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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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1四半期 6,994 △18.9 78 △15.9 14 ― 13 42.8
24年3月期第1四半期 8,619 0.8 93 5.0 △4 ― 9 △82.1

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △145百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △5百万円 （―％）

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1四半期 0.22 0.20
24年3月期第1四半期 0.16 0.14

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1四半期 16,803 4,993 29.7 42.38
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1四半期  4,993百万円 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 15,000 △23.0 190 9.3 100 79.4 80 15.4 1.36
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（その他）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報告書の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報告書の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 
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仮定及び業績予想のご利用に当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1Q 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1Q 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1Q 58,857,633 株 24年3月期1Q 58,857,670 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、欧州債務金融危機の継続を始めとした海外経済の減速や、

円高の定着による輸出産業への影響等、極めて不透明感が続く状況で推移しました。 

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）の当第１四半期連結累計

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（前年同期は 百万円の損失）、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）、

セグメント利益は 百万円（前年同期比 %減）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

%減）、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（前年同期は 百万円の損失）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 %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）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権の減少や投資有価証券の時価評価による減少等があったもの

の、現金及び預金並びに商品及び製品が増加したこと等から、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１四半期連結会計期間末の負債合計は、繰延税金負債及び引当金が減少したものの、借入金が増加したこと

等から、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。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、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 

景気の先行きは引き続き不透明であり、当社グループを取り巻く事業環境についても予断を許さない状況ではあ

りますが、現時点においては平成24年５月15日公表の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はあ

りません。 

（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) 

当第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

6,994 18.9 14 4

13 42.8

6,067 17.1

156 16.8

105

6.0 13 38.2

159 20.4 3 6

661 33.3 0 99.4

49 16,803

195 11,810

145 4,993 29.7

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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,054 1,184

受取手形及び売掛金 3,156 2,780

商品及び製品 1,775 2,407

仕掛品 211 216

原材料及び貯蔵品 21 16

前渡金 4 3

繰延税金資産 － 1

その他 189 211

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 6,412 6,820

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 675 663

機械装置及び運搬具（純額） 46 42

土地 5,400 5,405

リース資産（純額） 109 102

その他（純額） 15 14

有形固定資産合計 6,247 6,228

無形固定資産   

その他 13 11

無形固定資産合計 13 11

投資その他の資産   

投資有価証券 3,882 3,580

その他 669 629

貸倒引当金 △471 △466

投資その他の資産合計 4,080 3,743

固定資産合計 10,341 9,983

資産合計 16,753 16,803
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,580 1,546

短期借入金 7,175 8,011

未払法人税等 10 7

引当金 82 22

その他 288 260

流動負債合計 9,136 9,847

固定負債   

長期借入金 1,371 1,013

繰延税金負債 153 59

再評価に係る繰延税金負債 368 368

退職給付引当金 247 204

長期預り金 186 173

資産除去債務 28 28

その他 120 114

固定負債合計 2,478 1,962

負債合計 11,614 11,810

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 1,511

自己株式 △15 △15

株主資本合計 4,946 4,959

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 －

土地再評価差額金 △249 △249

その他の包括利益累計額合計 192 33

純資産合計 5,138 4,993

負債純資産合計 16,753 16,803
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 8,619 6,994

売上原価 8,046 6,510

売上総利益 573 483

販売費及び一般管理費 479 404

営業利益 93 78

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 17 11

固定資産賃貸料 14 13

その他 9 5

営業外収益合計 41 30

営業外費用   

支払利息 48 40

持分法による投資損失 50 11

その他 39 41

営業外費用合計 138 93

経常利益又は経常損失（△） △4 14

特別利益   

固定資産売却益 3 －

清算配当金 11 －

特別利益合計 15 －

特別損失   

固定資産除売却損 0 －

特別損失合計 0 －

税金等調整前四半期純利益 11 14

法人税、住民税及び事業税 1 1

法人税等調整額 △0 △0

法人税等合計 1 1

少数株主損益調整前四半期純利益 9 13

四半期純利益 9 13
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 9 13

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16 △160

繰延ヘッジ損益 1 2

その他の包括利益合計 △14 △158

四半期包括利益 △5 △145

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5 △145

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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