
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第２四半期 39,556 △14.0 669 △72.9 1,149 △57.5 786 △47.1
25年３月期第２四半期 46,009 △4.2 2,469 △14.1 2,707 △5.8 1,487 △56.0

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 924百万円(△52.0％) 25年３月期第２四半期 1,926百万円(△26.2％)

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

26年３月期第２四半期 5.67 ―
25年３月期第２四半期 10.73 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 54,719 31,361 57.3
25年３月期 56,280 31,129 55.3

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 31,358百万円 25年３月期 31,128百万円

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

25年３月期 ― ― ― 5.0 5.0

26年３月期 ― ―

26年３月期(予想) ― 4.0 4.0

(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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 79,000 △6.0 1,500 △60.7 1,900 △53.8 1,300 △23.5 9.38

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

Yuya Satohara
スタンプ



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

※ 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 ： 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） ―

期中における重要な子会社の異動に関する注記

（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

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

（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

会計方針の変更に関する注記

（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) 26年３月期２Ｑ 138,677,572株 25年３月期 138,677,572株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 28,289株 25年３月期 27,782株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 138,649,573株 25年３月期２Ｑ 138,649,893株

発行済株式数に関する注記

※ 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「(3)連結業績 
予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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（単位：百万円） 

  
当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、主力の燃料事業において前年同期比で石炭の販

売数量が減少したこと、および石炭価格が下落したことに伴い、売上高は395億56百万円と前年同期

比64億53百万円（14.0％）の減収となり、営業利益は、６億69百万円と前年同期比17億円99百万円

（72.9％）の減益となりました。経常利益につきましては、為替差益２億91百万円などの計上があっ

たことにより11億49百万円と前年同期比15億57百万円（57.5％）の減益となり、四半期純利益は、７

億86百万円と前年同期比７億１百万円（47.1％）の減益となりました。 
  

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、石炭価格の下落に加え、鉄鋼用石炭の販売数量が減少したことにより、318億94百万円

と前年同期比59億５百万円（15.6%）の減収となり、27百万円の営業損失（前年同期は18百万円の営

業利益）となりました。 

②燃料（石炭生産）事業 

売上高は、前年同期と比べ石炭代金決済レート（US$／A$）の豪ドル安及び決算為替レート（円／

A$）の円安による増収要因があったものの、石炭価格の下落及び販売数量の減少により、74億64百万

円と前年同期比11億13百万円（13.0%）の減収となり、営業利益は７億87百万円と前年同期比17億98

百万円（69.5%）の減益となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

前第２四半期 
連結累計期間

当第２四半期 
連結累計期間

増減額

売 
上 
高

①燃料（石炭販売） 37,800 31,894 △5,905

②燃料（石炭生産） 8,577 7,464 △1,113

③施設運営受託 1,746 3,092 1,346

④建機材 1,452 1,173 △279

⑤不動産 296 298 1

⑥リサイクル・合金鉄 186 99 △86

⑦その他 1,146 929 △217

調整額 △5,196 △5,394 △198

合計 46,009 39,556 △6,453

営 
業 
利 
益 
又 
は 
損 
失

①燃料（石炭販売） 18 △27 △45

②燃料（石炭生産） 2,585 787 △1,798

③施設運営受託 125 △27 △152

④建機材 △40 △74 △34

⑤不動産 8 △16 △24

⑥リサイクル・合金鉄 △173 0 173

⑦その他 △55 25 80

調整額 0 1 1

合計 2,469 669 △1,799

営業外収益 328 594 266

営業外費用 90 114 24

経常利益 2,707 1,149 △1,557

特別利益 144 268 124

特別損失 445 248 △196

税金等調整前四半期純利益 2,406 1,169 △1,237

法人税等合計 918 381 △537

少数株主損益調整前四半期純利益 1,487 788 △699

少数株主利益又は損失（△） △0 1 1

四半期純利益 1,487 786 △701
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③施設運営受託事業 

売上高は30億92百万円となり、のれんの償却費負担などにより27百万円の営業損失となりました。

なお、本事業は平成24年７月から連結の範囲に含めているため、前第２四半期連結累計期間との比較

情報の記載は行っておりません。 

④建機材事業 

売上高は、11億73百万円と前年同期比２億79百万円（19.2%）の減収となり、74百万円の営業損失

（前年同期は40百円の営業損失）となりました。 

⑤不動産事業 

売上高は、２億98百万円と前年同期比１百万円（0.4%）の増収となりましたが、16百万円の営業損

失（前年同期は８百万円の営業利益）となりました。 

⑥リサイクル・合金鉄事業 

売上高は、前期に合金鉄製造事業を休止したことに伴い、99百万円と前年同期比86百万円

（46.7%）の減収となりましたが、営業利益は０百万円（前年同期は１億73百万円の営業損失）とな

りました。 
  

⑦その他（海外派遣研修事業、港湾事業及び太陽光発電事業等） 

売上高は、平成25年７月においてスーパーマーケット事業を事業譲渡したことにより、９億29百万

円と前年同期比２億17百万円（18.9%）の減収となりましたが、営業利益は25百万円（前年同期は55

百万円の営業損失）となりました。 
  

（単位：百万円） 

①資産 

資産合計は547億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億60百万円(2.8%)の減少となりまし

た。主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の増加などによる固定資産の増加4億18百万円

(1.2%)があったものの、受取手形及び売掛金の減少などによる流動資産の減少19億77百万円(9.7%)に

よるものであります。 

②負債 

負債合計は233億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億92百万円(7.1%)の減少となりまし

た。主な要因は、長期借入金の増加などによる固定負債の増加19億41百万円(15.7%)があったもの

の、買掛金及び短期借入金などの減少による流動負債の減少37億34百万円(29.3%)によるものであり

ます。 

③純資産 

純資産合計は313億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億32百万円(0.7%)の増加となりまし

た。主な要因は、配当金の支払があったものの、当四半期純利益の計上による株主資本の増加93百万

円及び為替換算調整勘定の増加によるその他の包括利益累計額の増加１億36百万円によるものであり

ます。 

（２）財政状態に関する説明

前連結会計年度
当第２四半期 
連結会計期間

増減額

資
産

流動資産 20,311 18,333 △1,977

（内、現金及び預金） (12,212) (12,027) (△184)

固定資産 35,968 36,386 418

繰延資産 0 0 △0

合計 56,280 54,719 △1,560

負
債

流動負債 12,746 9,011 △3,734

固定負債 12,404 14,346 1,941

合計 25,151 23,358 △1,792

（内、借入金（社債含む）） (11,839) (11,688) (△151)

純資産合計 31,129 31,361 232

負債・純資産合計 56,280 54,719 △1,560
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近の業績動向を踏まえ、平成25年５月２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25年11月１日）公表の「平成26年３月期第２四半期（累計）

連結業績予想数値と実績値との差異及び通期連結業績予想数値の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,212 12,027

受取手形及び売掛金 5,516 3,513

商品及び製品 581 1,111

仕掛品 221 66

原材料及び貯蔵品 315 308

その他 1,462 1,306

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 20,311 18,333

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 10,315 9,714

土地 13,018 13,036

その他（純額） 4,529 5,283

有形固定資産合計 27,864 28,034

無形固定資産   

のれん 2,312 2,370

その他 2,962 2,942

無形固定資産合計 5,274 5,312

投資その他の資産   

投資有価証券 2,632 2,778

その他 422 484

貸倒引当金 △225 △223

投資その他の資産合計 2,830 3,039

固定資産合計 35,968 36,386

繰延資産 0 0

資産合計 56,280 54,719

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,126 2,166

短期借入金 4,709 3,648

未払法人税等 675 94

賞与引当金 125 147

その他 3,109 2,955

流動負債合計 12,746 9,011

固定負債   

社債 232 194

長期借入金 6,773 7,745

退職給付引当金 272 267

資産除去債務 2,015 2,101

その他 3,110 4,037

固定負債合計 12,404 14,346

負債合計 25,151 23,358
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30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 14,657 14,751

自己株式 △4 △4

株主資本合計 29,444 29,537

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 519 504

繰延ヘッジ損益 114 △408

土地再評価差額金 6 5

為替換算調整勘定 1,043 1,718

その他の包括利益累計額合計 1,683 1,820

少数株主持分 0 3

純資産合計 31,129 31,361

負債純資産合計 56,280 54,719
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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24年４月１日 
至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日) 

売上高 46,009 39,556

売上原価 41,937 37,262

売上総利益 4,072 2,293

販売費及び一般管理費   

人件費 743 781

福利厚生費 123 128

減価償却費 65 56

業務委託費 83 46

その他 586 612

販売費及び一般管理費合計 1,603 1,624

営業利益 2,469 669

営業外収益   

受取利息 155 121

受取配当金 17 16

持分法による投資利益 － 56

為替差益 98 291

その他 57 109

営業外収益合計 328 594

営業外費用   

支払利息 70 74

その他 19 40

営業外費用合計 90 114

経常利益 2,707 1,149

特別利益   

投資有価証券売却益 10 －

補助金収入 134 268

特別利益合計 144 268

特別損失   

投資有価証券評価損 174 －

固定資産圧縮損 124 248

特別退職金 24 －

事業休止関連損失 122 －

特別損失合計 445 248

税金等調整前四半期純利益 2,406 1,169

法人税、住民税及び事業税 845 331

法人税等調整額 73 49

法人税等合計 918 381

少数株主損益調整前四半期純利益 1,487 788

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 1

四半期純利益 1,487 786

三井松島産業㈱（1518）　平成26年３月期　第２四半期決算短信

－　7　－



 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24年４月１日 
至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,487 788

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △49 △14

繰延ヘッジ損益 46 △522

土地再評価差額金 △1 △1

為替換算調整勘定 442 675

その他の包括利益合計 438 136

四半期包括利益 1,926 924

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,926 923

少数株主に係る四半期包括利益 △0 1
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 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

  

  

（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）

（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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