
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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１四半期 20,371 △7.9 △11 ― 142 △84.6 97 △83.0
25年３月期第１四半期 22,111 △4.7 786 △39.2 926 △36.7 574 △46.9

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 2,148百万円( 12.3％) 25年３月期第１四半期 1,913百万円( 11.4％)

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１四半期 0.71 ―
25年３月期第１四半期 4.14 ―

（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１四半期 57,858 32,585 56.3
25年３月期 56,280 31,129 55.3

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 32,582百万円 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

第２四半期(累計) 40,000 △13.1 200 △91.9 300 △88.9 100 △93.3 0.72
通期 87,000 3.6 900 △76.4 1,000 △75.7 600 △64.7 4.33

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

※ 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） ―

（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) 26年３月期１Ｑ 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１Ｑ 27,782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１Ｑ 138,649,790株 25年３月期１Ｑ 138,649,961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３ページ「(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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（単位：百万円）
 

  
当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、施設運営受託事業の売上高計上があったもの

の、燃料事業において新興国の経済成長鈍化に伴う石炭需給の緩和による石炭価格の下落及び販売数
量の減少などにより、売上高は203億71百万円と前年同期比17億40百万円（7.9%）の減収となり、11
百万円の営業損失（前年同期は７億86百万円の営業利益）となりました。経常利益は１億42百万円と
前年同期比７億83百万円（84.6%）の減益となり、当四半期純利益は税金費用53百万円を差し引いた
結果、97百万円と前年同期比４億76百万円（83.0％）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から166億38百万円と前年
同期比28億87百万円（14.8%）の減収となり、13百万円の営業損失（前年同期は28百万円の営業利
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31億70
百万円と前年同期比７億31百万円（18.7%）の減収となり、営業利益は１億41百万円と前年同期比８
億13百万円（85.2%）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１四半期 
連結累計期間

当第１四半期 
連結累計期間

増減額

売 
上 
高

①燃料（石炭販売） 19,525 16,638 △2,887

②燃料（石炭生産） 3,901 3,170 △731

③施設運営受託 ― 1,388 1,388

④建機材 495 646 150

⑤不動産 148 144 △4

⑥リサイクル・合金鉄 140 51 △89

⑦その他 565 537 △28

調整額 △2,665 △2,204 460

合計 22,111 20,371 △1,740

営 
業 
利 
益 
又 
は 
損 
失

①燃料（石炭販売） 28 △13 △42

②燃料（石炭生産） 954 141 △813

③施設運営受託 ― △83 △83

④建機材 △72 △48 24

⑤不動産 12 △7 △19

⑥リサイクル・合金鉄 △107 2 110

⑦その他 △28 △5 23

調整額 △1 2 3

合計 786 △11 △797

営業外収益 175 206 31

営業外費用 35 52 17

経常利益 926 142 △783

特別利益 10 134 124

特別損失 24 124 100

税金等調整前四半期純利益 912 152 △760

法人税等合計 338 53 △284

少数株主損益調整前四半期純利益 574 98 △475

少数株主利益 ― 0 0

四半期純利益 574 97 △476
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③施設運営受託事業 

売上高は13億88百万円となり、第１四半期（４月～６月）は閑散期にあたり稼働率が低調に推移し
たことなどから83百万円の営業損失となりました。なお、本事業は前第２四半期連結会計期間におい
て連結の範囲に含めているため、前第１四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、６億46百万円と前年同期比１億50百万円（30.4％）の増収となりましたが、48百万円の
営業損失（前年同期は72百万円の営業損失）となりました。 

⑤不動産事業 

売上高は、１億44百万円と前年同期比４百万円（2.8％）の減収となり、７百万円の営業損失（前
年同期は12百万円の営業利益）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、51百万円と前年同期比89百万円
（63.6％）の減収となり、営業利益は２百万円（前年同期は１億７百万円の営業損失）となりまし
た。 
  

⑦その他（海外派遣研修事業、スーパーマーケット事業、港湾事業及び太陽光発電事業等） 

売上高は、５億37百万円と前年同期比28百万円（5.0％）の減収となり、５百万円の営業損失（前
年同期は28百万円の営業損失）となりました。 
  

（単位：百万円）
 

①資産 

資産合計は578億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億77百万円(2.8％)の増加となりまし

た。主な要因は、現金及び預金の増加などによる流動資産の増加５億５百万円（2.5％）、並びに有

形固定資産の増加などによる固定資産の増加10億73百万円（3.0％）によるものであります。  

②負債 

負債合計は252億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億21百万円(0.5％)の増加となりまし

た。主な要因は、買掛金の減少などによる流動負債の減少２億30百万円（1.8％）があったものの、

資産除去債務の増加などによる固定負債の増加３億51百万円（2.8％）によるものであります。 

③純資産 

純資産合計は325億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億56百万円(4.7％)の増加となりま

した。主な要因は、配当金の支払い６億93百万円があったものの、為替換算調整勘定の増加などによ

るその他の包括利益累計額の増加20億49百万円によるものであります。  

  

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月２日に公表しました

業績予想数値に変更はございません。業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定

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１四半期 
連結会計期間

増減額

資
産

流動資産 20,311 20,816 505

（内、現金及び預金） (12,212) (13,391) 1,178

固定資産 35,968 37,041 1,073

繰延資産 0 0 △0

合計 56,280 57,858 1,577

負
債

流動負債 12,746 12,516 △230

固定負債 12,404 12,756 351

合計 25,151 25,272 121

（内、有利子負債（社債含む）） (11,839) (14,230) (2,390)

純資産合計 31,129 32,585 1,456

負債・純資産合計 56,280 57,858 1,577

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 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。 

  
 

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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,212 13,391 

受取手形及び売掛金 5,516 4,581 

商品及び製品 581 893 

仕掛品 221 163 

原材料及び貯蔵品 315 337 

その他 1,462 1,448 

貸倒引当金 △0 △0 

流動資産合計 20,311 20,816 

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 10,315 11,049 

土地 13,018 13,062 

その他（純額） 4,529 4,372 

有形固定資産合計 27,864 28,485 

無形固定資産   

のれん 2,312 2,357 

その他 2,962 3,217 

無形固定資産合計 5,274 5,575 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,632 2,754 

その他 422 450 

貸倒引当金 △225 △224 

投資その他の資産合計 2,830 2,980 

固定資産合計 35,968 37,041 

繰延資産 0 0 

資産合計 56,280 57,858 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,126 1,881 

短期借入金 4,709 7,096 

未払法人税等 675 463 

賞与引当金 125 191 

その他 3,109 2,883 

流動負債合計 12,746 12,516 

固定負債   

社債 232 212 

長期借入金 6,773 6,821 

退職給付引当金 272 277 

資産除去債務 2,015 2,229 

その他 3,110 3,216 

固定負債合計 12,404 12,756 

負債合計 25,151 25,272 
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６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 14,062 

自己株式 △4 △4 

株主資本合計 29,444 28,849 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 519 469 

繰延ヘッジ損益 114 159 

土地再評価差額金 6 6 

為替換算調整勘定 1,043 3,098 

その他の包括利益累計額合計 1,683 3,733 

少数株主持分 0 2 

純資産合計 31,129 32,585 

負債純資産合計 56,280 57,858 

三井松島産業㈱（1518）　平成26年3月期　第１四半期決算短信

- 6 -



（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１四半期連結累計期間 

 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 22,111 20,371 

売上原価 20,628 19,514 

売上総利益 1,482 857 

販売費及び一般管理費   

人件費 335 429 

福利厚生費 56 68 

減価償却費 30 33 

業務委託費 30 20 

その他 244 316 

販売費及び一般管理費合計 696 868 

営業利益又は営業損失（△） 786 △11 

営業外収益   

受取利息 93 56 

受取配当金 16 15 

持分法による投資利益 － 54 

為替差益 42 3 

その他 21 75 

営業外収益合計 175 206 

営業外費用   

支払利息 26 35 

その他 8 17 

営業外費用合計 35 52 

経常利益 926 142 

特別利益   

投資有価証券売却益 10 － 

補助金収入 － 134 

特別利益合計 10 134 

特別損失   

固定資産圧縮損 － 124 

特別退職金 24 － 

特別損失合計 24 124 

税金等調整前四半期純利益 912 152 

法人税、住民税及び事業税 266 97 

法人税等調整額 72 △43 

法人税等合計 338 53 

少数株主損益調整前四半期純利益 574 98 

少数株主利益 － 0 

四半期純利益 574 97 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 574 98 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △136 △49 

繰延ヘッジ損益 23 45 

土地再評価差額金 △0 △0 

為替換算調整勘定 1,453 2,054 

その他の包括利益合計 1,339 2,049 

四半期包括利益 1,913 2,148 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,913 2,147 

少数株主に係る四半期包括利益 － 0 
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６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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