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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第12期

第２四半期
連結累計期間

第13期
第２四半期
連結累計期間

第12期

会計期間
自2019年４月１日
至2019年９月30日

自2020年４月１日
至2020年９月30日

自2019年４月１日
至2020年３月31日

売上高 （百万円） 7,990 4,633 16,679

経常利益又は経常損失(△) （百万円） 889 △59 1,262

親会社株主に帰属する四半期

(当期)純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失(△)

（百万円） 764 △68 1,021

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 667 81 815

純資産額 （百万円） 14,829 14,979 14,996

総資産額 （百万円） 16,663 17,013 16,622

１株当たり四半期（当期）純

利益又は１株当たり四半期純

損失(△)

（円） 14.31 △1.28 18.94

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 12.12 - 15.98

自己資本比率 （％） 88.3 88.0 89.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 2,945 239 2,191

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △11 △9 △55

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △707 520 △731

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 4,348 4,278 3,526

 

回次
第12期

第２四半期
連結会計期間

第13期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自2019年７月１日
至2019年９月30日

自2020年７月１日
至2020年９月30日

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失(△)
（円） 16.08 △0.57

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第13期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

４．当連結会計年度より、ワンボ社からの配当収入を「営業外収益」から「売上高」に表示する方法に変更して

おり、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、当該表示方法の変更を反映した組替え後の

数値を記載しております。

 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として企業収

益や雇用情勢は極めて厳しい状況が続いております。また、企業の業況判断も、厳しさが残るものとなっておりま

す。

当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の事業につきましては、主力である石炭事業部門や新素

材事業部門において、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き顧客の稼働率低下や物流の制約等が継続

しており、業績に影響が生じております。

当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高4,633百万円（前年同期比42.0％減）、経常損失59百万

円（前年同四半期は経常利益889百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失68百万円（前年同四半期は親会社

株主に帰属する四半期純利益764百万円）となりました。

なお、当連結会計年度より、ワンボ社からの配当収入は「営業外収益」から「売上高」に、同関連費用は「営業

外費用」から「販売費及び一般管理費」に表示する方法に変更しており、前第２四半期連結累計期間の四半期連結

損益計算書を組替えております。組替え内容につきましては四半期連結財務諸表に関する注記事項に記載しており

ます。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①石炭事業部門

当第２四半期連結累計期間は、新型コロナウイルス感染症の影響で石炭価格の低迷が続き、主要顧客の生産調整

により販売数量が減少しました。また、出資先の豪州ワンボ社からの配当収入につきましては、石炭市況の急落や

大幅な生産調整に伴い、同社が減損損失を計上したことから無配(前年同四半期の配当収入は948百万円)となりま

した。この結果、売上高は4,144百万円（前年同期比44.7％減）、セグメント利益161百万円（前年同期比86.0％

減）と減収減益となりました。

②新素材事業部門

当第２四半期連結累計期間は、新型コロナウイルス感染症の影響で自動車・電子部品関連市場の顧客が生産調整

を余儀なくされ、販売量が減少しました。この結果、売上高は119百万円(前年同期比14.5％減）、セグメント利益

は４百万円（前年同期比68.1％減）となりました。

③採石事業部門

当第２四半期連結累計期間は、西日本地区では、７月の豪雨により採掘切羽が水没し、生産停止や販売減で業績

は低迷しましたが、一方東日本地区では、原子力関係の工事で路盤材出荷が好調に推移しました。この結果、売上

高は369百万円（前年同期比3.1％増）、セグメント利益は49百万円（前年同期比18.2％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。

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金並びに商品及び製品等が減少したものの、現金及

び預金並びに投資有価証券等が増加したことから、前連結会計年度末に比べて391百万円増加し、17,013百万円と

なりました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債は、支払手形及び買掛金並びにその他の流動負債等が減少したものの、短期

借入金等が増加したことから、前連結会計年度末に比べて409百万円増加し、2,034百万円となりました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、自己株式の処分に伴う増加並びにその他有価証券評価差額金が増加し

た一方で利益剰余金並びに新株予約権等が減少したことから、前連結会計年度末に比べて17百万円減少し、14,979

百万円となり、自己資本比率は88.0％となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結会計期間末に比べ70百万円減少

し、4,278百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が59百万円となったほか、仕入債務の減少等

があったものの売上債権及びたな卸資産の減少等により、239百万円の収入（前年同期比2,705百万円の減）となり

ました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出等により、９百万円の支出（前年同期は11

百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額等により、520百万円の収入（前年同期は707百万円

の支出）となりました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更又は新た

に生じた課題はありません。

(4）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、新素材事業部門において支出した0

百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究活動の状況に重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

EDINET提出書類

住石ホールディングス株式会社(E21342)

四半期報告書

 4/24



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 136,032,000

第二種優先株式 7,140,000

計 143,172,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（2020年11月６日）

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 58,892,853 58,892,853
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数　100株

（注）１

第二種優先株式 7,140,000 7,140,000 ―
単元株式数　500株

（注）２

計 66,032,853 66,032,853 ― ―

（注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２．第二種優先株式の内容は次のとおりであります。

１　優先株式配当金

(1）第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通登録株式質権者に先立ち、第

二種優先株式１株につき年14円を上限として、次に定める額の剰余金の配当（以下「第二種優先株式配

当金」という。）を支払う。第二種優先株式配当金の額は、優先株式の発行価額350円に、それぞれの事業

年度ごとに第二種配当年率（以下に定義される。）を乗じて算出した額とする。第二種優先株式配当金は、

円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。計算の結果、各事業年度にかかる第二種

優先株式配当金が１株につき14円を超える場合は、当該事業年度の第二種優先株式配当金は14円とする。

・ 「第二種配当年率」は、下記算式により計算される年率とする。

第二種配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ(６ヶ月物)（以下に定義される。）＋０．５％

第二種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

「日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）」は、各事業年度の初日（銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）及び

その直後の10月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の、午前11時における日本円６ヶ月物

トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行協会によって公

表される数値の平均値とする。午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファー

ド・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）が上記いずれかの日において公表されない場合は、同日（当日が銀行休業

日の場合は直前の銀行営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市

場出し手レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ ６ヶ月物（360日ベース））又はこれに準ずるものと認められるもの

を、前記の平均値の算出において用いるものとする。

(2）ある事業年度において第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が

第二種優先株式配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3）第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対しては第二種優先株式配当金を超えて配当はしない。

２　残余財産の分配

残余財産を分配するときは、第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登

録株式質権者に先立ち、１株につき350円を支払う。第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対し

ては、上記に定めるほか、残余財産の分配は行わない。

３　株式の分割又は併合、新株引受権等の付与

　法令に定める場合を除き、第二種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第二種優先株主又は第

二種優先登録株式質権者には、新株引受権又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えない。
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４　株式の買受け

普通株式、第二種優先株式のうち、いずれか一つのみ、又は全ての種類につきその全部又は一部の買受けを行

うことができる。

５　株式の消却

取締役会の決議をもって、その有する普通株式、第二種優先株式のうち、いずれか一つのみ、又は全ての種類

につきその全部又は一部の消却を行うことができる。

６　議決権

第二種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

７　取得請求権

第二種優先株主は、下記に定める取得を請求し得べき期間中、下記に定める条件で普通株式の取得を請求する

ことができる。（以下、第二種優先株式にかえて普通株式を交付することを「転換」という。）

(1）転換の条件

①　当初転換価額　　普通株式１株当たり300円

②　転換価額の調整

(A）第二種優先株式発行後次の各号のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式（以下

「転換価額調整式」という。）により調整する。なお、次の算式において、「既発行普通株式数」と

は、当社の発行済普通株式総数（但し、普通株式に係る自己株式数を除く）をいう。
 

    
既発行

普通株式数
＋

新規発行・処分

普通株式数
×

１株当たり

払込金額

調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
×

  １株当たり時価

既発行普通株式数 ＋ 新規発行・処分普通株式数

 
(a）下記②(C)で規定する転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行

又は処分する場合、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降これを適用する。

(b）株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当

日の翌日以降これを適用する。但し、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件としてそ

の部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能

利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする

場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の

翌日以降、これを適用する。

(c）転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換できる証券、又は転

換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行する場合、調整後の転換価額は、その発行日

に、又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換又

はすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降又はその割当日の翌日以

降これを適用する。

(B）前記②(A)に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等により転換価額の調整を必

要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。

(C）転換価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日（但し、上記②(A)(b)

但し書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

(D）転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価

額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、ま

た、株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株

式数とする。

(E）転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

(F）転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまると

きは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転
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換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額

を差引いた額を使用する。

③　転換により発行すべき普通株式数

第二種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。
 

転換により発行すべき

普通株式数
＝

優先株主が転換請求のため

に提出した第二種優先

株式の発行価額総額

÷ 転換価額

 
発行株式数の算出に当たって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

④　取得請求権の行使があった場合の取扱い

第二種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、取得請求権の行使が

なされた時の属する事業年度の初めにおいて転換があったものとみなしてこれを支払う。

(2）取得請求期間

第二種優先株式発行の日から2032年８月９日までとする。

８　取得条項

(1) 第二種優先株式の取得を請求し得べき期間の末日（以下「第二種優先株式転換基準日」という。）が経

過した場合には、会社法第170条の規定による取得の効力発生日において、第二種優先株式の全てを取得

し、これと引換に以下に定める転換の条件に従って算出される数の普通株式を交付する。

(2) 第二種優先株式の取得により発行する普通株式数は、第二種優先株式１株の払込金相当額350円を第二

種優先株式転換基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数

とする。但し、平均値の計算は、円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。こ

の場合当該平均値が下限転換価額（260円）を下回るときは、第二種優先株式１株の払込金相当額350円を

当該下限転換価額で除して得られる数とし、当該平均値が上限転換価額（600円）を上回るときは、第二

種優先株式１株の払込金相当額350円を当該上限価額で除して得られる数とする。

(3) 転換の条件に従って普通株式の数を算出するに当たっては、小数第３位まで算出し、その小数第３位を

四捨五入したうえで、１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取

扱う。

（取得権行使があった場合の取扱）

第二種優先株式の取得により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、取得された時の属する事

業年度の初めにおいて転換があったものとみなしてこれを支払う。

３．会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

４．普通株式と第二種優先株式は単元株式数が異なっております。2008年10月１日の株式移転に際して、普通株式

については売買単位の集約を目的とした東京証券取引所の施策に沿って住友石炭鉱業株式会社（現　住石マテリ

アルズ株式会社）の普通株式１株に対して当社の普通株式0.2株を割当て、併せて単元株式数を500株から100株

としたためであります。

５．第二種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する内容としている関係から、

法令に定める場合を除き当社株主総会において議決権を有しておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2020年７月１日～

2020年９月30日
－ 66,032,853 － 2,501 － 301

 

（５）【大株主の状況】

①所有株式数別

（A)普通株式  
 

  2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

株式会社麻生 福岡県飯塚市芳雄町７－１８ 6,153 11.25

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目１１番３号 3,275 5.99

光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１丁目４－１０ 1,543 2.82

株式会社日本カストディ銀行

（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－１２ 1,377 2.52

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 1,323 2.42

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY

JASDEC

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀

行)

240 GREENWICH STREET,NEW YORK,NEW YORK

10286 U.S.A

(東京都千代田区丸の内２丁目７－１)

1,252 2.29

株式会社日本カストディ銀行

（信託口５）
東京都中央区晴海１丁目８－１２ 1,160 2.12

STATE STREET BANK AND TRUST

COMPANY 505025

(常任代理人 株式会社みずほ銀

行)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS

02101,U.S.A.

(東京都港区港南２丁目１５－１)

895 1.64

三井住友カード株式会社 大阪府大阪市中央区今橋４丁目５－１５ 855 1.56

株式会社日本総合研究所 東京都品川区東五反田２丁目１８－１ 835 1.53

計 ― 18,672 34.12

（注）上記のほか、当社は、自己株式4,173千株を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
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（B)第二種優先株式

 

 

2020年９月30日現在
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 7,140 100.00

計 ― 7,140 100.00
 

（注）第二種優先株式は法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しておりません。

②所有議決権数別

  2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

（個）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

株式会社麻生 福岡県飯塚市芳雄町７－１８ 61,532 11.25

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目１１番３号 32,750 5.99

光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１丁目４－１０ 15,430 2.82

株式会社日本カストディ銀行

（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－１２ 13,773 2.52

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 13,237 2.42

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY

JASDEC

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀

行)

240 GREENWICH STREET,NEW YORK,NEW YORK

10286 U.S.A

(東京都千代田区丸の内２丁目７－１)

12,526 2.29

株式会社日本カストディ銀行

（信託口５）
東京都中央区晴海１丁目８－１２ 11,600 2.12

STATE STREET BANK AND TRUST

COMPANY 505025

(常任代理人 株式会社みずほ銀

行)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS

02101,U.S.A.

(東京都港区港南２丁目１５－１)

8,955 1.64

三井住友カード株式会社 大阪府大阪市中央区今橋４丁目５－１５ 8,559 1.56

株式会社日本総合研究所 東京都品川区東五反田２丁目１８－１ 8,359 1.53

計 ― 186,721 34.14

（注）当社は、自己株式等「（６）議決権の状況　②自己株式等」がありますが、当該株式は議決権を有しないため、上

記の議決権数より除いております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2020年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 第二種優先株式 7,140,000 －
「１(1)②発行済株式」の記載

を参照

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 4,173,700

完全議決権株式（その他） 普通株式 54,692,400 546,924
「１(1)②発行済株式」の記載

を参照

単元未満株式 普通株式 26,753 － －

発行済株式総数
普通株式

第二種優先株式

58,892,853

7,140,000
－ －

総株主の議決権  － 546,924 －

 

②【自己株式等】

    2020年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所

自己名義

所有株式数

（株）

他人名義

所有株式数

（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式

総数に対する

所有株式数の

割合（％）

（自己保有株式）

住石ホールディングス

株式会社

東京都港区新橋

六丁目16番12号
4,173,700 - 4,173,700 6.32

計 － 4,173,700 - 4,173,700 6.32

 
 
 
 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、ＲＳＭ清和監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,526 4,278

受取手形及び売掛金 1,843 1,131

商品及び製品 1,882 1,753

仕掛品 88 88

原材料及び貯蔵品 17 13

その他 354 637

流動資産合計 7,712 7,904

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 628 599

機械装置及び運搬具（純額） 130 123

土地 5,739 5,739

リース資産（純額） 189 233

その他（純額） 5 4

有形固定資産合計 6,693 6,699

無形固定資産   

その他 4 3

無形固定資産合計 4 3

投資その他の資産   

投資有価証券 2,078 2,274

繰延税金資産 6 7

その他 128 126

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,212 2,405

固定資産合計 8,909 9,109

資産合計 16,622 17,013
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 383 119

短期借入金 140 860

未払法人税等 16 9

引当金 65 31

その他 279 159

流動負債合計 884 1,180

固定負債   

繰延税金負債 11 91

再評価に係る繰延税金負債 285 285

退職給付に係る負債 143 148

長期預り金 95 93

資産除去債務 25 25

その他 179 208

固定負債合計 740 853

負債合計 1,625 2,034

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,501 2,501

資本剰余金 966 936

利益剰余金 12,347 12,106

自己株式 △751 △510

株主資本合計 15,064 15,033

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 56 206

土地再評価差額金 △260 △260

その他の包括利益累計額合計 △204 △54

新株予約権 137 -

純資産合計 14,996 14,979

負債純資産合計 16,622 17,013
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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　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

売上高 7,990 4,633

売上原価 6,328 4,006

売上総利益 1,662 627

販売費及び一般管理費 ※１ 759 ※１ 677

営業利益又は営業損失（△） 902 △49

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 6 7

固定資産賃貸料 27 28

その他 6 4

営業外収益合計 40 41

営業外費用   

支払利息 0 0

持分法による投資損失 30 34

その他 22 16

営業外費用合計 53 51

経常利益又は経常損失（△） 889 △59

特別利益   

固定資産売却益 - 0

特別利益合計 - 0

特別損失   

固定資産除売却損 7 0

その他 - 0

特別損失合計 7 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
881 △59

法人税、住民税及び事業税 117 9

法人税等調整額 △0 △0

法人税等合計 117 9

四半期純利益又は四半期純損失（△） 764 △68

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
764 △68
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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　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 764 △68

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △96 150

その他の包括利益合計 △96 150

四半期包括利益 667 81

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 667 81

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
881 △59

減価償却費 71 74

減損損失 - 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △14 △16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6 5

受取利息及び受取配当金 △6 △8

支払利息 0 0

持分法による投資損益（△は益） 30 34

固定資産除売却損益（△は益） 7 △0

売上債権の増減額（△は増加） 997 711

たな卸資産の増減額（△は増加） 773 132

仕入債務の増減額（△は減少） △219 △263

未払消費税等の増減額（△は減少） 85 △111

その他 746 △5

小計 3,356 494

利息及び配当金の受取額 6 8

利息の支払額 △0 △1

法人税等の支払額 △417 △260

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,945 239

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3 △5

有形固定資産の除却による支出 △8 -

無形固定資産の取得による支出 △0 △1

長期前払費用の取得による支出 △1 △3

その他 1 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △11 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △329 720

リース債務の返済による支出 △25 △26

自己株式の取得による支出 △175 △0

配当金の支払額 △177 △172

財務活動によるキャッシュ・フロー △707 520

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,224 752

現金及び現金同等物の期首残高 2,124 3,526

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 4,348 ※１ 4,278
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（１）連結の範囲の重要な変更

　　該当事項はありません。

 

（２）持分法適用の範囲の重要な変更

　　該当事項はありません。

 

（追加情報）

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用）

　当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設

されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項

目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務

対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい

て、改正前の税法の規定に基づいております。

 

（表示方法の変更）

(四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　従来、当社の連結子会社住石マテリアルズ株式会社の出資先である豪州ワンボ社からの配当収入及び関連費用

については、「営業外収益」及び「営業外費用」に計上しておりましたが、当連結会計年度より「売上高」及び

「販売費及び一般管理費」に計上する方法に変更いたしました。

　当社は、ワンボ炭の日本国内顧客向け販売推進及びサポート等を目的として2020年5月15日付で「海外事業

部」を新設いたしました。この表示方法の変更は、ワンボ炭鉱からの配当収益を当社グループの主力事業である

石炭事業の一環として位置づけることに伴うものであります。

　この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行ってお

ります。この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において「営業外収益」の「受取配当

金」に表示しておりました948百万円は「売上高」に、「営業外費用」の「業務委託料」に表示しておりました

30百万円は「販売費及び一般管理費」として組替えております。

　また、前第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「受取利息及び受取配当金」△954百万円及び「利息及び配当金の受取額」954百万円は、「受取利息及

び受取配当金」△6百万円及び「利息及び配当金の受取額」6百万円として組替えております。この結果、「営業

活動によるキャッシュ・フロー」の合計額に変動はありません。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　　保証債務

連結会社以外の会社等の金融機関からの借入金等に対し、保証を行っております。

 

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2020年９月30日）

個人住宅ローン 133百万円 個人住宅ローン 121百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間

（自 2019年４月１日
　　至 2019年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日

　　至 2020年９月30日）

(1）運送費・港頭諸掛等 208百万円 197百万円

(2）報酬・給料・賞与 289 270

(3）退職給付費用 5 4

(4）賃借料 35 35

(5）光熱・水道費及び消耗品費 10 10

(6）旅費・通信費 16 6

(7）減価償却費 29 28

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと

おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

現金及び預金勘定 4,348百万円 4,278百万円

現金及び現金同等物 4,348 4,278

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年５月15日

取締役会

普通株式 163 3 2019年３月31日 2019年６月６日 利益剰余金

第二種優先株式 14 2 2019年３月31日 2019年６月６日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

当社は、2019年５月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得や単元未満

株式の買取りにより自己株式は、当第２四半期連結累計期間に175百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末

において751百万円となりました。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年５月15日

取締役会

普通株式 158 3 2020年３月31日 2020年６月５日 利益剰余金

第二種優先株式 14 2 2020年３月31日 2020年６月５日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

　当社は、2020年７月13日の取締役会において、当社の取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株

式の処分を行うことを決議し、1,630,300株を処分致しました。また、それに伴い未行使のストックオプショ

ンとしての新株予約権は全て放棄されております。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末において、自己株式の残高は510百万円、新株予約権の残高は０円

となっております。

 

（セグメント情報等）

(セグメント情報)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2019年４月１日 至2019年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：百万円）

 報告セグメント

合計
 

石炭
事業部門

新素材
事業部門

採石
事業部門

売上高     

外部顧客への売上高 7,492 139 358 7,990

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - - -

計 7,492 139 358 7,990

セグメント利益 1,154 14 42 1,211

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 1,211

セグメント間取引消去 -

全社費用等（注） △322

四半期連結損益計算書の経常利益 889

（注）全社費用等は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門及び全社資産に係る費用等であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：百万円）

 報告セグメント

合計
 

石炭
事業部門

新素材
事業部門

採石
事業部門

売上高     

外部顧客への売上高 4,144 119 369 4,633

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - - -

計 4,144 119 369 4,633

セグメント利益 161 4 49 216

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 216

セグメント間取引消去 -

全社費用等（注） △275

四半期連結損益計算書の経常損失(△) △59

（注）全社費用等は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門及び全社資産に係る費用等であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

　当社は、「海外事業部」を新設し、従来、全社の営業外収益に含めていたワンボ炭鉱からの配当収益

を石炭事業部門の売上高に計上する方法に変更しております。

　なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は変更後のセグメント区分に基づき作成したもの

を記載しております。

 

（金融商品関係）

当第２四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対

照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、開示の対象から除いております。

（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末と比較して、重要な変動が認められ

ないため、開示の対象から除いております。

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約金額等は、前連結会計年度末と比較して、重要な変動が認めら

れないため、開示の対象から除いております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益又は１株当たり

四半期純損失(△)
14円31銭 △１円28銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親

会社株主に帰属する四半期純損失(△)

（百万円）

764 △68

普通株主に帰属しない金額（百万円） - -

普通株式に係る親会社株主に帰属する四

半期純利益又は親会社株主に帰属する四

半期純損失(△)（百万円）

764 △68

普通株式の期中平均株式数（千株） 53,424 53,689

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 12円12銭 -

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
- -

普通株式増加数（千株） 9,682 -

（うち優先株式） （8,330） -

（うち新株予約権） （1,352） -

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

― ―

　　（注）　当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するもの

　　　　　　の１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年11月６日

住石ホールディングス株式会社

取締役会　御中

 

ＲＳＭ 清 和 監 査 法 人

東京事務所
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 戸谷　英之　　㊞

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士  筧 　悦生　　㊞

 
 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住石ホールディ

ングス株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(2020年７月１日か

ら2020年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年９月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半

期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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