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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 14,585 △25.1 237 36.4 136 145.7 116 67.7
24年3月期第2四半期 19,481 14.0 173 △29.1 55 △53.7 69 △27.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △45百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △152百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 1.97 1.73
24年3月期第2四半期 1.18 1.03

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

25年3月期第2四半期 15,622 5,093 32.6 44.08
24年3月期 16,753 5,138 30.7 44.85

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  5,093百万円 24年3月期  5,138百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

25年3月期 ― ―

25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 30,000 △13.6 430 △15.2 280 0.5 260 112.5 4.42



(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  

(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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意）  
 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、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Ｐ．２ 「１．当四半期決算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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 58,875,853 株 24年3月期 58,875,853 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 18,220 株 24年3月期 18,220 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 58,857,633 株 24年3月期2Q 58,857,660 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、欧州の財政・金融危機、中国や新興国の経済成長の減速、円

高の定着による輸出産業への影響等、極めて厳しい状況で推移しました。 

当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社）を取り巻く事業環境としましては、中国等の需要減退によ

り世界的に石炭価格が低迷し、また国内でも景気が低迷しており、総じて厳しい状況が続きましたが、全グループを

あげて効率的な経営に注力いたしました。 

上記の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比 %減）、経常利益 百万

円（前年同期比 %増）、四半期純利益 百万円（前年同期比 %増）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。 

①石炭事業部門 

中国等の需要減退による影響で石炭価格が低下したこと等から、売上高は 百万円（前年同期比 %減）と

なりましたが、セグメント利益は 百万円（前年同期比 %増）となりました。 

②新素材事業部門 

多結晶ダイヤモンドの主要用途であるサファイヤ研磨関連業界の低迷もあり、売上高は 百万円(前年同期比 %

増）、セグメント利益は 百万円（前年同期比 %減）となりました。 

③採石事業部門 

当社の連結子会社である住石マテリアルズ株式会社の札幌事業所を、平成23年12月31日に閉鎖したこと等もあり、

売上高は 百万円（前年同期比 %減）、セグメント利益は 百万円（前年同期比 %減）となりました。 

④建材・機材事業部門 

当社の連結子会社である住石マテリアルズ株式会社の北海道支店及び九州支店を、平成24年５月１日に事業譲渡し

たこと等から、売上高は 百万円（前年同期比 %減）、セグメント利益は 百万円（前年同期比 %増）とな

りました。 

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、現金及び預金、商品及び製品並びに投資有価証券の時価評価が減少し

たこと等から、前連結会計年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、借入金が減少したこと等から、前連結会計年度末に比べて 百万

円減少し、 百万円となりました。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純利益を計上したものの、その他有価証券評価差額金が減少

したこと等から、前連結会計年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となり、自己資本比率は %となりまし

た。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績は、中国等の需要減退により世界的に石炭価格が低迷したこと等から、売上高は

予想を下回りましたが、効率経営に徹したことにより、平成24年５月15日に公表した平成25年３月期第２四半期連結

累計期間の業績予想値に比べ、営業利益、経常利益及び四半期純利益とも予想を上回ることとなりました。詳細につ

きましては、本日（平成24年10月31日）発表の、「当第２四半期連結累計期間の予想値と実績値との差異に関するお

知らせ」をご参照下さい。 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

(時価のあるその他有価証券の評価基準の変更) 

第１四半期連結会計期間より、時価のあるその他有価証券の評価基準を、決算日前１ヵ月の市場価格の平均に基づく

時価法から、原則的な方法である決算日の市場価格に基づく時価法に変更しております。 

この変更は、継続的な業務改善を機に、決算日の市場価格に基づく時価に変更することで、業務処理を迅速化し、よ

り適正な財政状態を開示するために実施したものです。 

なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

14,585 25.1 136

145.7 116 67.7

12,804 23.3

380 5.7

219 3.8

28 23.1

330 21.9 15 14.6

1,230 42.9 3 49.9

1,130 15,622

1,085

10,529

45 5,093 32.6

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,054 744

受取手形及び売掛金 3,156 3,089

商品及び製品 1,775 1,449

仕掛品 211 194

原材料及び貯蔵品 21 19

前渡金 4 3

その他 189 131

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 6,412 5,630

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 675 652

機械装置及び運搬具（純額） 46 43

土地 5,400 5,405

リース資産（純額） 109 96

その他（純額） 15 13

有形固定資産合計 6,247 6,210

無形固定資産   

その他 13 9

無形固定資産合計 13 9

投資その他の資産   

投資有価証券 3,882 3,609

その他 669 629

貸倒引当金 △471 △467

投資その他の資産合計 4,080 3,771

固定資産合計 10,341 9,992

資産合計 16,753 15,622
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,580 1,688

短期借入金 7,175 6,442

未払法人税等 10 5

引当金 82 35

その他 288 249

流動負債合計 9,136 8,420

固定負債   

長期借入金 1,371 1,156

繰延税金負債 153 60

再評価に係る繰延税金負債 368 368

退職給付引当金 247 219

長期預り金 186 162

資産除去債務 28 28

その他 120 113

固定負債合計 2,478 2,109

負債合計 11,614 10,529

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 1,498 1,615

自己株式 △15 △15

株主資本合計 4,946 5,062

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 444 283

繰延ヘッジ損益 △2 △2

土地再評価差額金 △249 △249

その他の包括利益累計額合計 192 30

純資産合計 5,138 5,093

負債純資産合計 16,753 15,622
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 19,481 14,585

売上原価 18,307 13,546

売上総利益 1,174 1,038

販売費及び一般管理費 1,000 801

営業利益 173 237

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 17 12

持分法による投資利益 － 17

固定資産賃貸料 31 28

その他 12 8

営業外収益合計 62 66

営業外費用   

支払利息 101 81

持分法による投資損失 6 －

その他 71 84

営業外費用合計 180 166

経常利益 55 136

特別利益   

固定資産売却益 6 －

清算配当金 11 －

特別利益合計 18 －

特別損失   

固定資産除売却損 0 3

関係会社事業損失 － 16

その他の投資評価損 － 1

特別損失合計 0 20

税金等調整前四半期純利益 74 116

法人税、住民税及び事業税 5 0

法人税等調整額 △0 △0

法人税等合計 5 0

少数株主損益調整前四半期純利益 69 116

四半期純利益 69 116
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 69 116

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △222 △161

繰延ヘッジ損益 1 △0

その他の包括利益合計 △221 △161

四半期包括利益 △152 △45

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △152 △45

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

   

   

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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