円（17.7%）の増収となりま

したが、営業利益は、販売数量は前期とほぼ同数量となったものの屯当たりの取扱手数料が減少した

ことにより、92百万円と前年同期比42百万円（31.5%）の減益となりました。 

②燃料（石炭生産）事業 

売上高は、米ドル建てである石炭販売単価が前年同期比約34％上昇し、さらにリデル炭鉱の操業が

順調に推移し生産数量並びに販売数量も増加しました。しかしながら、米ドルに対する豪ドルが高値

で推移した結果、14,314百万円と前年同期比3,173百万円（28.5%）の増収にとどまりました。営業利

益は、石炭販売単価の上昇が大きく影響したことなどにより、4,938百万円と前年同期比1,566百万円

（46.4%）の増益となりました。 

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定性的情報

 
前第３四半期 

連結累計期間

当第３四半期 

連結累計期間
増減額

売
上
高

①燃料（石炭販売） 54,634 64,307 9,672

②燃料（石炭生産） 11,140 14,314 3,173

③建機材 2,454 2,298 △155

④不動産 386 396 10

⑤リサイクル・合金鉄 373 406 33

⑥その他 2,245 2,106 △138

調整額 △6,463 △8,344 △1,881

合計 64,771 75,484 10,713

営
業
利
益

①燃料（石炭販売） 134 92 △ 42

②燃料（石炭生産） 3,372 4,938 1,566

③建機材 △158 △ 99 59

④不動産 34 31 △2

⑤リサイクル・合金鉄 △700 △ 442 258

⑥その他 △21 △27 △ 5

調整額 25 15 △9

合計 2,685 4,509 1,823

  営業外収益 217 642 424

  営業外費用 656 165 △491

経常利益 2,246 4,986 2,739

  特別利益 1,554 2,349 795

  特別損失 152 699 546

税金等調整前四半期純利益 3,648 6,637 2,988

  法人税等合計 1,040 2,082 1,041

四半期純利益 2,607 4,554 1,946
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③建機材事業 

売上高は、2,298百万円と前年同期比155百万円（6.4%）の減収となり、99百万円の営業損失（前年

同期は158百万円の営業損失）となりました。 

④不動産事業 

売上高は、396百万円と前年同期比10百万円（2.6%）の増収となりましたが、営業利益は31百万円

と前年同期比２百万円（6.9%）の減益となりました。 

⑤リサイクル・合金鉄事業 

売上高は、ＡＳＲ事業において東日本大震災の影響による廃自動車の減少によりＡＳＲ（廃自動車

シュレッダーダスト）の処理量が減少しました。また、合金鉄製造事業においてニッケル合金鉄の製

造販売量が増加したものの、金属市況価格の下落並びに前期に発生した設備トラブルの対策構築に時

間を要したことによる本格操業への移行遅延により、406百万円と前年同期比33百万円（9.0%）の増

収にとどまり、442百万円の営業損失（前年同期は700百万円の営業損失）となりました。 

⑥その他（研修事業、スーパーマーケット事業及び港湾事業等） 

売上高は、2,106百万円と前年同期比138百万円（6.2%）の減収となり、27百万円の営業損失（前年

同期は21百万円の営業損失）となりました。 

  

   

①資産 

資産合計は48,967百万円となり、前連結会計年度末に比べ54百万円(0.1%)の減少となりました。主

な要因は、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金の増加などによる流動資産の増加3,689百万円

(20.9%)があったものの、有形固定資産及び投資有価証券の減少などによる固定資産の減少3,736百万

円(11.9%)によるものであります。 

②負債 

負債合計は24,927百万円となり、前連結会計年度末に比べ156百万円(0.6%)の増加となりました。

主な要因は、長期借入金の減少などによる固定負債の減少3,614百万円(23.3%)があったものの、支払

手形及び買掛金並びに短期借入金の増加などによる流動負債の増加3,770百万円(40.7%)によるもので

あります。 

③純資産 

純資産合計は24,040百万円となり、前連結会計年度末に比べ211百万円(0.9%)の減少となりまし

た。主な要因は、当四半期純利益の計上等による株主資本の増加3,999百万円があったものの、その

他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の減少などによるその他の包括利益累計額の減少4,210

百万円によるものであります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

(単位：百万円）

 前連結会計年度
当第３四半期 

連結会計期間
増減額

 

資

産

流動資産 17,677 21,366 3,689

（内、現金及び預金） (11,784) (13,243) (1,459)

固定資産 31,329 27,592 △3,736

繰延資産 15 8 △7

合計 49,022 48,967 △54

負

債 

流動負債 9,262 13,032 3,770

固定負債 15,508 11,894 △3,614

合計 24,770 24,927 156

（内、有利子負債(社債含む)） (15,698) (14,415) (△1,282)

純資産合計 24,251 24,040 △211

負債・純資産合計 49,022 48,967 △54
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近の業績動向を踏まえ、平成23年11月11日公表の通期の業績予想数値を修正しております。 

なお、予想に関する事項は、本日（平成24年２月３日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,784 13,243

受取手形及び売掛金 4,112 5,979

有価証券 － 14

商品及び製品 344 391

仕掛品 82 154

原材料及び貯蔵品 100 116

その他 1,253 1,466

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 17,677 21,366

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 10,291 8,757

土地 13,012 12,986

その他（純額） 2,626 2,482

有形固定資産合計 25,930 24,225

無形固定資産 1,768 1,444

投資その他の資産

投資有価証券 3,427 1,592

その他 447 573

貸倒引当金 △243 △243

投資その他の資産合計 3,630 1,922

固定資産合計 31,329 27,592

繰延資産 15 8

資産合計 49,022 48,967

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,068 3,894

短期借入金 4,380 5,788

未払法人税等 303 1,071

賞与引当金 42 17

その他 2,468 2,260

流動負債合計 9,262 13,032

固定負債

社債 310 50

長期借入金 10,592 8,211

退職給付引当金 372 337

環境対策引当金 77 1

資産除去債務 596 555

その他 3,560 2,739

固定負債合計 15,508 11,894

負債合計 24,770 24,927
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,571 8,571

資本剰余金 6,219 6,219

利益剰余金 8,352 12,351

自己株式 △4 △4

株主資本合計 23,138 27,138

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,479 △494

繰延ヘッジ損益 82 △184

土地再評価差額金 129 177

為替換算調整勘定 △578 △2,596

その他の包括利益累計額合計 1,112 △3,098

純資産合計 24,251 24,040

負債純資産合計 49,022 48,967
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（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

（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 64,771 75,484

売上原価 59,994 68,895

売上総利益 4,776 6,589

販売費及び一般管理費

建材配送運賃及び口銭 20 9

人件費 984 1,028

福利厚生費 152 168

減価償却費 79 82

業務委託費 185 122

その他 669 668

販売費及び一般管理費合計 2,091 2,080

営業利益 2,685 4,509

営業外収益

受取利息 160 127

受取配当金 20 25

為替差益 － 468

その他 36 20

営業外収益合計 217 642

営業外費用

支払利息 230 133

為替差損 246 －

持分法による投資損失 149 －

その他 29 31

営業外費用合計 656 165

経常利益 2,246 4,986
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（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

特別利益

固定資産売却益 67 3

投資有価証券売却益 775 2,150

貸倒引当金戻入額 7 －

償却債権取立益 178 －

持分変動利益 156 －

退職給付制度改定益 － 37

補助金収入 369 159

特別利益合計 1,554 2,349

特別損失

固定資産除却損 59 0

固定資産売却損 － 1

投資有価証券評価損 12 142

関係会社清算損 15 －

関係会社整理損 － 72

減損損失 － 364

補償損失 45 99

特別退職金 － 16

事務所移転費用 12 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7 －

特別損失合計 152 699

税金等調整前四半期純利益 3,648 6,637

法人税、住民税及び事業税 1,100 2,044

法人税等調整額 △59 37

法人税等合計 1,040 2,082

少数株主損益調整前四半期純利益 2,607 4,554

少数株主利益 － －

四半期純利益 2,607 4,554
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,607 4,554

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △428 △1,974

繰延ヘッジ損益 221 △266

土地再評価差額金 △2 48

為替換算調整勘定 △293 △2,017

その他の包括利益合計 △503 △4,210

四半期包括利益 2,104 343

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,104 343

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）  

 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）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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