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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 93,726 △16.1 4,709 36.6 4,154 24.1 1,681 ―
21年3月期 111,695 △11.7 3,446 △66.2 3,347 △69.1 △462 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 20.19 ― 2.5 3.0 5.0
21年3月期 △5.55 ― △0.6 2.1 3.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  165百万円 21年3月期  294百万円

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

22年3月期 144,066 71,540 48.6 840.30
21年3月期 134,083 66,329 48.6 781.95

（参考） 自己資本   22年3月期  69,984百万円 21年3月期  65,133百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 4,881 △1,928 △3,746 14,295
21年3月期 22,406 △11,887 △15,060 14,972

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 583 ― 0.9
22年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 583 34.7 0.8
23年3月期 

（予想） ― 3.50 ― 3.50 7.00 34.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

45,000 3.7 2,000 5.6 2,000 26.0 1,000 121.2 12.01

通期 95,000 1.4 4,000 △15.1 3,500 △15.8 1,700 1.1 20.41

1



4.  その他 
(1) 期中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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ（1株当たり情報）をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 83,523,195株 21年3月期 83,523,195株
② 期末自己株式数 22年3月期  237,662株 21年3月期  226,743株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 77,086 △15.7 1,462 ― 1,410 84.6 691 ―
21年3月期 91,402 △12.9 △748 ― 763 △88.4 33 △99.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 8.30 ―
21年3月期 0.40 ―

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

22年3月期 126,927 61,763 48.7 741.58
21年3月期 116,582 58,194 49.9 698.64

（参考） 自己資本 22年3月期  61,763百万円 21年3月期  58,194百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 

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 
累計期間

38,000 7.1 800 64.0 1,200 150.3 900 287.1 10.81

通期 80,000 3.8 1,600 9.4 2,000 41.8 1,500 117.0 18.01
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１．経営成績 
 
（１）経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の概況 
当連結会計年度におけるわが国の経済は、一部に回復の兆しが見られるものの、急激な為替変動やデフレ

の進行などの影響から企業業績は依然として低水準にあり、民間設備投資の抑制が続くなど、景気は厳しい

状況で推移いたしました。 

このような経済情勢のもと、当社グループにおきましては、石灰石及び電気銅の販売が落ち込みましたこ

とから、売上高は 937 億２千６百万円（前連結会計年度比 16.1％減）と前連結会計年度を下回りましたもの

の、労務費をはじめとする諸経費の削減に努めましたことから経常利益は 41 億５千４百万円（前連結会計

年度比 24.1％増）、特別損益等の改善により当期純利益は 16 億８千１百万円（前連結会計年度は当期純損失

４億６千２百万円）と前連結会計年度に比べ改善いたしました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
[資源事業] 

資源事業につきましては、鉱石部門の主力生産品である石灰石及び砕石、金属部門の電気銅の販売数量が
減少しましたほか、アタカマ銅鉱山の大幅な減産及び円高の影響により、売上高は 831 億４百万円と前連結
会計年度に比べ 167 億６千３百万円（16.8％）減少いたしました。 

営業利益は、生産体制の見直しに加え原油・原材料価格の下落もあり生産コストが減少しました結果、37
億８千万円と前連結会計年度に比べ 12 億２千８百万円（48.2％）増加いたしました。 

[機械・環境事業] 
 機械・環境事業につきましては、環境部門の主力商品である水処理剤の販売が概ね堅調に推移しましたも

のの、機械部門の販売が総じて軟調でありました結果、売上高は 83 億９千９百万円と前連結会計年度に比

べ９億１千４百万円（9.8％）減少し、営業利益は７億９千３百万円と前連結会計年度に比べ８千６百万円

（9.9％）減少いたしました。 

[不動産事業]  
 不動産事業につきましては、一部賃貸物件の契約期間が満了しましたことから、売上高は 22 億２千２百

万円と前連結会計年度に比べ５千５百万円（2.4％）減少しましたものの、諸経費の削減により営業利益は

11 億６千２百万円と前連結会計年度に比べ３千１百万円（2.8％）増加いたしました。 

② 次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、景気は緩やかながら回復基調をたどることが期待されますが、公共投資及

び民間設備投資の低迷、さらには世界経済の減速懸念や為替相場の動向など不安材料も多いことから、依然

として先行きは不透明であり、当社を取り巻く環境は厳しい状況が続くものと考えられます。 

当社グループといたしましては、このような経営環境に対処し、なお一層の販売の強化、生産性の向上、

諸経費の削減をはじめとする経営体質の改善・強化に努めるとともに、主力である資源事業の基盤強化・拡

充に取り組み、業績の向上に努めてまいる所存であります。 

なお、次期の業績見通しにつきましては、売上高は第２四半期連結累計期間 450 億円、通期 950 億円、営

業利益は第２四半期連結累計期間 20 億円、通期 40 億円、経常利益は第２四半期連結累計期間 20 億円、通

期 35 億円、純利益は第２四半期連結累計期間 10 億円、通期 17 億円の見通しであります。 
 

（２）財政状態に関する分析 
① 資産、負債、純資産の状況 
[資産の部] 

当連結会計年度末における資産の部の合計は、流動資産及び固定資産の増加により、前連結会計年度末に
比べ 99 億８千３百万円(7.4％)増加し、1,440 億６千６百万円となりました。 
流動資産につきましては、金属価格上昇に伴う売掛金、たな卸資産の増加により、前連結会計年度末に比

べ 81 億８千万円(16.7％)増加の 573 億７百万円となりました。 
固定資産につきましては、減価償却により有形固定資産が減少しましたが、保有株式の時価上昇に伴う投

資有価証券の増加により、前連結会計年度末に比べ 18 億３百万円(2.1％)増加の 867 億５千９百万円となり
ました。 

[負債の部] 
当連結会計年度末における負債の部の合計は、固定負債は減少しましたが、流動負債の増加により、前連

結会計年度末に比べ 47 億７千１百万円(7.0％)増加し、725 億２千５百万円となりました。 

流動負債につきましては、買掛金及び１年内に返済予定の長期借入金の増加により、前連結会計年度末に
比べ 74 億１千４百万円(29.1％)増加の 329 億３千２百万円となりました。 
固定負債につきましては、長期繰延税金負債が増加しましたが、長期借入金の減少等により、前連結会計

年度末に比べ 26 億４千２百万円(6.3％)減少の 395 億９千２百万円となりました。 
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[純資産の部] 
当連結会計年度末における純資産の部の合計は、その他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計

年度末に比べ 52 億１千１百万円(7.9％)減少の 715 億４千万円となりました。 
② キャッシュ・フロー 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ６億７
千７百万円(4.5％)減少し、当連結会計年度末には142億９千５百万円となりました。 
[営業活動によるキャッシュ・フロー] 

当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益34億１千７百万円、減価償却費65億１千万円を計上

いたしましたが、たな卸資産の増加等の支出要因により、営業活動により得られた資金は48億８千１百万円

となりました。 

[投資活動によるキャッシュ・フロー] 

当連結会計年度においては、有価証券の償還による収入がありましたが、有形固定資産の取得による支出
等により、投資活動に要した資金は19億２千８百万円となりました。 

[財務活動によるキャッシュ・フロー] 
当連結会計年度においては、長期借入金の返済等により、財務活動に要した資金は37億４千６百万円とな

りました。 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

（注）１ 各指標の計算は以下により算出しております。 
自己資本比率：自己資本÷総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー÷利払い 

２ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
３ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）より算出しております。 
４ 営業キャッシュ・フローは、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
ーを使用しております。 

５ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている負債を対象とし
ております。 

６ 利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、従来より業績や経営環境を考慮しつつ、継続的かつ安定的な配当の実施を基本方針とし、

経営基盤の強化拡充並びに将来の事業展開に必要な内部留保の充実にも努めることとしております。 

上記の方針に基づき、当期における年間配当金は１株につき７円、中間配当金（３円50銭）を差し引き、期

末配当金は１株当たり３円50銭とさせていただく予定であります。 

また、次期における年間配当金は７円（うち中間配当金３円50銭）を計画しております。 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因については以下のも

のがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成22年３月31日）現在におい

て当社グループが判断したものであります。 

① 経営関連事項 

イ．鉱石部門 

当社グループの売上高の19％強を占める石灰石の約半量は、鳥形山鉱業所（高知県）で生産されており

ます。同鉱業所からの出荷の大部分は海上輸送によっておりますため、台風の襲来等に伴う荷役作業の滞

留により生産・販売に支障を来すことがあり、気象条件が当社グループの経営成績に影響を与える可能性

があります。 

ロ．金属部門 

当社グループの金属部門の主力製品は電気銅であり、銅の国際市況によって業績は大きく左右されてお

ります。今後の銅価の状況によっては、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 

自己資本比率 （％） 42.9 42.3 48.6  48.6

時価ベースの自己資本比率 （％） 38.2 29.3 16.9  23.9

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 （％） 4.5 5.5 1.5  6.3

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ （倍） 10.2 6.6 23.2  7.9
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② 財務関連事項 

当社グループの平成22年３月31日現在における有利子負債残高は308億３千４百万円であり、今後の市中

金利の動向次第では収益を圧迫する可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 

  当社の企業集団は、当社（「連結財務諸表提出会社」）及び子会社 24 社、関連会社１社により構成されて

おり、当社及び連結子会社の主な事業は、資源事業、機械・環境事業及び不動産事業であります。 

当該各事業に携わっている当社及び主要な子会社並びに関連会社の事業内容、位置づけは次のとおりであ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（注）新八茎鉱山㈱は、平成 22 年４月１日に会社分割（新設分割）して「八茎砕石㈱」を設立しました。 

 

 

資源事業 

釜石鉱山㈱ 

船尾鉱山㈱ 

津久見石灰石㈱ 

四浦珪石㈱ 

津久見共同採掘㈱ 

葛生石灰砕石㈱ 

アタカマ・コーザン鉱山特約会社 

日鉄鉱道南興発㈱ 

アテツ石灰化工㈱ 

北海道石灰化工㈱ 

日鉄鉱コンサルタント㈱ 

日鉄鹿児島地熱㈱ 

新和商事㈱ 

日鉄鉱建材㈱ 

日鉄鉱チリ㈲ 

新八茎鉱山㈱ 

日比共同製錬㈱           等 

機械・環境事業 

㈱幸袋テクノ 

津久見車輛整備工業㈱ 

㈱嘉穂製作所 

日本ボールバルブ㈱ 

上海晋華環境浄化工程有限公司 

製 

品 

等 

の 

販 

売

生

産

品

の

供

給

機

械

製

品

の

供

給

日 
 

鉄 
 

鉱 
 

業 
 

㈱ 
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（関係会社の状況） 
議決権の 

所有(被所有)割合
 名称 住所 

資本金 
(百万円) 

主要な事業 
の内容 所有割合

(％) 
被所有割合

(％) 

関係内容 

(連結子会社) 

釜石鉱山㈱ 
岩手県釜石市 50

清 涼 飲 料 水 の

製造・販売他 
100.00 0

当社が清涼飲料水を購入し、ペット樹

脂を販売しております。 
役員の兼任等…無 

船尾鉱山㈱ 福岡県田川市 60

石灰石の採掘、 
タンカルの製造・

販売 
100.00 0

当社が石灰石及びタンカルを購入し、

石油製品を販売しております。 
役員の兼任等…無 

津久見石灰石㈱ 大分県津久見市 20
石 灰 石 の 加 工 ・

販売他 
100.00 0

当社が石油製品を販売し、石灰石の加

工を請け負わせております。 

役員の兼任等…無 

四浦珪石㈱ 大分県津久見市 10 けい石の採掘 100.00 0

当社がけい石を購入し、石油製品を販

売しております。 
役員の兼任等…無 

津久見共同採掘㈱ 

※１ 
大分県津久見市 10

石灰石の採掘請

負 
50.00 0

当社が石油製品を販売し、石灰石の採

掘を請け負わせております。 
役員の兼任等…無 

葛生石灰砕石㈱ 栃木県佐野市 20

ド ロ マ イ ト 、 石 灰

石、砕石の採掘・

加工 

100.00 0

当社が石灰石の採掘・加工を請け負わ

せております。 

役員の兼任等…無 

アタカマ・コーザン 
鉱山特約会社 ※２ 

チリ国 
コピアポ市 

3.7
百万米ドル

銅、その他鉱物 
の採掘及び販売 

60.00 0
当社が銅精鉱を購入しております。 
役員の兼任等…有 

日鉄鉱道南興発㈱ 
北海道虻田郡 

洞爺湖町 
20

生コンクリート 
及び２次製品の 
製造・販売 

100.00 0
当社がセメント他を販売しております。

役員の兼任等…無 

アテツ石灰化工㈱ 岡山県新見市 60
生石灰、消石灰の

製造・販売 
70.00 0

当社が石灰石、石油製品を販売し、生

石灰を購入しております。 
役員の兼任等…無 

北海道石灰化工㈱ 北海道苫小牧市 80

石灰石の加工、生

石灰並びに消石

灰の製造・販売 
100.00 0

当社が石灰石、石油製品を販売し、生

石灰及び消石灰を購入しております。

役員の兼任等…有 

日鉄鉱コンサルタント㈱ 東京都港区 100

鉱山コンサルタン

ト、建設コンサルタ

ント、地熱調査、 

その他 

100.00 0

当社が鉱山関連コンサルタント業務及

びエンジニアリング業務を発注しており

ます。 
役員の兼任等…無 

日鉄鹿児島地熱㈱ 東京都港区 245
地熱蒸気及び 

熱水の供給、販売
85.71 0

当社が硫酸を販売しております。 

役員の兼任等･･･無 

新和商事㈱ 福岡県飯塚市 100

資 材 、 石 油 の 販

売、沿岸荷役、そ

の他 
100.00 0

当社が電気銅他を販売し、一般機材そ

の他を購入しております。 
役員の兼任等…有 

日鉄鉱建材㈱ 東京都新宿区 50
砕石の販売、 

その他 
100.00 0

当社が砕石他を販売し、当社不動産

業務の一部を委託しております。 
役員の兼任等…有 

日鉄鉱チリ㈲ 

※２ 
チリ国 
コピアポ市 

41.4
百万米ドル

銅、その他鉱物 
の探鉱 

100.00 0

当社がチリ国における探鉱及び各種調

査を委託しております。 
役員の兼任等…無 

㈱幸袋テクノ 福岡県飯塚市 50
産業機械、その他

機械の製造・販売
100.00 0

当社が破砕機械、電気機器を購入して

おります。 
役員の兼任等…有 

津久見車輛整備工業㈱ 大分県津久見市 55

車輌整備、重土 
工機及び部品の 
販売 

100.00 0

当社が重土工機部品を購入し、修理を

発注しております。 
役員の兼任等…無 

㈱嘉穂製作所 福岡県飯塚市 70

産業機械、輸送機

械の製造・販売及

び修理 
100.00 0

当社が輸送機械等を購入しておりま

す。 
役員の兼任等…無 

日本ボールバルブ㈱ 大阪府堺市 40
バルブの製造・ 
販売 

100.00 0

当社がボールバルブを購入しておりま

す。 
役員の兼任等…無 

 (持分法適用関連会社) 

日比共同製錬㈱ 
 東京都港区 4,700  銅の製錬業 20.28 0

当社が原料鉱石の製錬を委託しており

ます。 
役員の兼任等…有 

(注) ※１．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

※２．特定子会社に該当しております。 
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３．経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、資源事業を社業の柱とし、社会のニーズに応じた良質な資源の安定供給を図ることにより、

発展・拡大してまいりました。今後とも、国内外における新規資源の確保・開発並びに鉱物資源の付加価値向

上、鉱山・地質コンサルティングなど鉱山周辺技術の開発にも取り組み、より強固な事業基盤を構築すること

としております。 

 機械・環境事業につきましては、一層の事業領域の絞込みを行い、収益性の向上を目指します。さらに、不

動産事業など、当社グループの総合力を発揮し、事業の発展を通じて、株主、お客様、社員及び地域社会に貢

献してゆく所存であります。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社グループといたしましては、株主への安定配当を念頭に置きながらも将来の鉱山開発に備えた財務基盤

の充実を図るため、グループが保有する資産の有効活用、社員一丸の創意工夫によるコスト削減等を通じ、絶

えず能率向上をテーマに業績の向上に努めてまいる所存であります。 

 

（３）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

当社グループといたしましては、以下の重点課題に取り組み、収益力の向上並びに経営体質の強化・改善を

図り、業績の向上に努めてまいる所存であります。 

① 収益の確保と財務体質の改善 

当社グループのあらゆる箇所で合理化、省力化を含むコスト削減を引き続き行い、収益の向上を図ってま

いります。また、保有資産の有効活用を図り、有利子負債の圧縮に努めてまいります。 

② 資源事業における収益基盤の強化 

イ．鉱石部門 

生産事業所におきましては、保安の確保に努めるとともに、一層のコスト削減と生産性の向上を図って

まいります。また、営業活動におきましては厳しい環境下でもシェアを確保し、短期的・地域的な需要変

動に的確に対応してまいります。 

資源の枯渇に対しては国内外を問わず継続的に新規鉱源の確保を図ってまいります。 

ロ．金属部門 

きめ細かい営業管理により、銅価の変動や買鉱条件の影響を最小限に抑えて収益を確保してまいります。 

チリ共和国アタカマ銅鉱山につきましては、安定生産の維持と鉱量の確保に努め、金属部門の一層の基

盤強化を図ってまいります。 

③ 機械・環境事業における収益の確保 

機械・環境事業につきましては、当社及び機械関連子会社における合理化並びに資機材の海外調達や生産

工場の一部海外シフト等の徹底的なコスト削減と環境リサイクル市場に的を絞った商品の選別を行い、収益

の確保に努めてまいります。 

④ 研究開発部門による早期商品化 

開発テーマの選別によって、これまで以上に独自技術の優位な分野に戦力を集中して研究・商品開発を行

い、市場ニーズに合致した商品の早期市場投入を推進してまいります。また、新テーマの発掘及び戦略的特

許管理も重点課題と位置づけております。 

⑤ 環境問題への対応 

当社グループは、従前より地球規模での環境保全への取り組みが事業の存続に不可欠と考え、環境負荷の

低減を重要な経営課題と認識して積極的に取り組んでおります。なお、当社では地球環境保全活動の一環と

して全ての鉱業所において国際環境管理規格ＩＳＯ１４００１の認証を取得しており、今後は継続的に改善

を図っていくこととしております。 

⑥ 品質管理への対応 

当社グループの製品・サービスの全てにわたる品質保証活動を徹底するため、機械・環境事業を中心に、

国際品質保証規格ＩＳＯ９００１ の運用を基に継続的改善を実施してまいります。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,201 14,570

受取手形及び売掛金 17,976 21,637

リース債権及びリース投資資産 4,380 3,947

有価証券 717 53

商品及び製品 3,600 4,503

仕掛品 3,268 7,998

原材料及び貯蔵品 1,026 1,167

繰延税金資産 408 431

その他 2,687 3,308

貸倒引当金 △140 △311

流動資産合計 49,127 57,307

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 64,972 66,112

減価償却累計額 △40,908 △43,040

建物及び構築物（純額） 24,063 23,071

機械装置及び運搬具 66,267 67,098

減価償却累計額 △56,449 △59,298

機械装置及び運搬具（純額） 9,817 7,800

鉱業用地 7,177 7,197

減価償却累計額 △3,951 △4,066

鉱業用地（純額） 3,226 3,130

一般用地 12,546 12,550

建設仮勘定 817 294

その他 3,431 3,389

減価償却累計額 △2,835 △2,992

その他（純額） 595 396

有形固定資産合計 51,067 47,245

無形固定資産   

鉱業権 2,841 2,618

その他 377 398

無形固定資産合計 3,219 3,017

投資その他の資産   

投資有価証券 24,579 30,438

長期貸付金 948 856

繰延税金資産 552 420

その他 4,869 5,047

貸倒引当金 △279 △265
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産合計 30,669 36,496

固定資産合計 84,956 86,759

資産合計 134,083 144,066

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,133 10,966

短期借入金 9,963 12,674

リース債務 572 477

未払金 4,438 3,886

未払法人税等 368 410

繰延税金負債 3 2

賞与引当金 645 648

役員賞与引当金 0 0

株主優待引当金 16 14

事業用地崩落部整形工事引当金 3 －

環境安全対策引当金 － 62

資産除去債務 － 94

その他 3,372 3,695

流動負債合計 25,518 32,932

固定負債   

社債 2,200 2,000

長期借入金 20,822 15,860

リース債務 749 424

繰延税金負債 6,774 9,727

退職給付引当金 1,024 1,037

役員退職慰労引当金 57 55

債務保証損失引当金 197 －

環境安全対策引当金 389 260

特別修繕引当金 99 56

資産除去債務 3,093 3,111

負ののれん 637 637

その他 6,190 6,419

固定負債合計 42,235 39,592

負債合計 67,754 72,525
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,176 4,176

資本剰余金 6,149 6,149

利益剰余金 49,177 50,382

自己株式 △116 △120

株主資本合計 59,386 60,587

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,139 10,764

繰延ヘッジ損益 △76 △176

為替換算調整勘定 △1,316 △1,191

評価・換算差額等合計 5,746 9,397

少数株主持分 1,195 1,556

純資産合計 66,329 71,540

負債純資産合計 134,083 144,066

11

日鉄鉱業㈱（1515）平成22年３月期 決算短信



(2)【連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 111,695 93,726

売上原価 91,176 74,173

売上総利益 20,518 19,553

販売費及び一般管理費 17,071 14,844

営業利益 3,446 4,709

営業外収益   

受取利息 343 113

受取配当金 998 425

持分法による投資利益 294 165

受取賃貸料 － 129

その他 358 100

営業外収益合計 1,995 933

営業外費用   

支払利息 983 613

休廃山管理費 234 154

出向者関係費 276 196

貸与資産減価償却費 409 125

為替差損 － 270

その他 190 127

営業外費用合計 2,094 1,488

経常利益 3,347 4,154

特別利益   

固定資産売却益 184 45

投資有価証券売却益 1,008 －

貸倒引当金戻入額 － 42

受取補償金 － 50

償却債権取立益 150 －

その他 145 29

特別利益合計 1,488 168

特別損失   

固定資産除売却損 212 214

減損損失 － 4

職業病解決金 19 17

訴訟関連損失 25 －

投資有価証券評価損 967 312

特別退職金 － 172

のれん償却額 979 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,437 －

その他 461 184

特別損失合計 5,103 905

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△267 3,417
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 1,207 728

過年度法人税等 59 △170

法人税等調整額 △1,930 679

法人税等合計 △663 1,237

少数株主利益 858 498

当期純利益又は当期純損失（△） △462 1,681
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,176 4,176

当期末残高 4,176 4,176

資本剰余金   

前期末残高 6,150 6,149

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 6,149 6,149

利益剰余金   

前期末残高 50,287 49,177

当期変動額   

剰余金の配当 △583 △583

当期純利益又は当期純損失（△） △462 1,681

自己株式の処分 △4 △0

合併による増加 131 106

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △191 －

当期変動額合計 △1,109 1,204

当期末残高 49,177 50,382

自己株式   

前期末残高 △122 △116

当期変動額   

自己株式の取得 △10 △5

自己株式の処分 16 1

当期変動額合計 5 △4

当期末残高 △116 △120

株主資本合計   

前期末残高 60,491 59,386

当期変動額   

剰余金の配当 △583 △583

当期純利益又は当期純損失（△） △462 1,681

自己株式の取得 △10 △5

自己株式の処分 11 1

合併による増加 131 106

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △191 －

当期変動額合計 △1,104 1,200

当期末残高 59,386 60,587
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 18,390 7,139

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,250 3,624

当期変動額合計 △11,250 3,624

当期末残高 7,139 10,764

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 201 △76

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △277 △99

当期変動額合計 △277 △99

当期末残高 △76 △176

為替換算調整勘定   

前期末残高 27 △1,316

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,344 125

当期変動額合計 △1,344 125

当期末残高 △1,316 △1,191

評価・換算差額等合計   

前期末残高 18,618 5,746

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,872 3,650

当期変動額合計 △12,872 3,650

当期末残高 5,746 9,397

少数株主持分   

前期末残高 4,265 1,195

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,070 360

当期変動額合計 △3,070 360

当期末残高 1,195 1,556
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 83,376 66,329

当期変動額   

剰余金の配当 △583 △583

当期純利益又は当期純損失（△） △462 1,681

自己株式の取得 △10 △5

自己株式の処分 11 1

合併による増加 131 106

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △191 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,942 4,011

当期変動額合計 △17,047 5,211

当期末残高 66,329 71,540
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△267 3,417

減価償却費 7,822 6,510

減損損失 － 4

のれん償却額 1,201 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △52 156

賞与引当金の増減額（△は減少） △249 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 123 10

事業用地崩落部整形工事引当金の増減額（△は減
少）

△742 △3

環境安全対策引当金の増減額（△は減少） △27 △66

受取利息及び受取配当金 △1,342 △538

支払利息 983 613

為替差損益（△は益） 24 △77

持分法による投資損益（△は益） △294 △165

固定資産売却益 △184 △45

固定資産除売却損 212 214

投資有価証券売却損益（△は益） △1,008 －

投資有価証券評価損益（△は益） 967 312

売上債権の増減額（△は増加） 10,884 △3,661

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,536 △5,774

前渡金の増減額（△は増加） △677 △648

信用取引資産の増減額（△は増加） △503 －

仕入債務の増減額（△は減少） △6,494 4,833

未払金の増減額（△は減少） △1,317 △541

未払消費税等の増減額（△は減少） 563 △570

信用取引負債の増減額（△は減少） 1,463 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,437 －

その他 △1,669 520

小計 23,391 4,504

利息及び配当金の受取額 1,305 543

利息の支払額 △967 △620

法人税等の支払額 △1,338 △603

法人税等の還付額 15 1,057

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,406 4,881
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △7 △0

定期預金の払戻による収入 176 114

有価証券の取得による支出 △1,125 △5

有価証券の償還による収入 700 700

短期貸付金の増減額（△は増加） 17 △314

有形固定資産の取得による支出 △6,253 △2,476

有形固定資産の売却による収入 254 72

無形固定資産の取得による支出 △34 △42

投資有価証券の取得による支出 △555 △54

投資有価証券の売却による収入 183 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,744 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△3,404 －

長期貸付金の回収による収入 112 108

その他 △205 △31

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,887 △1,928

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） △10,584 △268

長期借入れによる収入 8,162 150

長期借入金の返済による支出 △10,733 △2,072

社債の償還による支出 － △200

自己株式の取得による支出 △10 △5

自己株式の売却による収入 11 1

リース債務の返済による支出 △590 △576

配当金の支払額 △583 △583

少数株主への配当金の支払額 △731 △191

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,060 △3,746

現金及び現金同等物に係る換算差額 258 115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,281 △677

現金及び現金同等物の期首残高 19,254 14,972

現金及び現金同等物の期末残高 14,972 14,295
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(5) 【継続企業の前提に関する注記】 

該当事項はありません。 

 

(6) 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

下記、会計処理基準に関する事項の完成工事高及び完成工事原価の計上基準以外は、最近の有価証券報告書（平成 21 年

６月 26 日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

  
（完成工事高及び完成工事原価の計上基準） 

   当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その
他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末に
おける進捗度の見積りは、原価比例法によっております。 

 
(7) 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 
１．会計方針の変更 
（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、当連結会計年度から「工
事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日）を適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連
結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積り
は原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 
これに伴い、当連結会計年度の売上高が 454 百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、それぞれ

97 百万増加しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

（退職給付に係る会計基準の変更） 
当連結会計年度から「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第 19 号 平成 20 年７月 31

日）を適用しております。 
これに伴い発生する退職給付債務の差額に関わる適用初年度の費用処理額は５百万円であり、損益に与える影響は軽

微であります。 
また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は 60 百万円であります。 

２．表示方法の変更 
 （連結損益計算書） 

前連結会計年度において区分掲記しておりました特別利益の「償却債権取立益」（当連結会計年度１百万円）は、特別
利益の 100 分の 10 以下となったため、当連結会計年度より特別利益の「その他」に含めて表示しております。 
前連結会計年度において特別利益の「その他」に含めておりました「貸倒引当金戻入額」（前連結会計年度 24 百万

円）は、特別利益の 100 分の 10 を超えることとなったため、当連結会計年度より区分掲記しております。 
前連結会計年度において特別損失の「その他」に含めておりました「特別退職金」（前連結会計年度 136 百万円）は、

特別損失の 100 分の 10 を超えることとなったため、当連結会計年度より区分掲記しております。 
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(8) 【連結財務諸表に関する注記事項】 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度末 当連結会計年度末 

1. 担保に供している資産と関係債務は次のとおりであります。 

（財団抵当） 

 有形・無形固定資産 716 百万円

同上の債務  

 短期借入金 527 

 長期借入金 1,034 

 計 1,562 

（その他） 

 有形固定資産 1,583 百万円

同上の債務 

短期借入金 

 

518 

 長期借入金 

受入保証金 

1,675 

10 

  

   

 

計 2,203 

  

1. 担保に供している資産と関係債務は次のとおりであります。 

（財団抵当） 

有形・無形固定資産 690 百万円

同上の債務  

 短期借入金 500 

 長期借入金 479 

 計 979 

（その他） 

有形固定資産 1,465 百万円

同上の債務 

短期借入金 

 

519 

 長期借入金 

受入保証金 

1,356 

10 

  

   

 

計 1,885 

  
2. 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 1,893 百万円

    

2. 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 1,992 百万円

    
3. 保証債務 

保証総額 (連結会社負担額) 

保証債務 395 (149)百万円

 

4. 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 436 百万円 

3. 保証債務 

保証総額 (連結会社負担額) 

保証債務 211 (31)百万円

 

 

                            

 

 

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 

1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 

運賃諸掛 6,388 百万円

試験研究費 100  

探鉱費 150  

給料 3,417  
賞与引当金繰入額    307  

退職給付費用 271  
役員退職慰労引当金繰入額 18  

 

 

1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 

運賃諸掛 5,361 百万円

試験研究費 103  

探鉱費 94  

給料 3,293  
賞与引当金繰入額 352  

退職給付費用 200  
役員退職慰労引当金繰入額 16  

 

 

2. 固定資産売却益の内訳 

建物及び構築物 

鉱業用地 

86 

49 

百万円

機械装置及び運搬具ほか 48  

計 184 

 

 

2. 固定資産売却益の内訳 
機械装置及び運搬具 

鉱業用地 

14 

1 

百万円

一般用地 29  

計 45 

 
3. 固定資産除売却損の内訳 

建物及び構築物 107 百万円

機械装置及び運搬具 

有形固定資産その他ほか 

96 

8 

計 212 
 

3. 固定資産除売却損の内訳 

建物及び構築物 155 百万円

機械装置及び運搬具 

有形固定資産その他ほか 

55 

2 

計 214 
 

4．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 634  百万円
                                      

4．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 548  百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成 20 年 4 月 1日 至 平成 21 年 3月 31 日） 

 １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株） 83,523 － － 83,523 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株）※ 229 29 31 226 

   ※普通株式の自己株式の株式数の増加、減少は単元未満株式の買取、買増請求によるものであります。 

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

 
４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決 議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 

１株当たりの

配当額(円) 
基準日 効力発生日

平成 20 年 6月 27 日 

定時株主総会 
普通株式 291 3.5

平成 20 年 

3 月 31 日 

平成 20 年 

6 月 30 日 

平成 20 年 11 月 5 日 

取締役会 
普通株式 291 3.5

平成 20 年 

9 月 30 日 

平成 20 年 

12 月 8 日 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決 議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総

額(百万円)

１株当たり

の配当額

(円) 

基準日 効力発生日

平成 21 年 6月 26 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 291 3.5

平成 21 年 

3 月 31 日 

平成 21 年 

6 月 29 日

 

当連結会計年度（自 平成 21 年 4 月 1日 至 平成 22 年 3月 31 日） 

 １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株） 83,523 － － 83,523 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株）※ 226 14 3 237 

   ※普通株式の自己株式の株式数の増加、減少は単元未満株式の買取、買増請求によるものであります。 

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

 
４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決 議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 

１株当たりの

配当額(円) 
基準日 効力発生日

平成 21 年 6月 26 日 

定時株主総会 
普通株式 291 3.5

平成 21 年 

3 月 31 日 

平成 21 年 

6 月 29 日

平成 21 年 11 月 5 日 

取締役会 
普通株式 291 3.5

平成 21 年 

9 月 30 日 

平成 21 年 

11 月 30 日
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   次のとおり決議を予定しております。 

決 議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総

額(百万円)

１株当たり

の配当額

(円) 

基準日 効力発生日

平成 22 年 6月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 291 3.5

平成 22 年 

3 月 31 日 

平成 22 年 

6 月 30 日

 

 

 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成21年3月31日現在） 

現金及び預金勘定 15,201 百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金     △228  

現金及び現金同等物の期末残高 14,972  
 

2. 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負

債の主な内訳 

  株式の取得により新たに北海道共同石灰㈱を連結したことに伴

う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに北海道共同石灰㈱株式

の取得価額と北海道共同石灰㈱の取得による支出（純額）は次のと

おりであります。 

流動資産 897 百万円

固定資産 1,120  

のれん 1,224  

流動負債 △659  

固定負債 △783  

北海道共同石灰㈱株式の取得価額 1,800  

北海道共同石灰㈱現金および同等物 △55  

差引：北海道共同石灰㈱の取得による支出 1,744  

   
3. 株式の売却により連結子会社より除外した会社の資産及び負債

の主な内訳 

  株式の売却により堂島関東証券㈱を連結から除外したことに伴

う売却時の資産及び負債の内訳並びに堂島関東証券㈱株式の売却

価額と堂島関東証券㈱の売却による支出（純額）は次のとおりであ

ります。 

流動資産 11,478 百万円

固定資産 556  

固定資産の未実現損益 327  

のれん 20  

流動負債 △9,531  

固定負債 △207  

特別法上の準備金 △113  

少数株主持分 △2,529  

堂島関東証券㈱売却価額 ―  

堂島関東証券㈱現金および同等物 △3,404  

差引：堂島関東証券㈱の売却による支出 △3,404  

   

１. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成22年3月31日現在） 

現金及び預金勘定 14,570 百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  

有価証券    

△306

30

 

現金及び現金同等物の期末残高 14,295  
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(セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報
　前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

資源事業
(百万円)

機 械 ・
環境事業
(百万円)

不 動 産
事 業
(百万円)

証券事業
(百万円)

計
(百万円)

消 去
又は全社
(百万円)

連 結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上高 99,867 9,314 2,277 235 111,695 － 111,695

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 124 1,036 41 － 1,203 ( 1,203 ) －

計 99,992 10,351 2,319 235 112,898 ( 1,203 ) 111,695

97,440 9,470 1,188 251 108,351 ( 102 ) 108,248

2,551 880 1,131 △ 16 4,547 ( 1,100 ) 3,446

Ⅱ

資産 97,646 8,232 7,872 － 113,752 20,331  134,083

減価償却費 7,658 152 86 9 7,908 ( 85 ) 7,822

資本的支出 5,398 284 154 － 5,837 75  5,912

　当連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

資源事業
(百万円)

機 械 ・
環境事業
(百万円)

不 動 産
事 業
(百万円)

計
(百万円)

消 去
又は全社
(百万円)

連 結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上高 83,104 8,399 2,222 93,726 － 93,726

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 258 716 36 1,011 ( 1,011 ) －

計 83,362 9,116 2,259 94,738 ( 1,011 ) 93,726

79,582 8,323 1,097 89,002 15  89,017

3,780 793 1,162 5,736 ( 1,026 ) 4,709

Ⅱ

資産 104,475 8,061 8,794 121,330 22,735  144,066

減価償却費 6,392 105 98 6,597 ( 86 ) 6,510

減損損失 4 － － 4 －  4

資本的支出 1,953 105 408 2,467 9  2,477

(注)1．事業区分の方法及び各区分に属する主要製品の名称
　事業区分は、当社が内部管理上採用している売上集計区分に、連結子会社の業種との整合性を考慮して下記のとおり
区分しております。

資産、減価償却費、
減損損失及び資本的支出

売上高

営業費用

売上高

営業利益

営業利益又は営業損失(△）

営業費用

資産、減価償却費及び
資本的支出
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事 業 区 分 区  分  方  法 主 要 な 製 品 等 の 名 称 

資源事業   地下資源の採掘・加工による鉱産物

製品、土石採取加工製品、燃料関連商

品、ファイン関連商品、木材の加工製

品及びこれらの販売に付随する仕入商

品並びに委託製錬による製品及びこれ

らの販売に付随する仕入商品、鉱山コ

ンサルタント及びエンジニアリング等

の役務。 

石灰石、ドロマイト、砕石、タンカル、けい石、生

石灰、消石灰、セメント、石膏、生コン及びコンク

リート製品、石油製品、石炭類、ＬＰＧ、パルプ用

チップ、鉱泉水、特殊紙（不燃紙、タンカル紙）、

各種粉体、電気銅、電気金、電気銀、銅精鉱、鉱産

物の運送荷役、鉱山・土木等の技術コンサルタント

及びエンジニアリング、地熱蒸気の供給及び熱水の

供給、その他。 

機械・環境事業   製造・加工による自社製品、重土工

機の整備・修理及びこれらの販売に付

随する仕入商品。 

集じん機、破砕機、鉱山用機械、建設関連機械、土

木機械、電気機械、人員輸送用モノレール、ボール

バルブ、焼却炉、粉体・流体関連機械、重土工機の

整備・修理、水処理剤、消臭剤、その他。 

不動産事業   自社不動産の賃貸及び不動産の販

売。 

オフィスビル、マンション、店舗、工場、倉庫の賃

貸及び不動産の販売。 

証券事業   証券事業。 株式、債券及び投資信託に係る取扱業務。 

2．前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,138 百万円であ 
り、その主なものは、当社の本社費（秘書・総務・経理・基礎研究）に係る費用であります。 

当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,067 百万円であ
り、その主なものは、当社の本社費（秘書・総務・経理・基礎研究）に係る費用であります。 

3．前連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 21,465 百万円であり、その主な
ものは、当社の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり
ます。 

当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 23,767 百万円であり、その主な
ものは、当社の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり
ます。 

4. 前連結会計年度におきまして、連結子会社であった堂島関東証券㈱の全株式を売却し、証券事業から撤退しておりま
す。 
5．会計処理方法の変更 
（前連結会計年度） 

  (1) 資産除去債務に関する会計基準 

     当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月 31 日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年３月 31 日）を適用しており

ます。  

     この変更に伴い、当連結会計年度の資源事業の営業費用が 53 百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

      (2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 

      当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用しております。 

     この変更に伴い、当連結会計年度の資源事業の営業費用が 368 百万円減少し、営業利益は同額増加しております。 

  （当連結会計年度） 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

     「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日）を適用しております。 

     この変更に伴い、当連結会計年度の資源事業の売上高が 454 百万円、営業利益が 97 百万増加しております。 
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２．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

日本
(百万円)

南米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

外部顧客に対する売上高 108,169 3,525 111,695 － 111,695

－ 4,637 4,637 ( 4,637 ) －

　計 108,169 8,163 116,332 ( 4,637 ) 111,695

営業費用 106,443 6,401 112,844 ( 4,596 ) 108,248

1,725 1,761 3,487 ( 40 ) 3,446

Ⅱ 資産 109,029 8,842 117,872 16,211  134,083

　当連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

日本
(百万円)

南米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

外部顧客に対する売上高 89,097 4,629 93,726 － 93,726

－ 106 106 ( 106 ) －

　計 89,097 4,736 93,833 ( 106 ) 93,726

営業費用 84,899 3,831 88,731 285  89,017

4,197 904 5,102 ( 392 ) 4,709

Ⅱ 資産 117,822 8,024 125,847 18,218  144,066

(注)1．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　2．日本以外の地域に属する主な国又は地域

 　南米・・・・チリ

    3. 前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,138百万円であり、

     その主なものは、当社の本社費（秘書・総務・経理・基礎研究）に係る費用であります。

   　  当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,067百万円であり、

     その主なものは、当社の本社費（秘書・総務・経理・基礎研究）に係る費用であります。

　　4. 前連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は21,465百万円であり、その主なもの

 は、当社の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

　　   当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は23,767百万円であり、その主なもの

 は、当社の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

　　5. 会計処理方法の変更

（前連結会計年度）

      (1) 資産除去債務に関する会計基準

　　　　　当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去

　　債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　　　　　この変更に伴い、当連結会計年度の日本の営業費用が53百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

      (2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い

　　　　　当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18

　　号　平成18年５月17日）を適用しております。

　　　　　この変更に伴い、当連結会計年度の南米の営業費用が368百万円減少し、営業利益は同額増加しております。

営業利益

売上高

(1)

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

営業利益

売上高

(1)

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高
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（当連結会計年度）

　　　　完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　　　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契約に関す

　　る会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

　　準適用指針第18号　平成19年12月27日）を適用しております。

　　　　　この変更に伴い、当連結会計年度の日本の売上高が454百万円、営業利益が97百万増加しております。

　　海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

南米
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

海外売上高 4,631 7,060 11,691

連結売上高 - - 93,726

4.9 7.5 12.5

(注)1．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　2．日本以外の地域に属する主な国又は地域

 　南米　・・・・チリ

 　その他・・・・台湾、オーストラリア

連結売上高に占める海外売上
高の割合（％）

３．海外売上高

　当連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 

１株当たり純資産額         781.95円 

１株当たり当期純損失金額        5.55円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

 

 

１株当たり純資産額         840.30円 

１株当たり当期純利益金額       20.19円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

１株当たり当期純損失金額 

連結損益計算書上の当期純損失      462百万円 

普通株式に係る当期純損失        462百万円 

普通株主に帰属しない金額の内訳   

  該当事項はありません。          

普通株式の期中平均株式数     83,296千株 

 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

１株当たり当期純利益金額 

連結損益計算書上の当期純利益    1,681百万円 

普通株式に係る当期純利益      1,681百万円 

普通株主に帰属しない金額の内訳   

  該当事項はありません。          

普通株式の期中平均株式数     83,291千株 

 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、資産除去債務、

賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略

しております。 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,413 8,728

受取手形 1,145 1,263

売掛金 12,969 16,864

リース投資資産 4,380 3,947

有価証券 717 22

商品及び製品 2,641 3,391

仕掛品 2,750 7,741

原材料及び貯蔵品 507 613

前渡金 75 1,135

前払費用 251 303

繰延税金資産 330 406

短期貸付金 445 －

未収入金 506 －

その他 859 1,667

貸倒引当金 △468 △684

流動資産合計 36,525 45,401

固定資産   

有形固定資産   

建物 16,092 16,490

減価償却累計額 △8,906 △9,262

建物（純額） 7,186 7,227

構築物 34,042 34,675

減価償却累計額 △20,709 △21,814

構築物（純額） 13,333 12,861

機械及び装置 51,400 51,755

減価償却累計額 △44,774 △46,666

機械及び装置（純額） 6,626 5,089

車両運搬具 1,439 1,497

減価償却累計額 △1,148 △1,256

車両運搬具（純額） 290 240

工具、器具及び備品 2,267 2,254

減価償却累計額 △1,906 △2,004

工具、器具及び備品（純額） 361 249

鉱業用地 6,780 6,794

減価償却累計額 △3,780 △3,848

鉱業用地（純額） 3,000 2,946

一般用地 11,646 11,641

建設仮勘定 809 288

有形固定資産合計 43,253 40,545
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

鉱業権 214 212

その他 128 127

無形固定資産合計 343 339

投資その他の資産   

投資有価証券 22,426 28,032

関係会社株式 6,142 5,723

出資金 8 8

長期貸付金 936 828

関係会社長期貸付金 2,453 1,427

破産更生債権等 2 6

長期前払費用 3,129 3,309

長期未収入金 12 －

差入保証金 764 －

その他 754 1,454

貸倒引当金 △172 △151

投資その他の資産合計 36,460 40,639

固定資産合計 80,056 81,525

資産合計 116,582 126,927

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,223 9,870

短期借入金 6,900 6,900

1年内返済予定の長期借入金 1,707 4,886

リース債務 505 408

未払金 3,062 3,207

未払費用 720 730

未払消費税等 607 －

前受金 33 3

預り金 331 439

前受収益 166 201

借入地金 862 1,994

賞与引当金 333 373

株主優待引当金 16 14

事業用地崩落部整形工事引当金 3 －

環境安全対策引当金 － 62

資産除去債務 － 94

その他 231 98

流動負債合計 19,705 29,286
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

社債 2,000 2,000

長期借入金 20,531 15,589

リース債務 590 320

繰延税金負債 6,165 8,833

退職給付引当金 136 115

債務保証損失引当金 338 72

環境安全対策引当金 385 257

資産除去債務 2,803 2,753

長期前受金 2,240 2,204

受入保証金 3,116 3,436

長期前受収益 142 －

その他 230 293

固定負債合計 38,682 35,877

負債合計 58,387 65,163

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,176 4,176

資本剰余金   

資本準備金 6,149 6,149

資本剰余金合計 6,149 6,149

利益剰余金   

利益準備金 1,044 1,044

その他利益剰余金 40,004 40,111

災害補てん準備積立金 500 500

探鉱準備金 1,067 935

海外探鉱準備金 106 115

圧縮記帳積立金 3,089 2,948

特別償却準備金 5 2

特定災害防止準備金 127 125

特別積立金 31,135 31,135

繰越利益剰余金 3,973 4,348

利益剰余金合計 41,048 41,155

自己株式 △116 △120

株主資本合計 51,257 51,361

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,019 10,570

繰延ヘッジ損益 △82 △168

評価・換算差額等合計 6,936 10,401

純資産合計 58,194 61,763

負債純資産合計 116,582 126,927
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(2)【損益計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 65,431 50,458

商品売上高 25,971 26,628

売上高合計 91,402 77,086

売上原価   

製品期首たな卸高 6,494 2,257

当期製品製造原価 53,384 45,126

合計 59,879 47,384

製品期末たな卸高 2,257 3,218

製品売上原価 57,621 44,165

商品期首たな卸高 190 130

当期商品仕入高 22,359 21,042

合計 22,550 21,173

商品期末たな卸高 130 97

商品売上原価 22,419 21,075

たな卸資産評価損 △246 45

売上原価合計 79,794 65,287

売上総利益 11,607 11,799

販売費及び一般管理費 12,356 10,337

営業利益又は営業損失（△） △748 1,462

営業外収益   

受取利息 352 153

受取配当金 2,733 978

受取賃貸料 450 637

為替差益 45 －

その他 33 39

営業外収益合計 3,614 1,809

営業外費用   

支払利息 915 564

貸倒引当金繰入額 － 56

為替差損 － 232

休廃山管理費 310 205

出向者関係費 276 196

貸与資産減価償却費 409 523

その他 189 81

営業外費用合計 2,101 1,861

経常利益 763 1,410
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 52 37

関係会社株式売却益 3,458 －

債務保証損失引当金戻入額 － 68

受取補償金 － 50

その他 29 49

特別利益合計 3,541 206

特別損失   

固定資産除却損 227 204

固定資産売却損 1 4

減損損失 － 4

投資有価証券評価損 947 310

関係会社株式評価損 1,037 －

職業病解決金 19 17

特別退職金 － 124

訴訟関連損失 25 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,437 －

その他 349 118

特別損失合計 5,044 783

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △738 833

法人税、住民税及び事業税 464 47

過年度法人税等 － △168

法人税等調整額 △1,236 262

法人税等合計 △772 141

当期純利益 33 691

32

日鉄鉱業㈱（1515）平成22年３月期 決算短信



(3)【株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,176 4,176

当期末残高 4,176 4,176

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,149 6,149

当期末残高 6,149 6,149

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 6,150 6,149

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 6,149 6,149

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,044 1,044

当期末残高 1,044 1,044

その他利益剰余金   

災害補てん準備積立金   

前期末残高 500 500

当期末残高 500 500

探鉱準備金   

前期末残高 3,906 1,067

当期変動額   

租税特別措置法上の準備金の積立 592 291

租税特別措置法上の準備金の取崩 △3,431 △422

当期変動額合計 △2,838 △131

当期末残高 1,067 935

海外探鉱準備金   

前期末残高 106 106

当期変動額   

租税特別措置法上の準備金の積立 － 11

租税特別措置法上の準備金の取崩 － △1

当期変動額合計 － 9

当期末残高 106 115
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

圧縮記帳積立金   

前期末残高 3,319 3,089

当期変動額   

租税特別措置法上の準備金の積立 143 －

租税特別措置法上の準備金の取崩 △374 △140

当期変動額合計 △230 △140

当期末残高 3,089 2,948

特別償却準備金   

前期末残高 9 5

当期変動額   

租税特別措置法上の準備金の積立 3 －

租税特別措置法上の準備金の取崩 △7 △2

当期変動額合計 △4 △2

当期末残高 5 2

特定災害防止準備金   

前期末残高 127 127

当期変動額   

租税特別措置法上の準備金の取崩 － △1

当期変動額合計 － △1

当期末残高 127 125

特別積立金   

前期末残高 29,135 31,135

当期変動額   

特別積立金の積立 2,000 －

当期変動額合計 2,000 －

当期末残高 31,135 31,135

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,454 3,973

当期変動額   

租税特別措置法上の準備金の積立 △739 △302

租税特別措置法上の準備金の取崩 3,813 569

特別積立金の積立 △2,000 －

剰余金の配当 △583 △583

当期純利益 33 691

自己株式の処分 △4 △0

当期変動額合計 518 374

当期末残高 3,973 4,348

利益剰余金合計   

前期末残高 41,602 41,048
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

租税特別措置法上の準備金の積立 － －

租税特別措置法上の準備金の取崩 － －

特別積立金の積立 － －

剰余金の配当 △583 △583

当期純利益 33 691

自己株式の処分 △4 △0

当期変動額合計 △554 107

当期末残高 41,048 41,155

自己株式   

前期末残高 △122 △116

当期変動額   

自己株式の取得 △10 △5

自己株式の処分 16 1

当期変動額合計 5 △4

当期末残高 △116 △120

株主資本合計   

前期末残高 51,807 51,257

当期変動額   

剰余金の配当 △583 △583

当期純利益 33 691

自己株式の取得 △10 △5

自己株式の処分 11 1

当期変動額合計 △549 103

当期末残高 51,257 51,361

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 17,852 7,019

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,833 3,551

当期変動額合計 △10,833 3,551

当期末残高 7,019 10,570

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 215 △82

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △297 △86

当期変動額合計 △297 △86

当期末残高 △82 △168

評価・換算差額等合計   

前期末残高 18,068 6,936

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,131 3,465

当期変動額合計 △11,131 3,465

当期末残高 6,936 10,401

35

日鉄鉱業㈱（1515）平成22年３月期 決算短信



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 69,875 58,194

当期変動額   

剰余金の配当 △583 △583

当期純利益 33 691

自己株式の取得 △10 △5

自己株式の処分 11 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,131 3,465

当期変動額合計 △11,680 3,568

当期末残高 58,194 61,763
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(4) 【継続企業の前提に関する注記】 

  該当事項はありません。 
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６．その他 
 

（１）役員の異動 

該当事項はありません。 
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（連結グループ） （単位：百万円）

セグメント 主要品目 比率(%) 比率(%)

資源事業 鉱石 石灰石・タンカル 23.7 22.6

砕石 4.4 4.6

燃料その他 19.7 21.4

小計 47.8 48.6

金属 電気銅 25.0 28.3

銅精鉱 4.9 3.2

その他 10.9 9.4

小計 40.8 40.9

計 88.6 89.5

機械・環境事業 産業機械 4.4 4.6

環境商品 4.6 3.7

計 9.0 8.3

不動産事業 2.4 2.0

証券事業 ― 0.2

100.0 100.0

海外売上高 （単位：百万円）

品目   

石灰石 台湾、オーストラリアほか

電気銅 台湾ほか

銅精鉱 チリ   

産業機械 中国ほか

環境商品 台湾ほか

（日鉄鉱業単体） （単位：百万円）

セグメント 主要品目 数量 売上高 比率(%) 数量 売上高 比率(%) 数量 売上高

資源事業 鉱石 石灰石 千t 18,295 18,142 23.5 20,763 20,828 22.8 △ 2,468 △ 2,685

砕石 千t 2,595 2,110 2.7 3,768 2,690 2.9 △ 1,173 △ 579

タンカル 千t 627 3,451 4.5 642 3,563 3.9 △ 14 △ 112

けい石 千t 241 423 0.5 304 566 0.6 △ 62 △ 142

石油製品 千kl 95 4,672 6.1 97 6,286 6.9 △ 2 △ 1,613

石炭類 千t 135 2,002 2.6 139 3,215 3.5 △ 3 △ 1,213

パルプ用チップ 千㎥ 65 605 0.8 72 685 0.8 △ 6 △ 79

特殊紙 t 1,640 467 0.6 2,020 570 0.6 △ 379 △ 103

その他 4,013 5.2 2,460 2.7 1,552

小計 35,890 46.5 40,868 44.7 △ 4,977

金属 電気銅 t 40,986 23,465 30.4 49,994 31,650 34.6 △ 9,008 △ 8,184

電気金 kg 3,091 9,574 12.4 3,649 10,445 11.4 △ 557 △ 870

その他 583 0.8 678 0.8 △ 94

小計 33,624 43.6 42,774 46.8 △ 9,150

計 69,514 90.1 83,642 91.5 △ 14,127

機械・環境事業 機械 産業機械 901 1.2 1,175 1.3 △ 273

環境 ポリテツ 3,690 4.8 3,588 3.9 101

その他環境商品 745 1.0 707 0.8 37

小計 4,435 5.8 4,296 4.7 139

計 5,337 7.0 5,471 6.0 △ 133

不動産事業 2,233 2.9 2,288 2.5 △ 55

77,086 100.0 91,402 100.0 △ 14,316

※売上高はセグメント間内部取引消去前の金額で記載しております。

増減(△）

売上高

合計

1,405

4,836

3,525

293

合計

1,493

4,935

11,691

111,695

10,066

5

93,726

10,445

8,399

2,222

45,621

99,867

5,121

3,525

向先 平成21年度 平成20年度

4,192

9,314

2,277

235― 

4,105

25,289

5,096

54,245

31,650

23,858

平成20年度平成21年度

平成21年度 平成20年度

売上高 売上高

3

4,629

630

22,240

合計

23,465

4,629

38,252

83,104

4,294

10,158

4,178

44,851

△ 235

（２）売上高明細表

△ 918

△ 5,426

△ 9,393

△ 8,185

1,103

18,432

増減（△）

△ 17,968

△ 3,049

△ 287

△ 7,369

△ 16,763

△ 1,016

101

△ 914

△ 55
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