
平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成26年2月3日

（百万円未満切捨て）

上場会社名住石ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号1514 URL http://www.sumiseki.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 長崎 駒樹
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 石井 啓二 TEL 03-5733-9901
四半期報告書提出予定日 平成26年2月7日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 18,283 △12.3 435 17.3 394 66.3 343 97.8
25年3月期第3四半期 20,842 △26.3 370 18.4 237 33.2 173 111.7

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 294百万円 （62.9％） 25年3月期第3四半期 181百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 5.83 5.11
25年3月期第3四半期 2.95 2.58

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 16,343 5,782 35.4
25年3月期 16,102 5,487 34.1
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 5,782百万円 25年3月期 5,487百万円

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

25年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） ― ―

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）  
（％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 ： 有  

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 23,480 △15.5 460 ― 320 ― 3,300 ― 56.07



(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 

(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、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」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
②①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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 58,875,853 株 25年3月期 58,875,853 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 18,328 株 25年3月期 18,259 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 58,875,853 株 25年3月期3Q 58,857,633 株
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（１）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の経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和を背景として、全般的な

景況感は緩やかに改善していると見られますが、欧州及び新興国の景気動向や世界的な政治情勢に対する不安感な

ど依然として不透明感は否めません。 

このような事業環境のもとで、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社）は効率経営に徹した結

果、当第３四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 

石炭取扱数量が入着時期のズレなどもあり、前年同期比 千トン減少しましたが、堅調な国内石炭需要を背景

とする石炭のブローキング等の収益向上及びコスト削減などにより、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 %増）となりました。 

②新素材事業部門 

中国品、ロシア品等との競合が厳しいため、数量的に伸び悩んでいるものの、好採算の商品に取り組んでいるこ

となどから、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。 

③採石事業部門 

全国的に公共事業は、建設資材及び人件費の高騰に起因した官公庁入札見送りなど厳しい状況ながら、コスト削

減の徹底などにより、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。 

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金並びに商品及び製品が減少したものの、営業債権及び前

渡金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、その他流動負債が増加したものの、営業債務、借入金及び社債が減

少したことなどから、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３四半期連結会計期間末の純資産は、その他有価証券評価差額金が減少したものの、四半期純利益を計上し

たことなどから、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となり、自己資本比率は %となり

ました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想といたしましては、売上高は、石炭事業において、石炭取扱数量が入着時期のズ

レなどにより、年間予想比 千トン減少する見込みのため、当初の予想を下回る見込みです。 

但し、営業利益、経常利益、当期利益は、石炭事業において、堅調な国内石炭需要を背景とする石炭のブローキ

ング等の収益向上及びコスト削減などにより、当初の予想通りに推移する見込みです。 

詳しくは本日開示した、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

   

   

該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

18,283 12.3 394

66.3 343 97.8

182

17,444 5.0

631 18.0

290 6.9 57 28.6

549 9.2 84 2.9

240 16,343

54 10,560

294 5,782 35.4

347

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 948 796

受取手形及び売掛金 2,281 2,430

商品及び製品 1,971 1,385

仕掛品 151 145

原材料及び貯蔵品 18 16

前渡金 104 1,104

繰延税金資産 8 8

その他 122 72

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 5,605 5,957

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 626 597

機械装置及び運搬具（純額） 31 17

土地 5,372 5,365

リース資産（純額） 84 66

建設仮勘定 3 －

その他（純額） 10 11

有形固定資産合計 6,129 6,058

無形固定資産   

ソフトウエア仮勘定 9 －

その他 5 60

無形固定資産合計 15 60

投資その他の資産   

投資有価証券 4,159 4,119

その他 632 593

貸倒引当金 △467 △466

投資その他の資産合計 4,325 4,247

固定資産合計 10,470 10,366

繰延資産   

社債発行費 26 19

繰延資産合計 26 19

資産合計 16,102 16,343
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 661 324

短期借入金 6,161 5,438

1年内償還予定の社債 240 240

未払法人税等 16 12

引当金 31 15

その他 190 1,578

流動負債合計 7,301 7,609

固定負債   

社債 960 840

長期借入金 1,373 1,181

繰延税金負債 238 209

再評価に係る繰延税金負債 368 368

退職給付引当金 185 174

長期預り金 62 77

資産除去債務 28 29

その他 95 70

固定負債合計 3,313 2,951

負債合計 10,614 10,560

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 1,627 1,970

自己株式 △15 △15

株主資本合計 5,074 5,417

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 628 579

土地再評価差額金 △215 △215

その他の包括利益累計額合計 412 364

純資産合計 5,487 5,782

負債純資産合計 16,102 16,343
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 20,842 18,283

売上原価 19,280 16,727

売上総利益 1,561 1,556

販売費及び一般管理費 1,190 1,121

営業利益 370 435

営業外収益   

受取利息 0 2

受取配当金 18 23

持分法による投資利益 20 45

固定資産賃貸料 40 43

その他 28 28

営業外収益合計 108 143

営業外費用   

支払利息 118 100

その他 123 83

営業外費用合計 241 183

経常利益 237 394

特別利益   

固定資産売却益 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失   

固定資産除売却損 3 3

関係会社事業損失 49 －

その他の投資評価損 1 －

訴訟関連費用 － 31

特別損失合計 54 35

税金等調整前四半期純利益 184 359

法人税、住民税及び事業税 11 16

法人税等調整額 △0 △0

法人税等合計 11 15

少数株主損益調整前四半期純利益 173 343

四半期純利益 173 343
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 173 343

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5 △48

繰延ヘッジ損益 2 －

その他の包括利益合計 7 △48

四半期包括利益 181 294

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 181 294

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）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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