


※ 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) 27年３月期３Ｑ 138,677,572株 26年３月期 138,677,572株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 28,436株 26年３月期 28,340株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 138,649,160株 26年３月期３Ｑ 138,649,471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ます。なお、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おります。

※ 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４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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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。

　
第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分方法及びセグメント損益の算定方法を変更しております。

なお、業績における前年同期比較については、前年同期の数値を変更後の区分方法及び算定方法により組み替えて

比較しております。

①燃料（石炭販売）事業

売上高は、石炭価格の下落及び販売数量の減少により355億５百万円と前年同期比101億82百万円（22.3%）の減

収となりましたが、販売費の減少によりセグメント利益は３億13百万円と前年同期比47百万円（18.0%）の増益と

なりました。

②燃料（石炭生産）事業

売上高は、石炭価格の下落により98億78百万円と前年同期比15億84百万円（13.8％）の減収となりました。利

益面におきましては、石炭価格の下落及びリデル炭鉱において操業コストが増加したことにより、１億４百万円

のセグメント損失（前年同期は20億87百万円のセグメント利益）となりました。

③再生エネルギー事業

売上高は、メガソーラーつやざきNo.１発電所に加え、平成25年８月より同No.２発電所、平成26年10月より同

No.３発電所が新たに稼働したことに伴い１億77百万円と前年同期比59百万円（50.6%）の増収となり、セグメン

ト利益は73百万円と前年同期比17百万円（32.5%）の増益となりました。

④飲食用資材事業

本事業は、日本ストロー㈱を前連結会計年度末において連結子会社としたことに伴い新たに加わった事業であ

り、同社は主力事業である飲料用の伸縮ストローの製造・販売及び食品容器・包装資材等の輸入販売事業を行っ

ております。

売上高は29億13百万円となり、セグメント利益はのれん償却費68百万円を計上したものの２億74百万円となり

ました。

なお、前連結会計年度末において連結の範囲に含めているため、前第３四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。

⑤施設運営受託事業

売上高は、７、８月の天候不順などにより43億53百万円と前年同期比２億95百万円（6.4%）の減収となりまし

たが、セグメント利益はのれん償却費１億円を計上したものの販売費の減少により55百万円と前年同期比10百万

円（23.9%）の増益となりました。

⑥不動産事業

売上高は、前連結会計年度に賃貸マンション等６物件を売却したことなどにより３億４百万円と前年同期比１

億38百万円（31.3%）の減収となり、セグメント利益は89百万円と前年同期比67百万円（43.0%）の減益となりま

した。

⑦港湾事業

売上高は、４億14百万円と前年同期比32百万円（8.6%）の増収となり、セグメント利益は64百万円と前年同期

比28百万円（77.8%）の増益となりました。

⑧その他（介護事業、海外派遣研修事業等）

売上高は、前連結会計年度にスーパーマーケット事業を事業譲渡したことなどにより13億75百万円と前年同期

比13億69百万円（49.9%）の減収となり、58百万円のセグメント損失（前年同期は32百万円のセグメント損失）と

なりました。

　なお、介護事業におきましてはサービス付高齢者向け住宅を２棟竣工しており、平成26年12月及び平成27年１

月よりそれぞれ事業を開始しております。

　また、連結子会社池島アーバンマイン㈱は、平成24年７月に合金鉄事業の休止及び人員合理化を実施し、ＡＳ

Ｒ（廃自動車シュレッダーダスト）再資源化リサイクル事業による事業再構築を進めてまいりましたが、事業の

継続が困難な状況となったことから、平成26年12月に同事業より撤退しております。
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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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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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26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,362 13,299

受取手形及び売掛金 6,203 5,704

商品及び製品 976 762

仕掛品 193 212

原材料及び貯蔵品 324 399

その他 1,239 1,263

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 23,299 21,641

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 9,662 9,027

土地 12,348 12,352

その他（純額） 4,377 5,398

有形固定資産合計 26,388 26,779

無形固定資産

のれん 3,713 3,547

その他 2,931 2,656

無形固定資産合計 6,645 6,203

投資その他の資産

投資有価証券 3,086 2,615

長期預金 － 1,244

その他 616 746

貸倒引当金 △223 △219

投資その他の資産合計 3,479 4,386

固定資産合計 36,513 37,368

資産合計 59,812 59,010

負債の部

流動負債

買掛金 3,031 3,592

短期借入金 5,703 2,947

未払法人税等 163 125

賞与引当金 117 84

その他 3,569 2,743

流動負債合計 12,585 9,493

固定負債

社債 157 109

長期借入金 7,637 9,097

関係会社整理損失引当金 － 214

退職給付に係る負債 511 488

資産除去債務 2,191 2,291

その他 3,922 4,373

固定負債合計 14,419 16,574

負債合計 27,005 26,067
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31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 14,635 14,096

自己株式 △4 △5

株主資本合計 29,422 28,883

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 516 357

繰延ヘッジ損益 △347 2

土地再評価差額金 865 865

為替換算調整勘定 2,347 2,829

その他の包括利益累計額合計 3,382 4,054

少数株主持分 3 5

純資産合計 32,807 32,943

負債純資産合計 59,812 59,010
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 57,971 49,636

売上原価 53,917 47,138

売上総利益 4,054 2,497

販売費及び一般管理費

人件費 1,131 1,243

福利厚生費 189 217

減価償却費 79 67

業務委託費 68 76

その他 888 1,170

販売費及び一般管理費合計 2,358 2,776

営業利益又は営業損失（△） 1,696 △278

営業外収益

受取利息 184 165

受取配当金 27 28

持分法による投資利益 48 148

為替差益 261 203

その他 118 99

営業外収益合計 640 644

営業外費用

支払利息 117 136

その他 56 21

営業外費用合計 173 157

経常利益 2,164 208

特別利益

固定資産売却益 － 6

投資有価証券売却益 － 444

補助金収入 268 268

特別利益合計 268 719

特別損失

固定資産売却損 － 19

減損損失 181 8

固定資産除却損 － 8

固定資産圧縮損 248 248

投資有価証券評価損 － 133

補償損失 37 134

関係会社整理損 － 17

関係会社整理損失引当金繰入額 － 214

特別損失合計 467 784

税金等調整前四半期純利益 1,965 143

法人税、住民税及び事業税 632 266

法人税等調整額 △7 △139

法人税等合計 624 126

少数株主損益調整前四半期純利益 1,341 16

少数株主利益 1 1

四半期純利益 1,339 15
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,341 16

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 116 △159

繰延ヘッジ損益 △412 349

土地再評価差額金 △2 －

為替換算調整勘定 538 482

その他の包括利益合計 239 672

四半期包括利益 1,580 688

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,578 687

少数株主に係る四半期包括利益 1 1
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（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）

当第３四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第３四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

該当事項はありません。
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