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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】

(1）最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第112期 第113期 第114期 第115期 第116期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 75,507 52,404 47,610 43,524 46,108

経常利益（百万円） 553 1,271 2,145 1,104 571

当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
685 1,415 △2,252 662 △866

純資産額（百万円） 5,625 7,000 4,833 9,125 4,578

総資産額（百万円） 91,683 32,837 26,549 31,642 21,339

１株当たり純資産額（円） △68.76 △47.80 △58.39 4.72 6.80

１株当たり当期純利益又は

当期純損失（△）（円）
5.11 9.12 △13.15 3.24 △2.99

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益（円）
1.69 3.47 ― 1.91 ―

自己資本比率（％） 6.1 21.3 18.2 28.6 21.1

自己資本利益率（％） 15.7 22.4 ― 9.5 ―

株価収益率（倍） 21.7 17.4 ― 41.4 ―

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
2,833 1,889 1,638 447 △679

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
8,708 3,676 465 △325 3,970

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△16,865 △7,170 △2,247 2,959 △5,964

現金及び現金同等物の期末

残高（百万円）
2,656 1,052 890 3,972 1,299

従業員数（人）

(外、平均臨時雇用者数)

657

(802)

273

(31)

223

(38)

227

(51)

224

(47)

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第114期及び第116期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当期純損失が計上されている

ため記載しておりません。

３　第114期の当期純損失は固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるものであります。

４　第115期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。
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(2）提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第112期 第113期 第114期 第115期 第116期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 34,445 36,640 43,803 41,171 43,057

経常利益（百万円） 58 1,357 2,189 897 369

当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
451 1,342 △3,481 601 △802

資本金（百万円） 9,248 9,248 9,248 5,016 3,462

発行済株式総数（株）      

普通株式 154,017,030 171,196,195 174,194,528 264,706,068 294,429,958

第一回第一種優先株式 3,459,000 514,000 ― ― ―

第一回第二種優先株式 7,140,000 7,140,000 7,140,000 7,140,000 7,140,000

第一回第三種優先株式 35,714,000 35,714,000 35,714,000 15,114,000 ―

純資産額（百万円） 6,374 7,716 3,961 8,119 3,639

総資産額（百万円） 33,242 29,649 24,430 29,579 19,396

１株当たり純資産額（円） △63.87 △43.60 △63.37 1.20 3.87

１株当たり配当額（円）

（内１株当たり中間配当額）（円）

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

１株当たり当期純利益又は当期純損失

（△）（円）
3.36 8.63 △20.31 2.94 △2.77

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

（円）
1.12 3.29 ― 1.74 ―

自己資本比率（％） 19.2 26.0 16.2 27.4 18.8

自己資本利益率（％） 8.6 19.0 ― 10.0 ―

株価収益率（倍） 33.0 18.4 ― 45.5 ―

配当性向（％） ― ― ― ― ―

従業員数（人）

(外、平均臨時雇用者数)

120

(15)

113

(25)

102

(21)

95

(24)

89

(21)

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第114期及び第116期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当期純損失が計上されている

ため記載しておりません。

３　第114期の当期純損失は固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるものであります。

４　第115期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。
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２【沿革】

元禄４年 別子銅山開坑

明治26年11月 庄司砿（九州）を入手、石炭業に着手

明治27年４月 忠隅砿（九州）を入手

大正13年10月 坂炭砿株式会社（北海道）の経営に参加

大正14年10月 坂炭砿株式会社の商号を住友坂炭砿株式会社に変更

昭和２年６月 住友別子鉱山株式会社を設立　（注）当社の設立登記日となる

昭和３年６月 住友九州炭砿株式会社を設立

昭和５年４月 住友坂炭砿株式会社と住友九州炭砿株式会社が合併し、住友炭砿株式会社を設立

昭和12年６月 住友別子鉱山株式会社と合併し、商号を住友鉱業株式会社に変更

昭和21年１月 商号を井華鉱業株式会社に変更

昭和24年10月 東京・大阪両証券取引所に株式上場

昭和25年２月 本社を大阪市から東京都に移転

昭和25年３月 過度経済力集中排除法により、金属鉱山部門（現、住友金属鉱山株式会社）、土木部門（現、三井住友

建設株式会社）、調度部門（株式会社新居浜大丸）を分離する

昭和27年７月 商号を現在の住友石炭鉱業株式会社に変更

昭和34年６月 住ノ江海陸運輸株式会社を設立

昭和46年10月 奔別砿・歌志内砿閉山、赤平砿一山体制となる。

昭和54年10月 赤平炭砿を分離して住友石炭赤平炭砿株式会社を設立

昭和58年５月 赤平技術サービス株式会社（株式会社イズミテック）を設立

昭和63年10月 豪州の炭鉱会社Wambo Mining Corporation Pty.Ltd.に資本参加

平成２年５月 青森石材事業協同組合に出資

平成６年２月 赤平炭砿を閉山（平成６年３月　住友石炭赤平炭砿株式会社解散）

平成７年９月 日本商事株式会社を設立

平成10年４月 泉山興業株式会社を買収

平成13年１月 豪州の炭鉱会社Wambo Mining Corporation Pty.Ltd.を売却

平成14年10月 株式会社エスシーエム興産を会社分割により設立

平成15年３月 株式会社イズミテックを吸収合併

平成16年９月 株式会社エスシーエム興産を売却

平成18年12月 住石岩泉砕石株式会社を設立
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３【事業の内容】

　当企業集団は、連結財務諸表提出会社（以下「当社」）、子会社５社（うち連結子会社５社）及び関連会社４社（う

ち持分法適用会社３社）により構成されており、その主要な事業内容と当企業集団の事業に係わる位置づけ等は、次

のとおりであります。

石炭事業部門

当企業集団では、当社が石炭の仕入れ及び販売を行っております。

新素材事業部門

　当企業集団では、当社が工業用人工ダイヤモンドの製造、仕入及び販売を行っております。また、関連会社のＳＰＳ

シンテックス株式会社が放電プラズマ焼結機等の製造及び販売を行っております。

採石事業部門

当企業集団では、当社及び連結子会社の泉山興業株式会社、青森石材事業協同組合並びに住石岩泉砕石株式会社

が、砕石の採取、加工及び販売を行っております。

建材・機材事業部門

当企業集団では、当社及び連結子会社の日本商事株式会社が、セメント、生コンクリート、ＡＬＣ等の各種建材並

びに建設・運搬用機材、その他産業用各種機材の仕入れ及び販売を行っております。

当社は、各種建材・機材を日本商事株式会社より仕入れております。

その他の部門

運輸事業部門では、連結子会社の住ノ江海陸運輸株式会社及び関連会社のヰゲタ通商株式会社が貨物自動車運送

業を行っておりますほか、関連会社の泉汽船株式会社が海運業を行っております。当社は、当社の販売する商品の運

送を住ノ江海陸運輸株式会社及びヰゲタ通商株式会社に委託しております。

　その他として、関連会社の新居浜コールセンター株式会社は当社より石炭荷役業務を受託しております。

　以上述べた事項を事業系統図に示すと次のとおりであります。

事　業　系　統　図
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４【関係会社の状況】

名称 住所

資本金
又は
出資金
（百万

円）

主要な事業の内容

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容

（連結子会社）      

泉山興業株式会社 青森県八戸市 90 採石事業 100.0
資金の援助、債務の保証

役員の兼任　１名

住石岩泉砕石株式会社 岩手県下閉伊郡岩泉町 20 採石事業 100.0 資金の援助

住ノ江海陸運輸株式会社 佐賀県杵島郡大町町 20 その他の部門 80.0 石炭及び建材輸送の委託

日本商事株式会社 北海道札幌市中央区 10 建材・機材事業 100.0 建材・機材の販売・仕入

青森石材事業協同組合　注４ 青森県上北郡六ヶ所村 6 採石事業
100.0

(100.0)

資金の援助

理事の兼任　１名

（持分法適用関連会社）      

泉汽船株式会社 東京都中央区 300 その他の部門 30.2 役員の兼任　１名

ＳＰＳシンテックス株式会社 神奈川県川崎市高津区 80 新素材事業 40.0

ロイヤリティの収受

事務所の賃貸

役員の兼任　１名

新居浜コールセンター株式会社 愛媛県新居浜市 50 その他の部門 40.0
石炭荷役の委託

役員の兼任　１名

　（注）１　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　「議決権の所有割合」欄の（内書）は間接所有であります。

３　上記会社において有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４　債務超過会社であり、その額は1,497百万円であります。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

石炭事業部門  14　（－）

新素材事業部門  15　（10）

採石事業部門  64　（10）

建材・機材事業部門  17　 （2）

その他の部門 94　（23）

全社  20　 （2）

合計  224　（47）

（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員は（　）内に年間平均人員（８時間換算）を外数

で記載しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(2）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

89

(21)
44.5 12.4 5,483,947

（注）１　従業員数は就業人員であり、臨時従業員は（　）内に年間平均人員（８時間換算）を外数

で記載しております。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3）労働組合の状況

・提出会社

　労働組合はありません。

・連結会社

　労働組合はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当連結会計年度における我が国の経済は、上半期においては好調な企業収益に支えられ全般的に堅調に推移しま

したが、下半期に入り、いわゆるサブプライムローン問題に端を発する金融・株式市場の混乱や、急激な円高、世界

的な原燃料価格の高騰などの影響から景気減速の兆候が徐々に表れてきました。

　当社グループを取り巻く事業環境につきましては、ＩＴ関連製品の製品サイクルの短縮化傾向や公共工事の縮小

などを背景とした分野では厳しい状況となりましたものの、全般としては概ね順調に推移しました。

　このような経済環境の下で、当社グループでは、各事業の状況に応じメリハリの効いた業務運営を行うとともに、

収益構造の改善と財務の健全化のための取り組みを推進してまいりました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は461億８百万円となり、前期に比べ25億８千３百万円の増収となりました。支

店の閉鎖に伴い建材・機材事業部門で減収を余儀なくされたものの、販売数量の増加及び石炭価格の上昇による石

炭事業部門での増収が大きく寄与し、全体として増収となったものです。

　収益面では、営業利益は８億１百万円（前期比２千万円増加）となりましたが、ワンボ社（豪州炭鉱会社）からの

配当収入の減少が大きく、経常利益は５億７千１百万円（前期比５億３千３百万円減少）と大幅な減益となりまし

た。

　また、じん肺に係る和解金11億７千万円を特別損失に計上したほか、繰延税金資産の一部を取崩すこととした結

果、当期純損益は８億６千６百万円の損失（前期比15億２千８百万円悪化）となりました。　

　事業部門別に見ると、石炭事業部門では、販売数量が前期比11％増加し、価格の上昇と相まって売上高は288億２千

２百万円（前期比63億９千４百万円増加）となり、営業利益は６億８千４百万円（前期比１億５千８百万円増加）

となりました。

　新素材事業部門では、ＩＴ関連製品の製品サイクルの短縮化に伴う主要顧客の在庫調整の影響から売上高は６億

１千万円（前期比４千万円減少）となり、営業利益は１億９千１百万円（前期比７千７百万円減少）となりまし

た。

　採石事業部門では、公共工事の縮小から各地の需要が減少するなかにあって、北東北地区での大型工事向けの出荷

が伸び、売上高は22億６千万円（前期比５億４千８百万円増加）となり、営業利益は２億７千７百万円（前期比５

千６百万円増加）となりました。

　建材・機材事業部門では、採算性を重視し引き続き選別受注を進めるとともに、昨年７月に大阪支店を閉鎖した影

響もあって売上高は128億５千３百万円（前期比43億６千４百万円減少）となり、営業利益は１億２千６百万円

（前期比７千６百万円減少）となりました。

　その他の部門では、売上高は15億６千２百万円（前期比４千４百万円増加）となりましたが、期中に賃貸用オフィ

スビルを売却した影響もあって営業利益は８千８百万円（前期比８千万円減少）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）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、経常利益が５億７千１百万円となったものの、仕入債

務の減少、訴訟和解金の支払等により６億７千９百万円の支出（前期比11億２千６百万円悪化）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、賃貸用オフィスビルの売却収入を主体に39億７千万円の収入（前期比

42億９千６百万円好転）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、上記賃貸用オフィスビルの売却収入を借入金の返済に充当し有利子負

債の圧縮を進めたほか、新株の発行と自己株式（第一回第三種優先株式）の買入により差引31億４千７百万円の

支出があったことから、59億６千４百万円の支出（前期比89億２千４百万円悪化）となりました。

　この結果、現金及び現金同等物は当期首に比べ26億７千３百万円減少し、12億９千９百万円となりました。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

新素材事業部門 174 113.8

採石事業部門 1,075 115.1

合計 1,250 114.9

　（注）１　金額は販売原価であり、セグメント間取引については相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

　該当事項はありません。

 

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

石炭事業部門 28,822 128.5

新素材事業部門 610 93.7

採石事業部門 2,260 132.0

建材・機材事業部門 12,853 74.6

その他の部門 1,562 102.9

合計 46,108 105.9

　（注）１　セグメント間取引については相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、次のとおりであり

ます。

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

株式会社熊谷組 4,731 10.9 ― ―

　（注）当連結会計年度については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。
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３【対処すべき課題】

　当社グループは、経営の重点を量から質へ転換し、重点事業へ経営資源を集中すべく事業再編諸施策を実施しており

ます。また、事業環境の急激な変化にあっても、安定的な成長を続けるべく、総資産の圧縮と有利子負債の削減を図る

など、財務体質の強化に取り組んでおります。

　なお、将来の普通株式の希薄化の抑制と株主価値の向上を図るため、前連結会計年度より新株予約権の発行と同行使

により調達した資金を原資とし、第一回第三種優先株式の取得、消却に取り組んでまいりましたが、当連結会計年度に

おいて残存する第一回第三種優先株式の全部を取得、消却しております。

　各事業についての、事業収益力の向上に向けた取り組みは次のとおりであります。

　石炭事業については、石炭価格の高止まりを背景に各需要家の安定供給への指向が強まっていることから、長期契約

への切替え、仕入ソースの拡充、物流中継基地の整備拡充などを通じて顧客のニーズに対応することにより、競争力を

維持し収益基盤の強化を図ります。　

　新素材事業については、ＩＴ関連業界特有の顧客のニーズの変化に素早く対応する確かな技術力と提案力をベース

に収益力の強化に努めるとともに、新規顧客・新市場の開拓を推進します。

　採石事業については、環境に配慮しつつ徹底したコスト削減と品質管理により競争力の向上を図ってまいります。鉱

量確保策（既存鉱区の拡張、新規鉱区の獲得）についても投資採算を十分に吟味し、前向きに検討してまいります。

　建材・機材事業については、選別受注を進めて、効率営業に努めてまいります。

　当社グループといたしましては、経営資源の再配分等経営効率化を推進し、収益力の改善策を推し進めることで、強

固な経営基盤の構築を図ってまいる所存です。

４【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出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）信用リスク

当社グループでは、多様な商品取引活動により国内外の取引先に対して発生する種々信用リスクに対して、各

事業部門において、信用リスクを定量・定性面から管理・評価し、与信限度・債権状況を定期的にモニタリング

するとともに、各事業部門より独立した部署が回収状況及び滞留債権状況を定期的にレビューし、回収可能性の

検討を行い必要な処理を行っております。

(2）金利変動リスク

当社グループでは、資金調達を主に銀行借入により行っているため、金利変動リスクにさらされております。金

利上昇によるコストの増加を事業活動において吸収出来ない場合は、経営成績に影響を与える場合があります。

５【経営上の重要な契約等】

　　該当事項はありません。
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６【研究開発活動】

　当連結会計年度中の新素材事業部門において支出した試験研究費の総額は19百万円であり、主な研究開発として次

のものがあります。

（衝撃圧縮ダイヤモンド合成法の応用研究）

衝撃圧縮（ショックコンパクション）法により製造される多結晶ダイヤモンド粒子は、ナノメーターレベルの

平滑研磨が可能なことから、次世代半導体の加工工程への応用が期待されております。当社では、製造方法の改良

研究とともに、周辺技術である精密研磨・研削・分級分野での応用研究を進めております。

７【財政状態及び経営成績の分析】

　　１．重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成に係る会計方針及び見積りについては、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、注記事項」に記載しております。

　　２．当連結会計年度の経営成績の分析

(1）売上高

　売上高は、前連結会計年度に比べ25億８千３百万円増加し、461億８百万円となりました。支店の閉鎖に伴い建材

・機材事業部門で減収を余儀なくされたものの、販売数量の増加及び石炭価格の上昇による石炭事業部門での増

収が大きく寄与し、全体として増収となったものです。詳細については「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　注

記事項（セグメント情報）」に記載のとおりであります。

(2）売上原価、販売費及び一般管理費

　売上原価は、売上高の増加に伴い、前連結会計年度に比べ24億６千６百万円増加し、429億７千４百万円となりま

した。

　また、販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ９千６百万円増加し、23億３千２百万円となりました。増

加の主な要因は、売上高の増加に伴う販売経費（運送費・港頭諸掛等）の増加によるものであります。

(3）営業損益

　営業利益は、前連結会計年度に比べ２千万円増加し、８億１百万円となりました。上記のとおり、増収となったも

のの、これに伴い売上原価、販売費及び一般管理費も増加し、営業利益は微増益にとどまったものです。詳細につ

いては「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりであります。

(4）営業外損益

　営業外収益は、前連結会計年度に比べ５億７千７百万円減少し、４億１千３百万円となりました。これは受取配

当金の減少４億５千６百万円（うちワンボ社（豪州炭鉱会社）からの受取配当金の減少４億５千９百万円）、持

分法による投資利益の減少５千１百万円が主なものであります。

　営業外費用は、前連結会計年度に比べ２千３百万円減少し、６億４千３百万円となりました。

　上記の結果、営業外損益は前連結会計年度に比べ５億５千３百万円悪化し、２億３千万円（費用）となりまし

た。

(5）経常損益

　経常損益は、前連結会計年度に比べ５億３千３百万円悪化し、５億７千１百万円となりました。これは既述のと

おり営業利益が２千万円の微増となったものの、ワンボ社からの受取配当金の減少を主因として営業外損益が５

億５千３百万円悪化したことによるものであります。

EDINET提出書類

住友石炭鉱業株式会社(E00031)

有価証券報告書

11/94



(6）特別損益

　特別利益は、固定資産売却益２億９千６百万円、貸倒引当金戻入益３千万円の計上などにより、３億８千３百万

円となりました。前連結会計年度に比べ２億３千７百万円増加しておりますが、これは貸倒引当金戻入益が６千

９百万円減少した一方で、固定資産売却益が２億５千９百万円増加したことが主な要因であります。

　特別損失は、じん肺に係る和解金11億７千万円のほか、固定資産売・除却損１億３百万円、役員退職慰労金８千

１百万円などの計上により、14億２千５百万円となりました。前連結会計年度に比べ９億３千６百万円増加して

おりますが、これはじん肺に係る関連損失が８億８千１百万円増加したことが主な要因であります。

　上記の結果、特別損益は前連結会計年度に比べ６億９千９百万円悪化し、10億４千２百万円（損失）となりまし

た。　

(7）税金等調整前当期純損益

　税金等調整前当期純損益は、経常損益で５億３千３百万円悪化したことに加え、特別損益で６億９千９百万円悪

化した結果、前連結会計年度に比べ12億３千２百万円悪化し、４億７千万円の損失となりました。

(8）当期純損益

　当期純損益は、前連結会計年度に比べ15億２千８百万円悪化し、８億６千６百万円の損失となりました。税金等

調整前当期純損益で12億３千２百万円悪化したほか、繰延税金資産の取崩し等により法人税等調整額が３億６千

３百万円悪化したことにが主な要因であります。

　　３．経営成績に重要な影響を与える要因について

(1）取引先の倒産等による貸倒損失の発生

　過年度における業績を悪化させた要因として、貸倒損失があります。これは建材・機材事業部門において、発生

したものです。なお、前期に引き続き、当連結会計年度についても選別受注、与信管理の強化に注力した結果、大口

の貸倒損失は発生しませんでした。

　今後とも一層の選別受注、与信管理の強化等に注力してまいりますが、建材・機材事業においては、事業の性質

上、このようなリスクを抱えております。　

(2）ワンボ社からの受取配当金　

　当社は石炭事業における最大の仕入先であるワンボ社（豪州炭鉱会社）に対し25,000千豪ドルの出資（無議決

権）を行っており、同社の純利益の25％を配当として受領しております。当連結会計年度の受取配当金１億２千

４百万円のうち、９千１百万円が同社からの配当金であります。前連結会計年度（５億５千万円）に比べ大幅に

減少しておりますが、これは大雨等の天候不順のほか、現地のインフラ整備（鉄道輸送、港湾積み出し等）の遅れ

等から出荷・生産調整を余儀なくされたことによる影響があったためであります。

　次期につきましては、同社からの収益計画が入手不能であることや、直前期が無配であったことから保守的に考

え、配当金は見込んでおりません。他方、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　注記事項（連結貸借対照表関

係）５保証債務（２）」に記載のとおり、当社は現地の法令による採炭跡地の環境整備費用の保証債務（11億６

百万円）を有しており、当社負担額の発生時には、上記の配当金より控除される可能性があります。

　　４．戦略的現状と見通し

　石炭事業については、販売数量の増加及び価格の高止まりなどから、引き続き増収を見込んでおります。

　新素材事業については、ＩＴ関連製品の在庫調整の動向など先行きに不透明感はあるものの、新規顧客開拓などに

より増収を見込んでおります。

　採石事業については、北東北地区での大型工事向けは好調な出荷が見込まれますが、全般として公共事業の減少な

ど引き続き厳しい状況下にありますので、全体では若干の減収を見込んでおります。

　建材・機材事業については、大阪支店閉鎖の影響もあり減収となる見込みです。

※　文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において入手可能な情報に基づき判断したもの

であります。
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５．資本の財源及び資金の流動性についての分析

(1）財政状態の概要

　当連結会計年度の総資産は、前連結会計年度末に比べ103億３百万円減少し、213億３千９百万円となりました。優

先株式取得に伴う預金の減少、売上債権・たな卸資産の減少、及び賃貸用オフィスビルの売却に伴う有形固定資産

の減少などが主な要因です。

　総負債は、前連結会計年度末に比べて57億５千６百万円減少し、167億６千万円となりました。仕入債務の減少のほ

か、借入金の減少などが主な要因です。

　純資産は、当期純損失の計上、株価下落に伴う有価証券評価差額金の減少のほか、新株の発行及び優先株式の取得

・消却により前連結会計年度末に比べて45億４千７百万円減少し、45億７千８百万円となりました。

　　この結果、自己資本比率は21.1％となり、前連結会計年度末に比べ7.5ポイント悪化しました。

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月  平成20年３月

純資産額（百万円） 5,625 7,000 4,833 9,125 4,578

総資産額（百万円） 91,683 32,837 26,549 31,642 21,339

自己資本比率（％） 6.1 21.3 18.2 28.6 21.1

(2）資金調達

　資金調達については、営業活動によるキャッシュ・フローを源泉とするほか、主として銀行借入により行っており

ます。財務運営の方針は、低利かつ中長期に亘り安定的な資金調達を行うこと、及び適正な流動性を保持しつつ効率

運用を図ることであります。

　なお過去５期にわたる営業活動によるキャッシュ・フローは以下のとおりであります。

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月  平成20年３月

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
2,833 1,889 1,638 447 △679

(3）有利子負債の圧縮

　当社グループは、事業構造の変革とともに有利子負債の圧縮に取り組んでおりますが、当連結会計年度におきまし

ても、固定資産及び保有有価証券の売却、運転資金の効率化などにより、借入金の圧縮を進めました。この結果、有利

子負債は前連結会計年度末に比べて28億１千６百万円減少しました。なお、過去５期にわたる有利子負債残高の推

移は以下のとおりであります。

（百万円）

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月  平成20年３月

短期借入金 34,287 5,890 4,606 7,031 6,791

一年以内に返済予定の

長期借入金 5,590 1,811 1,815 2,015 976

長期借入金（１年以内に返済

予定のものを除く。） 25,171 6,997 5,256 3,591 2,053

その他の有利子負債

（貸株担保） 1,528 1,292 1,249 － －

合計 66,578 15,992 12,926 12,638 9,821

（注）　従来、所有有価証券を貸株に供し、その担保として受け入れた金額については「その他の有利子負債」に表

示しておりましたが、前連結会計年度より「短期借入金」に含めて表示しております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

  当連結会計年度の設備投資については、総額１億４千８百万円の投資を行っており、主なものは以下のとおりであ

ります。

　採石事業部門において、設備の更新及び生産効率の向上を図るため砕石プラント等に９千４百万円の投資を行って

おります。　　

　その他の部門においては、貨物用トラックの更新等に２千６百万円の投資を行っております。

(1）提出会社

当連結会計年度において減少した主要な設備

　　該当事項はありません。

(2）国内子会社

　当連結会計年度において減少した主要な設備

　平成19年10月に賃貸用オフィスビル（御成門第二ビル、前連結会計年度末簿価3,406百万円）を売却しております。
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２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

事業所名
（所在地）

設備の内容
（セグメント）

設備の種類別の帳簿価額

従業員数
（名）

建物及び
構築物

（百万円）

機械装置
及び運搬具
（百万円）

土地
（百万円）
（㎡）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

本社ほか

（東京都港区、北海道歌志　

　内市、赤平市ほか）

総合統括業務

（全社）
201 20

4,906

(5,335,999)
9 5,138

43

(4)

石炭事業部

（佐賀県伊万里市ほか）

貯炭設備ほか

（石炭事業部門）
63 0

―

(―)
― 63

12

(0)

新素材事業部

（北海道赤平市ほか）

人工ダイヤ製造設備ほか

（新素材事業部門）
303 24

23

(15,369)
33 385

14

(10)

札幌事業所

（北海道札幌市南区）

砕石生産設備

（採石事業部門）
1 31

49

(2,609)
0 82

7

(6)

山陽事業所

（兵庫県神崎郡神河町）

砕石生産設備

（採石事業部門）
21 71

377

(135,486)
0 472

13

(1)

（注）１　帳簿価格には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。

２　その他の有形固定資産は、工具器具備品であります。

３　従業員数は就業人員であり、臨時従業員は（）内に年間平均人員（８時間換算）を外数で記載しております。

４　リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。

事業所名

（所在地）

事業の種類別

セグメントの名称
設備の内容 数量

リース期間

（年）

年間

リース料

（百万円）

リース

契約残高

（百万円）

札幌事業所

（北海道札幌市南区）
採石事業部門 砕石設備ほか ―  5 9 47

　（注）　数量表示は、困難なため記載しておりません。

(2）国内子会社

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容
（セグメント）

設備の種類別の帳簿価額

従業
員数
（名）

建物及び
構築物
（百万円）

機械装置
及び
運搬具
（百万円）

土地
（百万円）
（㎡）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

住ノ江海陸運輸

株式会社

本社、営業所

（佐賀県杵島郡大町町ほか）

本社事務所ほか

（その他の部門）
46 112

127

(6,175)
4,084 290

94

(23)

泉山興業株式会社

ほか２社

本社、砕石工場

（青森県八戸市ほか）

砕石生産設備

（採石事業部門）
359 118

359

(614,128)
2 839

41

(3)

（注）１　帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。

２　その他の有形固定資産は、工具器具備品であります。

３　従業員数は就業人員であり、臨時従業員は（）内に年間平均人員（８時間換算）を外数で記載しております。

(3）在外子会社

　該当事項はありません。

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

　該当事項はありません。

(2）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４【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 680,160,000

第一回第二種優先株式 7,140,000

第一回第三種優先株式 35,714,000

計 723,014,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（平成20年３月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成20年６月27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 294,429,958 294,429,958

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

（注）１

第一回第二種優先株式 7,140,000 7,140,000 ― （注）２

計 301,569,958 301,569,958 ― ―

　（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。

　（注）２　第一回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）優先株式配当金

第115期事業年度までの各事業年度　　１株につき７円

第116期事業年度以降の各事業年度　　１株につき14円

第一回第二種優先株主又は第一回第二種優先登録株式質権者（以下「本優先株主等」という。）に対し

ては、普通株主、普通登録株式質権者、第一回第三種優先株主及び第一回第三種優先登録株式質権者に先立

ち、第一回第二種優先株式配当金を支払う。

(2）非累積型

ある事業年度において本優先株主等に対して支払う剰余金の配当の額が第一回第二種優先株式配当金

の額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3）非参加型

本優先株主等に対しては、第一回第二種優先株式配当金を超えて配当は行わない。

２　残余財産の分配

当社が残余財産を分配するときは、本優先株主等に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち第一

回第二種優先株式１株につき350円を支払う。第一回第二種優先株式及び第一回第三種優先株式の残余財産

の支払順位は同順位とする。上記に定めるほか、本優先株主等に対しては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

当社は、法令に定める場合を除き、第一回第二種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社

は、本優先株主等には、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　買受

当社は、普通株式、第一回第二種優先株式又は第一回第三種優先株式のうち、いずれか一つのみ、二つのみ、

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　消却

当社は、取締役会の決議をもって、その有する普通株式、第一回第二種優先株式又は第一回第三種優先株式

のうち、いずれか一つのみ、二つのみ、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

第一回第二種優先株主は、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ない。

７　転換予約権

(1）転換を請求し得べき期間

第111期事業年度から第115期事業年度までの各事業年度の末日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀

行営業日）及び平成19年９月12日から平成44年８月９日までとする。

(2）転換の条件

第一回第二種優先株式は、下記の転換の条件で当社の普通株式に転換することができる。

①　当初転換価額

当初転換価額は、普通株式１株当たり60円とする。

②　転換価額の調整

(A）第一回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（ただし、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。ただし、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

は全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（ただし、上記②

(A)(b)ただ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。
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(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。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生

し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整中の転換前転換価額に代えて調整前転換価額からこ

の差額を差し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

第一回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

に提出した第一回第二種

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。

８　強制転換条項

平成44年８月９日までに転換請求がなかった第一回第二種優先株式は、会社法第170条の規定による転換

の効力発生日において、第一回第二種優先株式１株の払込金相当額を平成44年８月９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。）で除して得られる数の普通株式となる。ただし、平均値の計

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。この場合当該平均値が52円を下回る

ときは、第一回第二種優先株式１株の払込金相当額を52円で除して得られる数の普通株式となる。また、当該

平均値が120円を上回るときは、第一回第二種優先株式１株の払込金相当額を120円で除して得られる数の普

通株式となる。上記の普通株式数の算出に当たっては、小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入し

た上で、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り扱う。

９　転換予約権の行使又は強制転換があった場合の取り扱い

第一回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剰余金の配当は、７に定める転換

予約権の行使又は８に定める強制転換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。

10　配当起算日

第一回第二種優先株式に対する配当起算日は平成14年４月１日とする。

11　上記各項については、各種の法令に基づく必要手続の効力発生を条件とする。

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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（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）

平成15年６月27日

（注）１
― 182,538,531 ― 9,248 △8,748 ―

平成16年３月31日

（注）２

21,472,499

△3,681,000
200,330,030 ― 9,248 ― ―

平成17年３月31日

（注）３

17,179,165

△2,945,000
214,564,195 ― 9,248 ― ―

平成18年３月31日

（注）４

2,998,333

△514,000
217,048,528 ― 9,248 ― ―

平成19年３月23日

（注）５
△20,600,000  ― ― ― ―

平成19年３月23日

（注）６
―  △10,177  △4,363  

平成18年７月31日～

平成19年３月31日

（注）７

90,511,540 286,960,068 5,944 5,016 5,944 1,581

 平成19年５月１日～

 平成19年５月29日

（注）８

29,723,890 316,683,958 1,606 6,622 1,606 3,187

 平成19年７月９日

（注）９
△15,114,000 301,569,958 △3,160 3,462 △3,187 ―

（注）１　平成15年６月27日開催の第111期定時株主総会決議による損失処理に伴い、資本準備金を取り崩しております。

２　第一種優先株式の普通株式への転換による増減であります。

３　第一種優先株式の普通株式への転換による増減であります。

４　第一種優先株式の普通株式への転換による増減であります。

５　平成19年３月20日開催の臨時株主総会決議による第一回第三種優先株式の取得、消却によるものであります。

６　平成19年３月20日開催の臨時株主総会決議による第一回第三種優先株式の消却原資及び累損解消に充てるた

め、その他資本剰余金及びその他利益剰余金へ振り替えたことによるものであります。

７　発行済株式数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 

８　発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。また当該行使によ

り新株予約権の未行使数は0個となりました。 

９　平成19年６月28日開催の定時株主総会決議による第一回第三種優先株式の取得、消却によるものであります。資

本金及び資本準備金の減少額の全額をその他資本剰余金へ振り替えております。
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（５）【所有者別状況】

①　普通株式

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数500株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― 33 56 218 55 20 30,044 30,426 ―

所有株式数

（単元）
― 45,569 30,301 122,132 15,460 317 374,785 588,564 147,958

所有株式数の

割合（％）
― 7.74 5.14 20.75 2.62 0.05 63.67 100.00 ―

　（注）１．自己株式47,742株は「個人その他」に95単元、「単元未満株式の状況」に242株含まれております。

２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ187単元

及び93,500株含まれております。

②　第一回第二種優先株式

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数500株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― 1 ― ― ― ― ― 1 ―

所有株式数

（単元）
― 14,280 ― ― ― ― ― 14,280 ―

所有株式数の

割合（％）
― 100.00 ― ― ― ― ― 100.00 ―
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（６）【大株主の状況】

①　普通株式

　 平成20年３月31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
（％）

銀泉株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目６－12 21,805 7.41

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 6,618 2.25

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 4,476 1.52

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 4,279 1.45

株式会社日本総合研究所 東京都千代田区一番町16番 4,179 1.42

株式会社クオーク 東京都港区三田３丁目５－27 4,115 1.40

日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７－１ 3,274 1.11

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社
東京都港区浜松町２丁目11－３ 3,259 1.11

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿２丁目４－１ 2,847 0.97

住友化学株式会社 東京都中央区新川２丁目27－１ 2,364 0.80

計 ― 57,221 19.43

②　第一回第二種優先株式

　 平成20年３月31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 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 7,140 100.00

計 ― 7,140 100.00
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31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　　　       47,500 
―

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

完全議決権株式（その他） 普通株式　 　　 294,234,500 588,282 同上

単元未満株式 普通株式　　　　    147,958 ― 同上

発行済株式総数
普通株式　　  　294,429,958

第二種優先株式 　 7,140,000
― ―

総株主の議決権 ― 588,282 ―

　（注）　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が93,500株含まれております。な

お、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数187個は「議決権の数」欄には含まれておりません。

②【自己株式等】

　 平成20年３月31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）

住友石炭鉱業株式会社

東京都港区新橋

二丁目12番15号
47,500 ― 47,500 0.02

計 ― 47,500 ― 47,500 0.02

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

（普通株式） 

【株式の種類等】

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 4,485 538,299

当期間における取得自己株式 351 28,956

（注）当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他

（－）
－ － － －

保有自己株式数 47,742 － 48,093 －

（注）当期間における保有自己株式には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式は含まれておりません。

（優先株式）

【株式の種類等】

会社法第155条第３号に該当する優先株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

定時株主総会（平成19年６月28日）での決議状況
（取得日　平成19年７月９日）

15,114,000 6,347,880,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 15,114,000 6,347,880,000

残存授権株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) － －

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
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区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 15,114,000 6,347,880,000 － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他

（－）
－ － － －

保有自己株式数 － － － －
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３【配当政策】

　配当については、株主に対する安定的な配当の継続を経営の最重要政策として位置づけており、収益状況に対応した

配当を行うことを基本としつつ、企業体質の一層の強化並びに将来の事業展開に備えるための内部留保の充実などを

勘案して配当額を決定する方針を採っております。

　なお、会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によ

らず取締役会の決議により定める事としております。

　また、剰余金の配当の基準日は、期末配当の基準日は３月31日とし、前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をする

ことができるとしております。

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第112期 第113期 第114期 第115期 第116期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） 118 210 320 253 150

最低（円） 37 95 121 116 66

　（注）　株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 134 121 115 98 95 87

最低（円） 107 94 95 66 70 71

　（注）　株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

代表取締役

執行役員社長
 亀田　郁朗 昭和22年１月１日生

昭和51年４月 当社入社

平成８年４月 技術本部資源開発部長

〃 13年４月 執行役員採石事業部長

〃 13年６月 取締役執行役員採石事業部長

〃 13年12月 取締役執行役員経営企画推進部長

〃 14年６月 取締役常務執行役員

〃 18年３月 顧問

〃 18年６月 代表取締役（現）執行役員社長（現）

（注）２ 5,000

代表取締役

執行役員副社

長

 長崎　駒樹 昭和22年10月10日生

昭和45年４月 株式会社住友銀行入行

〃 62年10月 同行調査役

平成９年10月 同行本店支配人

〃 10年10月 当社入社、本社支配人

〃 11年１月 Wambo Mining Corporation Pty.Ltd.
取締役会長

〃 13年４月 当社常務執行役員

〃 13年６月 取締役

〃 14年６月 代表取締役（現）、専務執行役員

〃 17年６月 執行役員副社長（現）

（注）２ 5,000

取締役

専務執行役員
石炭事業部長 刑部　修 昭和22年８月31日生

昭和45年４月 丸紅株式会社入社

平成５年４月 同社電力用炭部長

〃 ９年４月 同社エネルギー第二本部副本部長

〃 11年４月 丸紅豪州会社副社長

〃 12年１月 丸紅豪州会社社長

〃 15年４月 当社入社、常務執行役員

〃 15年10月 石炭事業部長（現）

〃 16年６月 取締役（現）

〃 18年７月 専務執行役員（現）

（注）２ －

取締役

常務執行役員
採石事業部長 大澤　英雄 昭和18年８月27日生

昭和42年４月 山陽工業株式会社入社

〃 62年９月 当社入社

平成８年７月 砕石・石灰事業本部山陽砕石事業部長

〃 12年４月 採石事業本部採石事業部長

〃 13年12月 採石事業部担当部長

〃 14年８月 経営企画推進部担当部長兼採石事業部

担当部長

〃 14年11月 執行役員、採石事業部長（現）

〃 16年６月 取締役（現）

〃 18年７月 常務執行役員（現）

（注）２ 19,500

取締役

執行役員

経営企画部長

総務部長
谷口　信一 昭和32年２月10日生

昭和54年４月 当社入社

平成６年７月 開発本部不動産プロジェクト事業部
不動産開発室長、賃貸住宅部長

〃 12年６月 執行役員（現)、住宅事業部住宅営業部長

〃 13年４月 東京住宅事業部長

〃 13年12月 業務管理部長

〃 14年６月 取締役（現）

〃 15年９月 建機材事業部長

〃 17年１月 経営戦略部長

〃 17年10月 経営管理部長、総務部長（現）

〃 18年11月 業務推進部長

〃 19年８月 経営企画部長（現）

（注）２ 10,500

 

EDINET提出書類

住友石炭鉱業株式会社(E00031)

有価証券報告書

26/94



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

監査役

（常勤）
 加藤　鉄男 昭和21年１月９日生

昭和40年４月 当社入社

昭和61年１月 企画部課長

平成３年３月 経理部課長

〃 ５年10月 検査室検査役補

〃 18年６月 支配人

〃 19年９月 管理部副部長

〃 20年６月 当社監査役（現）

（注）５ 3,000

監査役  十河　安義 昭和14年９月28日生

昭和37年４月 株式会社住友銀行入行

〃 54年６月 同行融資第二部長

〃 62年６月 同行取締役、業務部長

平成２年10月 同行常務取締役、名古屋支店長

〃 ４年10月 同行専務取締役

〃 ５年６月 住友建設株式会社取締役副社長

〃 ９年６月 明光証券株式会社取締役社長

〃 15年４月 ＳＭＢＣフレンド証券株式会社

（社名変更）特別顧問

〃 16年６月 株式会社関西アーバン銀行監査役

〃 17年６月 当社監査役（現）

（注）３ －

監査役  柿本　省三 昭和21年10月24日生

昭和45年４月 株式会社住友銀行入行

昭和46年５月 住友ビジネスコンサルティング株式会社

出向

〃 53年９月 公認会計士登録

〃 54年１月 税理士登録

〃 63年10月 住友ビジネスコンサルティング株式会社

東京コンサルティング第３部長

平成７年４月 株式会社日本総合研究所

研究事業本部主席コンサルタント

〃 13年７月 新日本監査法人監査第二部公認会計士

〃 14年７月 公認会計士・税理士個人事務所開業

（現）

〃 16年６月 富山化学工業株式会社取締役

〃 19年６月 当社監査役（現）

（注）４ －

    計 　 43,000

　（注）１．監査役　十河安義、柿本省三は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．平成20年６月27日開催の定例株主総会の終結の時から１年間であります。

３．平成17年６月29日開催の定例株主総会の終結の時から４年間であります。

４．平成19年６月28日開催の定例株主総会の終結の時から４年間であります。

５．平成20年６月27日開催の定例株主総会の終結の時から４年間であります。

６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しておりま

す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数

（株）

鎭西　俊一 昭和21年11月14日生

昭和58年４月　弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所

平成９年９月　仙谷・石田法律事務所（現石田・鎭西法律事務所）入所（現）

〃 18年６月　日比谷総合設備株式会社社外取締役（現）

－
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

　当社は、監査役制度を採用しております。また、経営における意思決定・監督機能（取締役会）と執行機能（執行

役員）を分離するため、執行役員制度を採用しております。取締役会につきましては少数（５名）の取締役により

経営環境の変化に迅速に対応する体制を整備し、意思決定・監督機能の強化を図っております。執行役員につきま

しては権限と責任の一層の明確化により、執行機能の強化を図っております。

　また、リスクマネジメントやコンプライアンスについては、体制作りと周知徹底を図っております。

　なお、当社はコーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題のひとつとして考え、今後ともその充実を図ってまい

ります。

(1）提出会社の企業統治に関する事項

　　　　当社のコーポレート・ガバナンスに関する主な体制及び施策の実施状況は次のとおりであります。

(2）会社の機関の内容

　　・　当社は監査役会制度を採用しております。

　　・　取締役会は取締役５名の体制であり、原則週１回開催のマネジメントコミッティーを経て、月１回定時取締役会

を開催するとともに、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。なお、社外取締役はおりません。

　　・　監査役については３名の体制であり、そのうち２名が社外監査役であります。社外監査役は当社グループ会社の

出身ではありません。

　　・　執行役員については10名の体制であり、事業部門長等の重要な職位に就き、その業務を執行しております。

　　・　内部監査組織である監査室は１名の体制であり、業務執行の監視については、内部監査を実施しております。

（役員数については平成20年３月31日現在）
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(3）内部統制システムの整備の状況等

　　・　内部統制については、業務の意思決定の過程において各事業部門及び本社部門における稟議制度等を通じた事

前チェックを行うほか、重要事項は取締役会に付議しております。

　　・　業務を執行した公認会計士の氏名、監査法人への所属及び監査継続年数

氏　名　等 所　属 連続して監査関連業務を行った会計期間

指定社員

業務執行社員

星　野　　正　司

新日本監査法人

　３会計期間

金　子　　秀　嗣 １会計期間

原　口　　清　治 ５会計期間

 ※ 同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与するこ

　とのないよう措置をとっております。

　　・　会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　　９名　　　会計士補等　　11名

(4）リスク管理体制の整備の状況

　　・　会計監査は、新日本監査法人から受けております。

　　・　コーポレート・ガバナンスを含め法律問題については、専門に応じて複数の顧問弁護士から随時必要なアドバ

イスを受けております。

(5）役員報酬の内容

区　分
取　締　役 監　査　役 計

摘　要
支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額

 名 百万円 名 百万円 名 百万円 

定款又は株主総会決議

に基づく報酬 5 82 3 14 8 96  

(6）監査報酬の内容

　　・　監査法人に対する報酬等の額

　　①　当社及び子会社等が支払うべき報酬等の合計額　　　

30百万円

　　②　上記①の合計額のうち公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項の業務（監査証明業務）の対価

として支払うべき報酬等の合計額

30百万円

　　③　上記②以外の報酬等の額

　　―　 

 　(7）取締役の定数

 　　　当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 　(8）取締役の選任の決議要件

 　　　当社の取締役の選任の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の

出席を要し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

 　(9）剰余金の配当等の決定機関

 　　　当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株

主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、取締役会の権限とすることに

より、株主への機動的な剰余金の配当等を行うことを目的とするものであります。

 　(10）株主総会の特別決議要件

 　　　当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決

議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則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、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日ま

で）の連結財務諸表及び前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、並び

に、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日

まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表について、新日

本監査法人により監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度
平成19年３月31日

当連結会計年度
平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

資産の部        

Ⅰ　流動資産        

現金及び預金 　  3,981   1,307  

受取手形及び売掛金 ※７  6,088   4,886  

たな卸資産 　  3,755   2,314  

繰延税金資産   625   259  

その他の流動資産   341   591  

貸倒引当金   △45   △23  

流動資産合計   14,746 46.6  9,337 43.8

Ⅱ　固定資産        

有形固定資産        

建物及び構築物 ※２ 2,864   2,221   

減価償却累計額 ※９ 1,430 1,433  1,222 998  

機械装置及び運搬具 ※２ 2,888   2,816   

減価償却累計額 ※９ 2,399 489  2,437 379  

土地
※１
※２
※８

 9,082   5,843  

建設仮勘定 　  ―   5  

その他の有形固定資
産

※２ 253   247   

減価償却累計額 ※９ 190 62  196 51  

有形固定資産合計   11,068 35.0  7,277 34.1

無形固定資産        

その他の無形固定資
産

  74   69  

無形固定資産合計   74 0.2  69 0.3

投資その他の資産        

投資有価証券
※２
※３

 5,513   4,392  

長期貸付金   15   6  

その他の投資その他
の資産

　  692   725  

貸倒引当金   △467   △469  

投資その他の資産合計   5,753 18.2  4,654 21.8

固定資産合計   16,896 53.4  12,002 56.2

資産合計   31,642 100.0  21,339 100.0
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前連結会計年度
平成19年３月31日

当連結会計年度
平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

負債の部        

Ⅰ　流動負債        

支払手形及び買掛金 ※７  6,292   3,920  

短期借入金 ※２  7,031   6,791  

一年以内に返済予定の
長期借入金

※２  2,015   976  

未払費用   201   196  

未払法人税等   30   14  

賞与引当金   52   55  

債務保証損失引当金   15   13  

訴訟損失引当金   132   ―  

その他の流動負債 　  1,215   1,215  

流動負債合計   16,988 53.7  13,184 61.8

Ⅱ　固定負債        

長期借入金 ※２  3,591   2,053  

繰延税金負債   802   442  

再評価に係る繰延税金
負債

  400   398  

退職給付引当金   420   374  

長期預り金   301   238  

その他の固定負債 　  12   67  

固定負債合計   5,528 17.5  3,575 16.8

負債合計   22,516 71.2  16,760 78.6

        

純資産の部 　       

Ⅰ　株主資本 　       

資本金 　  5,016 15.9  3,462 16.2

資本剰余金 　  1,581 5.0  ― ―

利益剰余金 　  1,545 4.9  672 3.1

自己株式 　  △20 △0.1  △20 △0.1

　　株主資本合計 　  8,123 25.7  4,114 19.2

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

その他有価証券評価差
額金

　  1,199 3.8  662 3.1

繰延ヘッジ損益 　  ― ―  1 0.0

土地再評価差額金 　  △284 △0.9  △277 △1.3

　　評価・換算差額等合計 　  914 2.9  387 1.8

Ⅲ　新株予約権 　  12 0.0  ― ―

Ⅳ　少数株主持分 　  75 0.2  77 0.4

純資産合計 　  9,125 28.8  4,578 21.4

負債純資産合計 　  31,642 100.0  21,339 100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   43,524 100.0  46,108 100.0

Ⅱ　売上原価
※１
※３

 40,508 93.1  42,974 93.2

売上総利益   3,016 6.9  3,133 6.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２
※３

 2,235 5.1  2,332 5.1

営業利益   781 1.8  801 1.7

Ⅳ　営業外収益        

受取利息  4   5   

受取配当金  580   124   

持分法による投資利益  107   56   

固定資産賃貸料収入  ―   81   

その他の営業外収益  297 990 2.3 144 413 0.9

Ⅴ　営業外費用        

支払利息  299   317   

手形売却損  ―   69   

その他の営業外費用  368 667 1.5 256 643 1.4

経常利益   1,104 2.6  571 1.2

Ⅵ　特別利益        

前期損益修正益 　 ―   19   

固定資産売却益 ※４ 37   296   

投資有価証券売却益 ※５ 3   37   

貸倒引当金戻入益  100   30   

その他の特別利益  5 146 0.3 ― 383 0.9

Ⅶ　特別損失        

前期損益修正損 　 28   ―   

固定資産売・除却損 ※６ 34   103   

関連事業損失 ※７ 1   ―   

投資有価証券評価損 ※８ 50   49   

その他投資等評価損 ※９ 39   1   

その他投資等貸倒引当
金繰入額

　 ―   8   

訴訟関連損失 ※10 156   1,170   

訴訟損失引当金繰入額 　 132   ―   

補償損失 　 39   ―   

役員退職慰労金 ※11 ―   81   

その他の特別損失  6 489 1.1 10 1,425 3.1

税金等調整前当期純利
益又は損失（△）

  761 1.8  △470 △1.0

法人税、住民税及び事業
税

 110   31   

法人税等調整額  △3 106 0.3 360 391 0.9

少数株主利益又は損失
（△）

  △7 △0.0  3 0.0

当期純利益又は損失
（△）

  662 1.5  △866 △1.9
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

  株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高 
（百万円）

9,248 － △5,007 △18 4,222

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 5,944 5,944   11,889

資本金の減少に伴う資本剰余金の増加高 △10,177 10,177   －

欠損填補による資本剰余金取崩  △5,888 5,888  －

自己株式の取得    △8,653 △8,653

自己株式の消却  △8,652  8,652 －

当期純利益   662  662

土地再評価差額金の取崩による増加高   3  3

株主資本以外の項目の連結会計年度中の

変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△4,232 1,581 6,553 △1 3,900

平成19年３月31日残高 
（百万円）

5,016 1,581 1,545 △20 8,123

 評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計

 
その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日残高
（百万円）

892 △281 610 － 82 4,916

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      11,889

資本金の減少に伴う資本剰余金の増加高      －

欠損填補による資本剰余金取崩      －

自己株式の取得      △8,653

自己株式の消却      －

当期純利益      662

土地再評価差額金の取崩による増加高      3

株主資本以外の項目の連結会計年度中の

変動額（純額）
306 △3 303 12 △7 308

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

306 △3 303 12 △7 4,209

平成19年３月31日残高 
（百万円）

1,199 △284 914 12 75 9,125

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

  株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高 
（百万円）

5,016 1,581 1,545 △20 8,123
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  株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 1,606 1,606   3,212

資本金の減少に伴う資本剰余金の増加高 △3,160 3,160   －

自己株式の取得    △6,348 △6,348

自己株式の消却  △6,347  6,347 －

当期純損失（△）   △866  △866

土地再評価差額金の取崩による増加高

（△減少高）
  △7  △7

株主資本以外の項目の連結会計年度中の

変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△1,553 △1,581 △873 △0 △4,009

平成20年３月31日残高 
（百万円）

3,462 － 672 △20 4,114

 評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計

 
その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日残高
（百万円）

1,199 － △284 914 12 75 9,125

連結会計年度中の変動額        

新株の発行       3,212

資本金の減少に伴う資本剰余金の増加高       －

自己株式の取得       △6,348

自己株式の消却       －

当期純損失（△）       △866

土地再評価差額金の取崩による増加高

（△減少高）
      △7

株主資本以外の項目の連結会計年度中の

変動額（純額）
△536 1 7 △527 △12 2 △537

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△536 1 7 △527 △12 2 △4,547

平成20年３月31日残高 
（百万円）

662 1 △277 387 － 77 4,578
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　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損失
（△）

 761 △470

減価償却費  308 315

貸倒引当金の減少額  △214 △19

退職給付引当金の増加額・減少額  12 △46

訴訟損失引当金の増加額  132 ―

受取利息及び受取配当金  △585 △130

支払利息  299 317

持分法による投資損益  △107 △56

固定資産売却益  △37 △296

投資有価証券売却益  △3 △37

固定資産売・除却損  34 103

関連事業損失  1 ―

投資有価証券評価損  50 49

訴訟関連損失  156 1,170

売上債権の減少額  464 679

たな卸資産の増加額・減少額  △1,227 1,441

仕入債務の増加額・減少額  265 △2,372

未払消費税等の増加額・減少額  △49 65

割引手形の増加額・減少額  △125 93

その他  260 △513

小計  397 292

利息及び配当金の受取額  594 147

利息の支払額  △280 △327

法人税等の支払額  △112 △39

訴訟和解金の支払額  △156 △752

その他  4 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー  447 △679
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前連結会計年度

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻による収入  20 ―

有形固定資産の取得による支出  △344 △95

有形固定資産の売却による収入  112 3,905

無形固定資産の取得による支出  △19 △18

投資有価証券の取得による支出  △101 △1

投資有価証券の売却による収入  21 76

関係会社株式の売却による収入  ― 178

貸付による支出  △10 △1

貸付金の回収による収入  10 10

事業譲受による支出  ― △20

その他  △13 △62

投資活動によるキャッシュ・フロー  △325 3,970

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額  1,176 △239

長期借入れによる収入  252 ―

長期借入金の返済による支出  △1,717 △2,576

株式の発行による収入  11,799 3,199

新株予約権の発行による収入  102 ―

自己株式の取得による支出  △8,653 △6,348

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,959 △5,964

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  ― △0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

 3,081 △2,673

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  890 3,972

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,972 1,299
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数及び主要な連結子会社名

連結子会社の数

　６社

主要な連結子会社名

　御成門第二ビル株式会社

　泉山興業株式会社

  従来、連結子会社であった住石九州株式会社は平成

18年５月31日に解散、同年８月31日に清算結了したこ

とにより、連結の範囲から除外しております。

　また、平成18年12月26日付けで、岩手県に住石岩泉砕

石株式会社を設立し、当連結会計年度より採石事業部

門として連結の範囲に含めております。

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数及び主要な連結子会社名

連結子会社の数

　５社

主要な連結子会社名

泉山興業株式会社

　

  従来、連結子会社であった御成門第二ビル株式会社

は平成19年11月30日に解散、平成20年２月29日に清算

結了したことにより、連結の範囲から除外しておりま

す。

(2）主要な非連結子会社名

なし

(2）主要な非連結子会社名

同左

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数

及び会社名

持分法を適用した非連結子会社

　なし

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数

及び会社名

持分法を適用した非連結子会社

　同左

持分法を適用した関連会社の数

　４社

会社名

　新居浜コールセンター株式会社

　泉汽船株式会社

　株式会社北海道加ト吉

　ＳＰＳシンテックス株式会社

持分法を適用した関連会社の数

　３社

会社名

　新居浜コールセンター株式会社

　泉汽船株式会社

　ＳＰＳシンテックス株式会社

　株式会社北海道加ト吉は、平成19年６月27日付けで、

所有する全株式を譲渡したため、当連結会計年度より

持分法を適用した関連会社から除外しております。 

(2）持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の

会社名

持分法を適用しない非連結子会社

　なし

(2）持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の

会社名

持分法を適用しない非連結子会社

　同左

持分法を適用しない関連会社

　ヰゲタ通商株式会社

持分法を適用しない関連会社

　同左

(3）持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社に

ついて、持分法を適用しない理由

　ヰゲタ通商株式会社は、全体として連結純損益及び

利益剰余金等に与える影響が重要でないと認められ

るので持分法の適用範囲に含めないこととしました。

(3）持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社に

ついて、持分法を適用しない理由

　　同左

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しておりま

す。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

　同左
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前連結会計年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

　同左

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日前１ヶ月の市場価格の平均に基

づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

　同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

　主として、個別法による原価法、総平均法による原

価法及び総平均法による低価法

③　たな卸資産

　同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

　採石事業部門及び一部の子会社については定額法、

その他の資産は定率法及び定額法を適用しておりま

す。 

　ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備は除く。）については、定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　３～50年

機械装置及び運搬具　　　４～８年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

　同左

　 

 

 

 

 

 

　

 

 

　

(会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。これにより営業利益及び経常利益

は、それぞれ2百万円減少しており、税金等調整前当

期純損失は2百万円増加しております。

（追加情報） 

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。これにより営業利益及び経常利益

は、それぞれ19百万円減少しており、税金等調整前

当期純損失は19百万円増加しております。

(3）繰延資産の処理方法

　支出時に全額費用として処理しております。

(3）繰延資産の処理方法

同左
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前連結会計年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失の発生に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収の可能性を検

討して回収不能見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　債務保証損失引当金

　債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の

財政状態等を勘案し損失の見積額を計上しており

ます。 

③　債務保証損失引当金

同左

④　訴訟損失引当金

　係争中のじん肺訴訟に係る損失に備えるため、その

経過等の状況に基づく損失負担見込額を計上してお

ります。

　

　

⑤　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務に基づき計上しておりま

す。なお、退職給付債務の金額は連結会計年度末自

己都合要支給額としております。

　また、会計基準変更時差異は、連結財務諸表提出会

社においては一時償却しており、連結子会社におい

ては15年による按分額を費用処理しております。

④　退職給付引当金

　同左

　

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　外貨建予定取引及び外貨建金銭債権債務について

は繰延ヘッジ処理によっており、外貨建その他有価

証券については時価ヘッジ処理によっております。

　なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債

務については、振当処理を行っております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　外貨建予定取引及び外貨建金銭債権債務の為替変

動リスクに対して為替予約取引を、また、一部の外

貨建その他有価証券の為替変動リスクに対して外

貨建借入金をヘッジ手段として用いております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　会社が業務遂行上さらされる市場リスクを適切に

管理することにより、リスクの減殺を図ることを目

的にリスクヘッジを行います。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段を直接結びつけてヘッジ

有効性を評価いたします。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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前連結会計年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

⑤　その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るも

の

　取締役会で承認を得た方針に従い、所管の長は運

営・管理し、６ヶ月に１回モニタリングいたしま

す。

⑤　その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るも

の

同左

(7）消費税等の会計処理の方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(7）消費税等の会計処理の方法

同左

(8）連結納税制度の適用

　当連結会計年度から連結納税制度を適用しておりま

す。

(8）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法を適用しております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっております。

６　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

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

前連結会計年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号　平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、9,038百

万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

──────
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表） （連結損益計算書）

　従来、所有有価証券を貸株に供し、その担保として受

け入れた金額については流動負債の「その他の流動負

債」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度

より、担保として受け入れた金額1,431百万円は、「短期

借入金」に含めて表示しております。

　なお、前連結会計年度において、流動負債の「その他

の流動負債」に含めて表示した金額は、1,249百万円で

あります。

　 また、上記に伴い、短期借入金に対応する貸株につい

ては、「注記事項（連結貸借対照表関係）※２．担保

提供資産」において、「投資有価証券」1,770百万円と

して記載しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　従来、所有有価証券を貸株に供し、その担保として受

け入れた金額の増減額は「株券消費貸借取引に伴う担

保受入額」及び「株券消費貸借取引に伴う担保返却

額」にそれぞれ総額表示しておりましたが、当連結会

計年度より「短期借入金の増減額」に含めて表示して

おります。

 １．「固定資産賃貸料収入」は、前連結会計年度まで

「その他の営業外収益」に含めて表示しておりました

が、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲

記しました。

 なお、前連結会計年度における「固定資産賃貸料収

入」の金額は89百万円であります。

 ２．「手形売却損」は、前連結会計年度まで「その他

の営業外費用」に含めて表示しておりましたが、営業

外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しま

した。

なお、前連結会計年度における「手形売却損」の金

額は55百万円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
平成19年３月31日

当連結会計年度
平成20年３月31日

※１　事業用土地の再評価差額金計上額

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

　法律第34号）に基づき、連結財務諸表提出会社が、事

業用土地の再評価を行っております。

※１　事業用土地の再評価差額金計上額

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

　法律第34号）に基づき、連結財務諸表提出会社が、事

業用土地の再評価を行っております。

再評価を行った年月日　　　平成10年３月31日 再評価を行った年月日　　　平成10年３月31日

同法第３条第３項に定める再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布　政令第119号）第２条第４号によるところの

地価税の計算のために公表された方法により算定し

た価額に合理的な調整を行う方法としたが、一部につ

いては、同条第２号によるところの国土利用計画法施

行令の規定により判定された標準価格に合理的な調

整を行う方法、ないし同条第５号によるところの鑑定

評価による方法としております。

　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の

当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業

用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

   ―　百万円

同法第３条第３項に定める再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布　政令第119号）第２条第４号によるところの

地価税の計算のために公表された方法により算定し

た価額に合理的な調整を行う方法としたが、一部につ

いては、同条第２号によるところの国土利用計画法施

行令の規定により判定された標準価格に合理的な調

整を行う方法、ないし同条第５号によるところの鑑定

評価による方法としております。

　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の

当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業

用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

   ―　百万円

※２　担保提供資産 ※２　担保提供資産

担保提供資産 債務の内容

区分
金額

(百万円)
区分

金額
(百万円)

建物及び構築物 624 短期借入金 3,712

機械装置及び運搬具 21
一年以内に返済予定
の長期借入金

793

土地 5,003 長期借入金 1,535

その他の有形固定資産 0   

投資有価証券 1,770   

計 7,419 計 6,042

担保提供資産 債務の内容

区分
金額

(百万円)
区分

金額
(百万円)

建物及び構築物 286 短期借入金 2,991

機械装置及び運搬具 16
一年以内に返済予定
の長期借入金

309

土地 1,758 長期借入金 395

その他の有形固定資産 0   

投資有価証券 928   

計 2,989 計 3,696

　上記担保提供資産のうち、工場財団抵当に供してい

る資産は、建物及び構築物118百万円、機械装置及び運

搬具21百万円及びその他の有形固定資産0百万円であ

ります。

　また、上記債務の内容のうち、工場財団抵当に対応す

る債務は、一年以内に返済予定の長期借入金177百万

円及び長期借入金41百万円であります。

　上記担保提供資産のうち、工場財団抵当に供してい

る資産は、建物及び構築物107百万円、機械装置及び運

搬具16百万円及びその他の有形固定資産0百万円であ

ります。

　また、上記債務の内容のうち、工場財団抵当に対応す

る債務は、一年以内に返済予定の長期借入金157百万

円及び長期借入金33百万円であります。

※３　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。

※３　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 929百万円

投資有価証券   

株式 790百万円

４　保証債務

(1）連結会社以外の会社の金融機関からの借入金等に

対して次のとおり保証を行っております。

４　保証債務

(1）連結会社以外の会社の金融機関からの借入金等に

対して次のとおり保証を行っております。

個人住宅ローン 945百万円

個人ゴルフ会員権ローン 19 

計 964　

個人住宅ローン 824百万円

個人ゴルフ会員権ローン 15 

計 840　
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前連結会計年度
平成19年３月31日

当連結会計年度
平成20年３月31日

(2）豪州炭鉱跡地において、現地の法令による採炭地

の環境整備費用の支出に備えるため、現地金融機関

に信用状を開設しております。信用状開設額のうち、

連結財務諸表提出会社の既支払額を控除した金額

は、1,150百万円であります。

(2）豪州炭鉱跡地において、現地の法令による採炭地

の環境整備費用の支出に備えるため、現地金融機関

に信用状を開設しております。信用状開設額のうち、

連結財務諸表提出会社の既支払額を控除した金額

は、1,106百万円であります。

　５　受取手形割引高 3,008百万円

受取手形裏書譲渡高 31 
　５　受取手形割引高 3,101百万円

受取手形裏書譲渡高 90 

　６　偶発事象

　北海道地区における元炭鉱従業員等289名から、じん

肺罹患による損害賠償請求（具体的な金額は示され

ておりません）の申し入れがあり、現在事実関係を調

査しております。

　

※７　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残

高に含まれております。

受取手形 35百万円

支払手形 638百万円

　

　

※８　定期借地権が設定されている土地の価額は2,374百万

円であります。

※８　定期借地権が設定されている土地の価額は2,374百万

円であります。

※９　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

※９　同左

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

※１　売上原価に算入されている低価基準による評価減の

金額

　採石事業部門のたな卸資産に関し、低価基準を適用

しております。売上原価に算入した評価減の金額は２

百万円であります。

※１　売上原価に算入されている低価基準による評価減の

金額

　採石事業部門のたな卸資産に関し、低価基準を適用

しております。売上原価に算入した評価減の金額は７

百万円であります。

※２　販売費及び一般管理費の内訳

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費の内訳

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

(1）運送費・港頭諸掛等 697百万円

(2）報酬・給料・賞与 741 

(3）退職給付費用 36 

(4）賃借料 35 

(5）光熱・水道費及び消耗品費 31 

(6）旅費・通信費 121 

(7）減価償却費 50 

(8）貸倒引当金繰入額 13 

(1）運送費・港頭諸掛等 822百万円

(2）報酬・給料・賞与 685 

(3）退職給付費用 53 

(4）賃借料 63 

(5）光熱・水道費及び消耗品費 38 

(6）旅費・通信費 108 

(7）減価償却費 51 

(8）貸倒引当金繰入額 25 

※３　販売費及び一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費は30百万円であります。

※３　販売費及び一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費は19百万円であります。
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前連結会計年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

※４　固定資産売却益

　　　主な内訳は以下のとおりであります。

建物及び構築物 4 百万円

機械装置及び運搬具 29 

土地 3 

※４　固定資産売却益

　　　主な内訳は以下のとおりであります。

機械装置及び運搬具 29 百万円

土地 266 

※５　投資有価証券売却益

　　　株式に係る売却益3百万円であります。

※５　投資有価証券売却益

　　　株式に係る売却益37百万円であります。

※６　固定資産売・除却損

　　　主な内訳は以下のとおりであります。

建物及び構築物 14 百万円

機械装置及び運搬具 1 

土地 19 

その他の有形固定資産 0 

※６　固定資産売・除却損

　　　主な内訳は以下のとおりであります。

建物及び構築物 97 百万円

機械装置及び運搬具 2 

土地 1 

その他の有形固定資産 3 

その他の無形固定資産 0 

※７　関連事業損失

　当期首に連結除外いたしました住石九州株式会社の

解散に係る費用であり、同社の残余財産の分配を受け

清算した費用であります。

　

　

※８　投資有価証券評価損

　株式に係る評価損であります。

※８　投資有価証券評価損

　株式に係る評価損であります。

※９　その他投資等評価損

　出資金に係る評価損であります。

※９　その他投資等評価損

ゴルフ会員権に係る評価損であります。

※10　訴訟関連損失

　西日本石炭じん肺訴訟に係る損失であります。

※10　訴訟関連損失

　西日本石炭じん肺訴訟・北海道石炭じん肺訴訟並び

に新北海道じん肺和解に係る損失であります。

　

　

※11　役員退職慰労金

　役員退職慰労金制度の廃止に伴い、当社の業績回復

を待って退職慰労金の贈呈を見送っていた平成16年

５月以降の退任取締役及び退任監査役並びに在任中

の取締役及び監査役に対し、当社業績を勘案した相応

の減額措置を考慮したうえでの打ち切り支給であり

ます。

　なお役員退職慰労金の打ち切り支給については、平

成19年６月28日開催の当社第115期定時株主総会にお

いて承認を受けたものであります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末

株式数（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注）１ 174,194 90,511 ― 264,706

 　　第一回二種優先株式 7,140 ― ― 7,140

 　　第一回三種優先株式 35,714 ― 20,600 15,114

合計 217,048 90,511 20,600 286,960

 自己株式     

 　　普通株式　（注）２ 113 13 ― 127

 　　第一回三種優先株式 ― 20,600 20,600 ―

合計 113 20,613 20,600 127

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計

年度末残高

（百万円）

前連結会計

　年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

 提出会社

（親会社）

 第一回新株予約権（注）１．２ 普通株式 ― 19,095 19,095 ― ―

 第二回新株予約権（注）１．２ 普通株式 ― 97,452 71,415 26,037 12

 合計  ― ― 116,548 90,511 26,037 12

（注）１．当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

２．当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

３．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

４．当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権の期末日現在の権利行使価額より算出し

ております。

当連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末

株式数（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

 発行済株式     

普通株式　（注）１ 264,706 29,723 ― 294,429

第一回二種優先株式 7,140 ― ― 7,140

第一回三種優先株式

（注）３
15,114 ― 15,114 ―

合計 286,960 29,723 15,114 301,569

 自己株式     

普通株式　（注）２ 127 4 ― 131

第一回三種優先株式

（注）３
― 15,114 15,114 ―
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前連結会計年度末

株式数（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

合計 127 15,118 15,114 131

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

３．第一回第三種優先株式の株式数の増加・減少は、平成19年５月30日開催の取締役会及び平成19年６月28日開

催の定時株主総会にて決議された自己による取得及び消却であります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計

年度末残高

（百万円）

前連結会計

　年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

 提出会社

（親会社）
 第二回新株予約権（注）１．２ 普通株式 26,037 ― 26,037 ― ―

（注）１．当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

２．前連結会計年度末及び当連結会計年度減少の新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権の前期末日現在

の権利行使価額より算出しております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

※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

※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

現金及び預金勘定 3,981百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△8 

現金及び現金同等物 3,972 

現金及び預金勘定 1,307百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△8 

現金及び現金同等物 1,299 

（リース取引関係）

前連結会計年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

借手側

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び当期末残高相当額（注）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

借手側

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び当期末残高相当額（注）

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

当期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

147 97 50

その他の
有形固定資産

3 1 2

合計 151 98 52

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

当期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

232 49 182

その他の
有形固定資産

3 2 1

合計 236 51 184

②　未経過リース料当期末残高相当額（注） ②　未経過リース料当期末残高相当額（注）

１年内 18百万円

１年超 34 

計 52 

１年内 51百万円

１年超 132 

計 184 

（注）取得価額相当額及び未経過リース料当期末残

高相当額は、有形固定資産の当期末残高等に占

める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算定しておりま

す。

　（注）同左

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 36百万円

減価償却費相当額 36 
支払リース料 51百万円

減価償却費相当額 51 

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

　同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

株式 673 1,864 1,190

小計 673 1,864 1,190

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 673 1,864 1,190

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 3

売却益の合計額（百万円） 3

売却損の合計額（百万円） ―

３　時価評価されていない主な有価証券

区分 内容
連結貸借対照表計上額

（百万円）

その他有価証券
株式

非上場株式※
2,718

合計 2,718

　※　残余財産分配権のない外貨建の株式2,384百万円が含まれている。

（注）その他有価証券のうち時価のある株式等の減損については、時価が取得原価に比べて50％程度

以上下落したものについては原則として減損処理を行い、取得原価に対する時価の下落率が30％

以上50％程度未満のものは個別に時価が取得原価まで回復する見込みの有無を検討し、回復可能

性のないものについては減損処理を行うこととしております。
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当連結会計年度（平成20年３月31日現在）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

株式 569 975 406

小計 569 975 406

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

株式 71 52 △18

小計 71 52 △18

合計 640 1,028 387

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 76

売却益の合計額（百万円） 37

売却損の合計額（百万円） ―

３　時価評価されていない主な有価証券

区分 内容
連結貸借対照表計上額

（百万円）

その他有価証券
株式

非上場株式※
2,573

合計 2,573

　※　残余財産分配権のない外貨建の株式2,292百万円が含まれている。

（注）その他有価証券のうち時価のある株式等の減損については、時価が取得原価に比べて50％程度

以上下落したものについては原則として減損処理を行い、取得原価に対する時価の下落率が30％

以上50％程度未満のものは個別に時価が取得原価まで回復する見込みの有無を検討し、回復可能

性のないものについては減損処理を行うこととしております。
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１　取引の状況に関する事項

　連結財務諸表提出会社は、外貨建借入金の元本返済及び利息支払について円貨によるキャッシュフローを

確定させるため借入れ実行時に為替予約を付しております。また、通常の取引過程における輸入取引の為替

相場の変動によるリスクを軽減するため為替予約を付しており、投機的な取引及び短期的な売買損益を得る

取引は行っておりません。従って、為替相場の変動によるリスクはほとんどないものと判断しております。

　また、デリバティブ取引の実行及び管理は社内規程に基づき管理部で行っており、社債の発行及び多額の借

入金等は取締役会の専決事項であり、これに伴う為替予約の締結等は同時に取締役会で決定されておりま

す。

　なお、当グループでは連結財務諸表提出会社以外にデリバティブ取引を行っている子会社はありません。

２　取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１　取引の状況に関する事項

　同上

２　取引の時価等に関する事項

同上
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（退職給付関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

１　採用している退職給付制度の概要

　当社グループは退職一時金制度を設けております。

　なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場

合があります。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社グループは退職一時金制度を設けております。

　なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場

合があります。

２　退職給付債務に関する事項

（平成19年３月31日現在）

２　退職給付債務に関する事項

（平成20年３月31日現在）

（単位：百万円）

イ　退職給付債務 △439

ロ　年金資産 －

ハ　未積立退職給付債務（イ＋ロ） △439

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 18

ホ　連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ） △420

ヘ　退職給付引当金 △420

（単位：百万円）

イ　退職給付債務 △390

ロ　年金資産 －

ハ　未積立退職給付債務（イ＋ロ） △390

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 16

ホ　連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ） △374

ヘ　退職給付引当金 △374

３　退職給付費用に関する事項

（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

３　退職給付費用に関する事項

（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

（単位：百万円）

イ　勤務費用 54

ロ　会計基準変更時差異の費用処理額 2

ハ　退職給付費用（イ＋ロ） 56

 

（単位：百万円）

イ　勤務費用 69

ロ　会計基準変更時差異の費用処理額 2

ハ　退職給付費用（イ＋ロ） 72

 （注）上記退職給付費用以外に、退職金０百万円を支

払っており、一般管理費に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　会計基準変更時差異の処理年数 15年 　　会計基準変更時差異の処理年数 　15年

（注）連結財務諸表提出会社は会計基準変更時差異を

過年度に一時償却しております。

同左

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

１　繰延税金資産、繰延税金負債及び再評価に係る繰延税

金負債の発生の主な原因別の内訳

１　繰延税金資産、繰延税金負債及び再評価に係る繰延税

金負債の発生の主な原因別の内訳

平成19年３月31日

主な原因
金額

（百万円）

（繰延税金資産）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 88

退職給付引当金税務否認額 155

定期借地権付土地評価損税務否認額 124

減損損失税務否認額 1,364

税務上の繰越欠損金 8,805

訴訟損失引当金税務否認額 52

その他 91

小計 10,682

評価性引当額 △10,057

繰延税金資産合計 625

（繰延税金負債）  

除斥期間満了未払配当金 △3

その他有価証券評価差額金 △799

小計 △802

繰延税金資産の純額 △177

（再評価に係る繰延税金負債）  

土地再評価差額金 400
  

平成20年３月31日

主な原因
金額

（百万円）

（繰延税金資産）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 120

退職給付引当金税務否認額 137

定期借地権付土地評価損税務否認額 124

減損損失税務否認額 712

税務上の繰越欠損金 9,215

その他 87

小計 10,398

評価性引当額 △10,137

繰延税金資産合計 261

（繰延税金負債）  

繰延ヘッジ損益 △1

除斥期間満了未払配当金 △1

その他有価証券評価差額金 △441

小計 △444

繰延税金資産の純額 △183

（再評価に係る繰延税金負債）  

土地再評価差額金 398
  

（注）当連結会計年度末における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれており

ます。

（注）当連結会計年度末における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれており

ます。

流動資産―繰延税金資産 625百万円

固定資産―繰延税金資産 ― 

固定負債―繰延税金負債 △802 

固定負債―再評価に係る

繰延税金負債
△400 

流動資産―繰延税金資産 259百万円

固定資産―繰延税金資産 ― 

固定負債―繰延税金負債 △442 

固定負債―再評価に係る

繰延税金負債
△398 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

平成19年３月31日

主な項目 率（％）

法定実効税率 40.6

（調整）  

一時差異に該当しない申告調整項目 △2.8

評価性引当額 △34.4

住民税均等割等 12.4

その他 △1.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 14.0
  

　　

　　税金等調整前当期純損失のため記載を省略しておりま

す。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
石    炭
事業部門
(百万円)

新素材
事業部門
(百万円)

採    石
事業部門
(百万円)

建材・機材
事業部門
(百万円)

その他
の部門

(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         

売上高         

(1）外部顧客に対する

売上高
22,427 650 1,711 17,217 1,517 43,524 ― 43,524

(2）セグメント間の内

部売上高又は振

替高

― ― 90 ― 202 293 (293) ―

計 22,427 650 1,802 17,217 1,720 43,818 (293) 43,524

営業費用 21,902 382 1,581 17,013 1,551 42,431 312 42,743

営業利益 525 268 221 203 168 1,387 (606) 781

Ⅱ　資産、減価償却費、減

損損失及び資本的

支出

        

資産 4,817 774 2,549 6,949 4,975 20,067 11,575 31,642

減価償却費 8 45 116 1 90 261 47 308

減損損失 ― ― ― ― ― ― ― ―

資本的支出 ― 51 57 ― 50 159 194 353

　（注）１　事業の種類の区分方法

内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分に属する主要な製品の名称又は事業の内容等

(1）石炭事業部門…………石炭の仕入れ及び販売

(2）新素材事業部門………工業用人工ダイヤモンドの製造、仕入及び販売

(3）採石事業部門…………砕石の採取、加工及び販売

(4）建材・機材事業部門…セメント、生コンクリート、ＡＬＣ等の各種建材並びに建設・運搬用機材、その他産

業用各種機材の仕入れ及び販売

(5）その他の部門…………貨物の輸送、ビル賃貸・管理

３　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606百万円であり、その主なものは、

連結財務諸表提出会社の管理部門及び全社資産に係る費用であります。

４　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15,068百万円であり、その主なものは、連結財務諸

表提出会社の現金及び預金、有価証券並びに管理部門に係る資産であります。

５　営業費用には、「長期前払費用」及び「繰延資産」の償却費が含まれており、これにより資本的支出は「長期

前払費用」を含めて表示しております。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 
石    炭
事業部門
(百万円)

新素材
事業部門
(百万円)

採    石
事業部門
(百万円)

建材・機材
事業部門
(百万円)

その他
の部門

(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         

売上高         

(1）外部顧客に対する

売上高
28,822 610 2,260 12,853 1,562 46,108 ― 46,108

(2）セグメント間の内

部売上高又は振

替高

― ― 61 ― 117 179 (179) ―

計 28,822 610 2,322 12,853 1,679 46,287 (179) 46,108

営業費用 28,138 419 2,044 12,726 1,591 44,919 387 45,306
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石    炭
事業部門
(百万円)

新素材
事業部門
(百万円)

採    石
事業部門
(百万円)

建材・機材
事業部門
(百万円)

その他
の部門

(百万円)

計
　

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
　

(百万円)

営業利益 684 191 277 126 88 1,368 (566) 801

Ⅱ　資産、減価償却費、減

損損失及び資本的

支出

        

資産 4,972 795 2,389 4,544 1,361 14,063 7,276 21,339

減価償却費 7 42 131 1 84 267 47 315

減損損失 ― ― ― ― ― ― ― ―

資本的支出 ― ― 94 1 26 123 25 148

　（注）１　事業の種類の区分方法

内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分に属する主要な製品の名称又は事業の内容等

(1）石炭事業部門…………石炭の仕入れ及び販売

(2）新素材事業部門………工業用人工ダイヤモンドの製造、仕入及び販売

(3）採石事業部門…………砕石の採取、加工及び販売

(4）建材・機材事業部門…セメント、生コンクリート、ＡＬＣ等の各種建材並びに建設・運搬用機材、その他産

業用各種機材の仕入れ及び販売

(5）その他の部門…………貨物の輸送、ビル賃貸・管理

３　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566百万円であり、その主なものは、

連結財務諸表提出会社の管理部門及び全社資産に係る費用であります。

４　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7,304百万円であり、その主なものは、連結財務諸

表提出会社の現金及び預金、有価証券並びに管理部門に係る資産であります。

５　営業費用には、「長期前払費用」及び「繰延資産」の償却費が含まれており、これにより資本的支出は「長期

前払費用」を含めて表示しております。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

本邦の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　同上

【海外売上高】

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

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

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　　同上

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

子会社等　
　

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権
等の所
有(被
所有)
割合
（％）

関係内容

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員

の兼
任等

事業上の関
係

関連会社
ＳＰＳシンテッ
クス株式会社

神奈川
県
川崎市
高津区

80

放電プ
ラズマ
焼結機
等の製
造及び
販売

(所有)
直接　
40％

兼任　
１名

商標権及び
特許権専用
実施権設定
契約の締結

商標権
・特許
権使用
料の収
受

62
未収
入金

16

　（注）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

１株当たり純資産額 4.72 円

１株当たり当期純利益金額 3.24 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
1.91 

１株当たり純資産額 6.80 円

１株当たり当期純損失金額 2.99 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、１株当たり当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。 

１．　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

当連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 9,125 4,578

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
7,876 2,576

（うち新株予約権） (12) (―)

（うち少数株主持分） (75) (77)

（うち優先株式残余財産分配額） (7,788) (2,499)

普通株式に係る純資産額（百万円） 1,249 2,002

普通株式の発行済株式数（千株） 264,706 294,429

普通株式の自己株式数（千株） 127 131

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数（千株） 264,578 294,298

　２．　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）及び潜在株式調整後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。

 
前連結会計年度

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額   

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 662 △866

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 662 △866

普通株式の期中平均株式数（千株） 204,293 289,979

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円）

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の内訳

普通株式増加数（千株）

（うち優先株式）

（うち新株予約権の行使）

―

141,499

(129,815)

(11,684)

―

―

 （―）

 （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

― 第一回第二種優先株式

7,140,000株

なお概要は、「第４、１

（１）②発行済株式」

記載のとおりでありま

す。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．新株予約権の行使による増資 

　当連結会計年度終了後、平成19年４月１日から同年５月30日までに残存する第二回新株予約権の全部（320個）

について権利行使がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は次のとおりであります。

　　(1)増加した株式の種類及び数　　 普通株式　29,723,890株

　　(2)増加した資本金　　　　　　　　　　　　　1,606百万円

　　(3)増加した資本準備金　　　　　　　　　　　1,606百万円

　これにより、平成19年５月30日現在の普通株式の発行済株式総数は294,429,958株、資本金は6,622百万円、資本準

備金は3,187百万円となりました。

２．資本金及び資本準備金の減少と自己株式の取得

　平成19年５月30日開催の当社取締役会及び平成19年６月28日開催の当社定時株主総会において、残存する第一

回第三種優先株式の全部を消却するために、資本金及び資本準備金の減少、並びに自己株式（第一回第三種優先

株式）の取得を行うことを決議いたしました。また平成19年５月30日付で、優先株主である株式会社三井住友銀

行との間で「優先株式売買基本合意書」を締結いたしました。これらの概要は次のとおりであります。

　1.資本金の減少

　　(1)減少する資本金の額　　　　　　　3,160,194,005円

　　(2)資本金減少が効力を生ずる日　　　平成19年７月９日

　　(3)資本減少の方法　　　　　　　　　発行済株式総数の変更は行わず、資本の額のみを無償で減少する

　2.資本準備金の減少

　　(1)減少する資本準備金の額　　　　　3,187,685,995円

　　(2)資本準備金減少が効力を生ずる日　平成19年７月９日

　3.自己株式の取得

　　(1)取得する株式の種類及び数　　　　第一回第三種優先株式　15,114,000株

　　(2)株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額　　総額金6,347,880,000円

　　(3)株式を取得することができる期間　平成19年７月９日より平成20年７月８日まで

　4.自己株式取得のための優先株式売買基本合意書の概要

　　(1)対象優先株式　　　　　　　　　　第一回第三種優先株式

　　(2)買受株式数　　　　　　　　　　　15,114,000株

　　(3)売買金額　　　　　　　　　　　　1株当り420円

　　(4)買受日　　　　　　　　　　　　　平成19年７月末までのいずれかの日 

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．単独株式移転による持株会社の設立　

　平成20年５月30日開催の当社取締役会及び平成20年６月27日開催の当社定時株主総会において、単独株式移転

により持株会社「住石ホールディングス株式会社」を設立することを決議いたしました。　

 (1) 株式移転の目的

　　当社グループが、事業環境の急激な変化にあっても、安定的な成長を続けていくためには、複数の事業特性が異

なる事業分野において、それぞれの市場環境に応じて機動的な事業展開を進めていくことが不可欠であると判

断し、持株会社体制へ移行することといたしました。

　持株会社を親会社とし、その後完全子会社（事業会社）を複数の事業会社に分割することにより、グループ全

体の経営と個別事業を分離して、それぞれの権限と責任を明確化し、持株会社は事業環境の変化に応じてグ

ループ全体の経営効率の向上を図り、事業子会社の経営の自由度を高めて自立・成長を促し、当社グループの

企業価値を向上させてまいります。

 (2) 株式移転の方法等

　①　株式移転の方法

　会社法第772条第１項に定める単独株式移転の方法によります。

　②　株式移転比率

　 住石ホールディングス株式会社 住友石炭鉱業株式会社

　普通株式 0.2 1

　第二種優先株式 1 1
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       (注)1.当社普通株式１株に対して住石ホールディングス株式会社普通株式0.2株を割当交付いたします。ま

た、当社第二種優先株式１株に対して住石ホールディングス株式会社第二種優先株式１株を割当

交付いたします。

          2.住石ホールディングス株式会社普通株式の単元株式数は100株とします。また、住石ホールディング

ス株式会社第二種優先株式の単元株式数は500株とします。

　　　　　3.株式移転により交付する新株式数（予定）

　　　　　　　普通株式                58,876,443株

　　　　　　　第二種優先株式　　　     7,140,000株

            （平成20年３月末における発行済株式数をもとに記載しております（自己株式を除く）。優先株式

の転換が行われた場合には普通株式数は変動します。）

   ③　株式移転の日程

　 平成20年５月30日(金)　　　　株式移転取締役会決議

   平成20年６月27日(金)　　　　株式移転承認定時株主総会

   平成20年９月25日(木)予定　　当社株式上場廃止日　　　　　　　

   平成20年10月１日(水)予定　　持株会社設立登記日　

   平成20年10月１日(水)予定　　株式移転の効力発生日　

   平成20年10月１日(水)予定　　持株会社上場日　　　　　　　

   平成20年11月下旬予定　　　　株券交付日

　(3) 株式移転の後の株式移転完全親会社となる会社の概要

　 商号　　　　　　住石ホールディングス株式会社

　 本店の所在　　　東京都港区

　 代表者の氏名　　亀田　郁朗

　 資本金の額　　　2,500百万円

　 純資産の額　　　未定

　 総資産の額　　　未定

　 事業の内容　　　グループ会社の経営管理及びそれに附帯する業務

　(4) 会計処理の概要

  企業会計上の「共通支配下の取引」として処理する予定であります。
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２．連結子会社の解散　

　平成20年６月４日開催の当社取締役会において、連結子会社である青森石材事業協同組合を解散することを決

議いたしました。　

　(1) 解散の理由

　　採石事業の業務効率化の一環として、連結子会社である青森石材事業協同組合の事業を、同じく連結子会社で

あり、同一県内で採石事業を営んでいる泉山興業株式会社へ譲渡することで事業の統合・集約を行い、これに

伴い、事業譲渡後の同組合は解散することといたします。

　(2) 連結子会社の概要

　　商号　　　　　青森石材事業協同組合

　　本店所在地　　青森県上北郡六ヶ所村大字出戸字棚沢山１番地

　　事業内容      砕石の採掘及び販売　

　　出資比率　　　泉山興業株式会社　100%（泉山興業株式会社は当社持株比率100%であります。）

　　出資金　　　　６百万円（平成20年３月31日現在）

　　負債総額　　　2,282百万円（平成20年３月31日現在）

　(3) 日程（予定）

　　事業譲渡　　平成20年８月１日

　　解散日　　　平成20年８月１日

　(4) 業績への影響等

　　当該連結子会社の解散による連結業績への影響及び営業活動等への影響はありません。

EDINET提出書類

住友石炭鉱業株式会社(E00031)

有価証券報告書

60/94



⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 7,031 6,791 2.504 ―

一年以内に返済予定の長期借入金 2,015 976 3.090 ―

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 3,591 2,053 3.244 平成25年3月31日

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他の有利子負債 － － － －

合計 12,638 9,821 2.717 ―

　（注）１　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとお

りであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 821 556 425 249

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前事業年度

平成19年３月31日
当事業年度

平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

資産の部 　       

Ⅰ　流動資産 　       

現金及び預金 　  3,633   1,013  

受取手形 ※６　  1,645   438  

売掛金 　  3,906   3,853  

商品 　  2,368   1,390  

製品 　  74   87  

原材料 　  23   19  

仕掛品 　  97   112  

未成工事支出金 　  1,001   591  

貯蔵品 　  2   3  

前渡金 　  147   364  

前払費用 　  104   86  

繰延税金資産 　  625   259  

短期貸付金 　  20   ―  

その他 　  109   138  

貸倒引当金 　  △41   △19  

流動資産合計 　  13,718 46.4  8,339 43.0

Ⅱ　固定資産 　       

有形固定資産 　       

建物 ※２ 786   763   

減価償却累計額 ※７ 438 348  454 308  

構築物 ※２ 902   868   

減価償却累計額 ※７ 595 307  584 283  

機械及び装置 ※２ 1,136   1,128   

減価償却累計額 ※７ 992 143  1,000 127  

車両運搬具 ※２ 65   69   

減価償却累計額 ※７ 41 23  48 21  

工具器具備品 ※２ 236   233   

減価償却累計額 ※７ 178 58  189 44  

土地
※１
※２

 5,557   5,357  

建設仮勘定 　  ―   5  

有形固定資産合計 　  6,438 21.8  6,148 31.7
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前事業年度

平成19年３月31日
当事業年度

平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

無形固定資産 　       

鉱業権 　  19   16  

ソフトウェア 　  44   25  

その他 　  8   25  

無形固定資産合計 　  71 0.2  66 0.3

投資その他の資産 　       

投資有価証券 ※２  4,552   3,580  

関係会社株式 　  320   250  

出資金 　  1   1  

長期貸付金 　  15   6  

関係会社長期貸付金 　  8,386   2,411  

破産更生債権等 　  447   429  

長期前払費用 　  13   19  

その他 　  260   163  

貸倒引当金 　  △4,645   △2,018  

投資その他の資産合計 　  9,351 31.6  4,841 25.0

固定資産合計 　  15,861 53.6  11,056 57.0

資産合計 　  29,579 100.0  19,396 100.0
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前事業年度

平成19年３月31日
当事業年度

平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

負債の部 　       

Ⅰ　流動負債 　       

支払手形 ※６　  2,961   1,652  

買掛金 　  3,163   2,037  

短期借入金 ※２  6,931   6,691  

一年以内に返済予定の
長期借入金

※２  1,915   894  

未払金 　  33   586  

未払費用 　  94   68  

未払法人税等 　  16   7  

未払消費税等 　  ―   55  

未払事業所税 　  1   ―  

前受金 　  797   430  

預り金 　  300   16  

前受収益 　  17   9  

賞与引当金 　  33   34  

債務保証損失引当金 　  15   13  

訴訟損失引当金 　  132   ―  

その他 　  22   50  

流動負債合計 　  16,435 55.6  12,548 64.7

Ⅱ　固定負債 　       

長期借入金 ※２  3,275   1,819  

繰延税金負債 　  798   442  

再評価に係る繰延税金
負債

　  400   398  

退職給付引当金 　  291   240  

長期未払金 　  12   60  

長期預り金 　  246   238  

その他 　  ―   6  

固定負債合計 　  5,025 17.0  3,208 16.5

負債合計 　  21,460 72.6  15,757 81.2
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前事業年度

平成19年３月31日
当事業年度

平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

純資産の部 　       

Ⅰ　株主資本 　       

資本金 　  5,016 17.0  3,462 17.9

資本剰余金 　       

資本準備金 　 1,581   ―   

資本剰余金合計 　  1,581 5.3  ― ―

利益剰余金 　       

その他利益剰余金 　       

繰越利益剰余金 　 605   △204   

利益剰余金合計 　  605 2.0  △204 △1.1

自己株式 　  △4 △0.0  △5 △0.0

株主資本合計 　  7,197 24.3  3,252 16.8

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

その他有価証券評価差額金 　  1,193 4.1  662 3.4

繰延ヘッジ損益 　  ― ―  1 0.0

土地再評価差額金 　  △284 △1.0  △277 △1.4

評価・換算差額等合計 　  908 3.1  386 2.0

Ⅲ　新株予約権 　  12 0.0  ― ―

純資産合計 　  8,119 27.4  3,639 18.8

負債純資産合計 　  29,579 100.0  19,396 100.0
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②【損益計算書】

  
前事業年度

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　       

商品売上高 　 39,418   41,066   

製品売上高 　 1,190   1,154   

その他の売上高 　 562 41,171 100.0 836 43,057 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

商品期首たな卸高 　 1,565   2,368   

製品期首たな卸高 　 67   74   

当期商品仕入高 　 38,523   38,678   

当期製品製造原価 　 567   566   

計 　 40,724   41,688   

他勘定振替高 ※１ 1   0   

商品期末たな卸高 　 2,368   1,390   

製品期末たな卸高 　 74   87   

その他の売上原価 　 362 38,642 93.9 541 40,752 94.6

売上総利益 　  2,529 6.1  2,304 5.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  1,943 4.7  1,745 4.1

営業利益 　  585 1.4  559 1.3

Ⅳ　営業外収益 　       

受取利息 ※12 94   72   

受取配当金 　 589   141   

固定資産賃貸料収入 　 ―   81   

その他 　 283 967 2.4 128 424 1.0

Ⅴ　営業外費用 　       

支払利息 　 289   301   

手形売却損 　 ―   68   

その他 　 365 655 1.6 244 614 1.4

経常利益 　  897 2.2  369 0.9
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前事業年度

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益 　       

前期損益修正益 　 ―   19   

固定資産売却益 ※３ 21   89   

投資有価証券売却益 ※４ 0   37   

関係会社株式売却益 　 ―   128   

貸倒引当金戻入益 　 162   362   

その他 　 5 189 0.4 ― 637 1.5

Ⅶ　特別損失 　       

前期損益修正損 　 9   ―   

固定資産売却損 ※５ 19   1   

固定資産除却損 ※６ 12   102   

関連事業損失 ※７ 1   28   

投資有価証券評価損 ※８ 50   49   

その他投資等評価損 ※９ 39   1   

その他投資等貸倒引当
金繰入額

　 ―   8   

訴訟関連損失 ※10 156   1,170   

訴訟損失引当金繰入額 　 132   ―   

役員退職慰労金 ※11 ―   81   

その他 　 6 428 1.0 ― 1,442 3.4

税引前当期純利益又は
純損失（△）

　  659 1.6  △435 △1.0

法人税、住民税及び事業
税

　 61   6   

法人税等調整額 　 △3 57 0.1 360 366 0.9

当期純利益又は純損失
（△）

　  601 1.5  △802 △1.9
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製品製造原価明細表

  
前事業年度

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　物品費 　  210 35.8  227 39.1

Ⅱ　労務費 　  131 22.4  121 20.9

Ⅲ　経費 　       

１　経費
（うち外注費）

　
　

168
(14)   

153
(17)   

２　減価償却費 　 77 245 41.8 79 232 40.0

当期総製造費用 　  588 100.0  582 100.0

期首仕掛品たな卸高 　  78   97  

他勘定振替高 　  1   0  

期末仕掛品たな卸高 　  97   112  

当期製品製造原価 　  567   566  

        

　（注）　原価計算方法は事業所ごとに単純総合原価計算を採用しております。

その他の売上原価明細表

  
前事業年度

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　物品費 　  － －  － －

Ⅱ　経費 　       

１　経費
（うち外注費）

　
　

362
(―)   

541
(―)   

２　減価償却費 　 ― 362 100.0 ― 541 100.0

その他の売上原価 　  362 100.0  541 100.0
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

9,248 － － － △5,888 △5,888 △3 3,357

事業年度中の変動額         

新株の発行 5,944 5,944  5,944    11,889

資本金及び資本準備金の減少に
伴うその他資本剰余金の増加高

△10,177 △4,363 14,540 10,177    －

欠損填補による資本剰余金取崩   △5,888 △5,888 5,888 5,888  －

自己株式の取得       △8,653 △8,653

自己株式の消却   △8,652 △8,652   8,652 －

当期純利益     601 601  601

土地再評価差額金の取崩による
増加高

    3 3  3

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△4,232 1,581 － 1,581 6,493 6,493 △1 3,840

平成19年３月31日　残高
（百万円）

5,016 1,581 － 1,581 605 605 △4 7,197

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

885 △281 603 － 3,961

事業年度中の変動額      

新株の発行     11,889

資本金及び資本準備金の減少に
伴うその他資本剰余金の増加高

    －

欠損填補による資本剰余金取崩     －

自己株式の取得     △8,653

自己株式の消却     －

当期純利益     601

土地再評価差額金の取崩による
増加高

    3

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

308 △3 304 12 317

事業年度中の変動額合計
（百万円）

308 △3 304 12 4,158

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,193 △284 908 12 8,119

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

5,016 1,581 － 1,581 605 605 △4 7,197

事業年度中の変動額         

新株の発行 1,606 1,606  1,606    3,212

資本金及び資本準備金の減少に
伴うその他資本剰余金の増加高

△3,160 △3,187 6,347 3,160    －

自己株式の取得       △6,348 △6,348

自己株式の消却   △6,347 △6,347   6,347 －

当期純損失（△）     △802 △802  △802

土地再評価差額金の取崩による
増加高（△減少高）

    △7 △7  △7

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△1,553 △1,581 － △1,581 △810 △810 △0 △3,945

平成20年３月31日　残高
（百万円）

3,462 － － － △204 △204 △5 3,252

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,193 － △284 908 12 8,119

事業年度中の変動額       

新株の発行      3,212

資本金及び資本準備金の減少に
伴うその他資本剰余金の増加高

     －

自己株式の取得      △6,348

自己株式の消却      －

当期純損失（△）      △802

土地再評価差額金の取崩による
増加高（△減少高）

     △7

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△530 1 7 △521 △12 △534

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△530 1 7 △521 △12 △4,480

平成20年３月31日　残高
（百万円）

662 1 △277 386 － 3,639
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重要な会計方針

前事業年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）満期保有目的の債券

同左

(2）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

(3）その他有価証券

時価のあるもの

決算日前１ヶ月の市場価格の平均に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

(3）その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

　時価法

２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

　同左

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商品

総平均法による原価法

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商品

  同左

(2）製品

採石事業部門の製品

総平均法による低価法

(2）製品

採石事業部門の製品

同左

その他の製品

総平均法による原価法

その他の製品

同左

(3）原材料

総平均法による原価法

(3）原材料

同左

(4）仕掛品

総平均法による原価法

(4）仕掛品

同左 

(5）未成工事支出金

個別法による原価法

(5）未成工事支出金

同左

(6）貯蔵品

後入先出法による原価法

(6）貯蔵品

同左

４　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

４　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

採石事業部門の資産

定額法

同左

　

上記以外の資産

　定額法及び定率法

　ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物

付属設備は除く。）については、定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　３～50年

機械装置及び運搬具　　　４～８年

　

　

　

　

　

　

 

EDINET提出書類

住友石炭鉱業株式会社(E00031)

有価証券報告書

71/94



前事業年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

　

　

　

　

(会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。こ

れにより営業利益及び経常利益は、それぞれ1百万円減

少しており、税引前当期純損失は1百万円増加しており

ます。

（追加情報） 

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。これにより営業利益

及び経常利益は、それぞれ8百万円減少しており、税引前

当期純損失は8百万円増加しております。

(2）無形固定資産

鉱業権

生産高比例法

上記以外の資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

均等額償却

(3）長期前払費用

同左

５　繰延資産の処理方法

　支出時に全額費用として処理しております。

５　繰延資産の処理方法

同左

６　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失の発生に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討して回

収不能見込額を計上しております。

６　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）債務保証損失引当金

　債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財

政状態等を勘案し、損失の見積額を計上しておりま

す。

(3）債務保証損失引当金

同左

(4）訴訟損失引当金

　係争中のじん肺訴訟に係る損失に備えるため、その

経過等の状況に基づく損失負担見込額を計上してお

ります。
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前事業年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退

職給付債務に基づき計上しております。なお、退職給

付債務の金額は、期末自己都合要支給額としておりま

す。

　また、会計基準変更時差異及び数理計算上の差異は

一時償却しております。

(5）退職給付引当金

　同左

　

７　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

７　リース取引の処理方法

同左

８　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　外貨建予定取引及び外貨建金銭債権債務については

繰延ヘッジ処理によっており、外貨建その他有価証券

については時価ヘッジ処理によっております。

　なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務

については振当処理を行っております。

８　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　外貨建予定取引及び外貨建金銭債権債務の為替変動

リスクに対して為替予約取引を、また、一部の外貨建

その他有価証券の為替変動リスクに対して外貨建借

入金をヘッジ手段として用いております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　会社が業務遂行上さらされる市場リスクを適切に管

理することにより、リスクの減殺を図ることを目的に

リスクヘッジを行います。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段を直接結びつけてヘッジ有

効性を評価いたします。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(5）その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るも

の

　取締役会で承認を得た方針に従い、所管の長は運営

・管理し、６ヶ月に１回モニタリングいたします。

(5）その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るも

の

同左

９　消費税等の会計処理の方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって

おります。

９　消費税等の会計処理の方法

同左

10　連結納税制度の適用

当事業年度から連結納税制度を適用しております。 

10　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。 
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会計処理方法の変更

前事業年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、8,106百

万円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

──────

表示方法の変更

前事業年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

（貸借対照表） （損益計算書）

　従来、所有有価証券を貸株に供し、その担保として受け

入れた金額については流動負債の「預り金」に含めて

表示しておりましたが、当事業年度より、担保として受

け入れた金額1,431百万円は、「短期借入金」に含めて表

示しております。

　なお、前事業年度において、流動負債の「預り金」に含

めて表示した金額は、1,249百万円であります。

　 また、上記に伴い、短期借入金に対応する貸株につい

ては、「注記事項（貸借対照表関係）※２．担保提供資

産」において、「投資有価証券」1,770百万円として記載

しております。

（損益計算書）

　　前期に特別利益の「その他」に含めて表示しておりま

した「貸倒引当金戻入益」は、今期、特別利益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しました。

　　なお、前期における「貸倒引当金戻入益」の金額は2百

万円であります。

１．「固定資産賃貸料収入」は、前事業年度まで「その

他の営業外収益」に含めて表示しておりましたが、営業

外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しまし

た。 

 なお、前事業年度における「固定資産賃貸料収入」の

金額は88百万円であります。

 ２．「手形売却損」は、前事業年度まで「その他の営業

外費用」に含めて表示しておりましたが、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

 なお、前事業年度における「手形売却損」の金額は54百

万円であります。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
平成19年３月31日

当事業年度
平成20年３月31日

※１　事業用土地の再評価差額金計上額

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

　法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行っ

ております。

再評価を行った年月日　　　平成10年３月31日

同法第３条第３項に定める再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布　政令第119号）第２条第４号によるところの

地価税の計算のために公表された方法により算定し

た価額に合理的な調整を行う方法としたが、一部につ

いては、同条第２号によるところの国土利用計画法施

行令の規定により判定された標準価格に合理的な調

整を行う方法、ないし、同条第５号によるところの鑑

定評価による方法としております。

　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の

当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再

評価後の帳簿価額の合計額との差額

  ― 百万円

※１　事業用土地の再評価差額金計上額

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

　法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行っ

ております。

再評価を行った年月日　　　平成10年３月31日

同法第３条第３項に定める再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布　政令第119号）第２条第４号によるところの

地価税の計算のために公表された方法により算定し

た価額に合理的な調整を行う方法としたが、一部につ

いては、同条第２号によるところの国土利用計画法施

行令の規定により判定された標準価格に合理的な調

整を行う方法、ないし、同条第５号によるところの鑑

定評価による方法としております。

　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の

当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再

評価後の帳簿価額の合計額との差額

  ― 百万円

※２　担保提供資産 ※２　担保提供資産

担保提供資産 債務の内容

区分
金額

(百万円)
区分

金額
(百万円)

建物 141 短期借入金 3,712

構築物 88
一年以内に返済予定の
長期借入金

693

機械及び装置 21 長期借入金 238

車両運搬具 0   

工具器具備品 0   

土地 1,629   

投資有価証券 1,770   

計 3,651 計 4,644

担保提供資産 債務の内容

区分
金額

(百万円)
区分

金額
(百万円)

建物 167 短期借入金 2,991

構築物 85
一年以内に返済予定の
長期借入金

226

機械及び装置 16 長期借入金 161

車両運搬具 0   

工具器具備品 0   

土地 1,431   

投資有価証券 928   

計 2,629 計 3,380

　上記担保提供資産のうち、工場財団抵当に供してい

る資産は、建物30百万円、構築物88百万円、機械及び装

置21百万円、車両運搬具0百万円、工具器具備品0百万

円であります。

　また、上記債務のうち、工場財団抵当に対応する債務

は、一年以内に返済予定の長期借入金177百万円及び

長期借入金41百万円であります。

　上記担保提供資産のうち、工場財団抵当に供してい

る資産は、建物27百万円、構築物80百万円、機械及び装

置16百万円、車両運搬具0百万円、工具器具備品0百万

円であります。

　また、上記債務のうち、工場財団抵当に対応する債務

は、一年以内に返済予定の長期借入金157百万円及び

長期借入金33百万円であります。

３　偶発債務

(1）下記の会社の借入金等に対して保証を行っており

ます。

３　偶発債務

(1）下記の会社の借入金等に対して保証を行っており

ます。

個人住宅ローン 945百万円

泉山興業株式会社 516 

個人ゴルフ会員権ローン 19 

計 1,481 

個人住宅ローン 824百万円

泉山興業株式会社 401 

個人ゴルフ会員権ローン 15 

計 1,241 
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前事業年度
平成19年３月31日

当事業年度
平成20年３月31日

(2）豪州炭鉱跡地において、現地の法令による採炭地

の環境整備費用の支出に備えるため、現地金融機関

に信用状を開設しております。信用状開設額のうち、

既支払額を控除した金額は、1,150百万円であります。

　

(2）豪州炭鉱跡地において、現地の法令による採炭地

の環境整備費用の支出に備えるため、現地金融機関

に信用状を開設しております。信用状開設額のうち、

既支払額を控除した金額は、1,106百万円であります。

　

　４　受取手形割引高 2,947百万円 　４　受取手形割引高 3,086百万円

　５　偶発事象

　北海道地区における元炭鉱従業員等289名から、じん

肺罹患による損害賠償請求（具体的な金額は提示さ

れておりません）の申し入れがあり、現在事実関係を

調査しております。

　

※６　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理をしております。なお、当期末日は

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。

受取手形 30百万円

支払手形 638百万円

　

　

　 　

　 　

※７　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

　

※７　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

　

（損益計算書関係）

前事業年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

※１　他勘定振替高

　新素材事業部門における商品在庫の販売費及び一般

管理費（広告宣伝費及び試験研究費）への振替高で

あります。

※１　他勘定振替高

　新素材事業部門における商品在庫の販売費及び一般

管理費（広告宣伝費及び試験研究費）への振替高で

あります。

※２　販売費及び一般管理費

　主要な費目及び金額は次のとおりであり、販売費に

属する費用は約69％、一般管理費に属する費用は約

31％であります。

※２　販売費及び一般管理費

　主要な費目及び金額は次のとおりであり、販売費に

属する費用は約68％、一般管理費に属する費用は約

32％であります。

(1）運送費・港頭諸掛等 484百万円

(2）従業員給与・賞与 506 

(3）退職給付費用 36 

(4）賃借料 183 

(5）光熱・水道費及び消耗品費 29 

(6）旅費・通信費 100 

(7）減価償却費 46 

(8）研究開発費 30 

　   

(1）運送費・港頭諸掛等 406百万円

(2）役員報酬 98 

(3）従業員給与・賞与 413 

(4）退職給付費用 52 

(5）賃借料 127 

(6）光熱・水道費及び消耗品費 32 

(7）旅費・通信費 89 

(8）減価償却費 44 

(9）研究開発費 19 

(10）貸倒引当金繰入額 10 

(11）株式事務代行料 92 
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前事業年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

　なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありま

せん。

　なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありま

せん。

※３　固定資産売却益　

　　　土地・建物及び機械装置に係る売却益21百万円が主な

ものであります。

※３　固定資産売却益　

　　　土地及び機械装置に係る売却益89百万円であります。

※４　投資有価証券売却益

　　　株式に係る売却益であります。

※４　投資有価証券売却益

　　　株式に係る売却益であります。

※５　固定資産売却損

　　　内訳は下記のとおりであります。

土地 19百万円

※５　固定資産売却損

　　　内訳は下記のとおりであります。

土地 1百万円

※６　固定資産除却損

　　　内訳は下記のとおりであります。

建物 12百万円

構築物 0 

機械及び装置 0 

工具器具備品 0 

※６　固定資産除却損

　　　内訳は下記のとおりであります。

建物 97百万円

構築物 0 

機械及び装置 1 

車両運搬具 0 

工具器具備品 0 

その他附随費用 2 

※７　関連事業損失

　当期首に連結除外いたしました住石九州株式会社の

解散に係る費用であり、同社の残余財産の分配を受け

清算した費用であります。

※７　関連事業損失

連結子会社である住石岩泉砕石株式会社に対する

損失によるものであります。

※８　投資有価証券評価損

　株式に係る評価損であります。

※８　投資有価証券評価損

株式に係る評価損であります。

※９　その他投資等評価損

　出資金に係る評価損であります。

※９　その他投資等評価損

ゴルフ会員権に係る評価損であります。

※10　訴訟関連損失　

西日本石炭じん肺訴訟に係る損失であります。　

※10　訴訟関連損失

　西日本石炭じん肺訴訟・北海道石炭じん肺訴訟並び

に新北海道じん肺和解に係る損失であります。

　

　

※11　役員退職慰労金

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、当社の業績回復

を待って退職慰労金の贈呈を見送っていた平成16年

５月以降の退任取締役及び退任監査役並びに在任中

の取締役及び監査役に対し、当社業績を勘案した相応

の減額措置を考慮したうえでの打ち切り支給であり

ます。

　なお役員退職慰労金の打ち切り支給については、平

成19年６月28日開催の当社第115期定時株主総会にお

いて承認を受けたものであります。

※12　関係会社に対する主な取引 ※12　関係会社に対する主な取引

　内容は下記のとおりであります。 　内容は下記のとおりであります。

受取利息 90百万円 受取利息 67百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株
式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末株
式数（千株）

普通株式（注）１ 29 13 ― 43

 　　第一回第三種優先株式（注）２ ― 20,600 20,600 ―

合計 29 20,613 20,600 43

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．第一回第三種優先株式の株式数の増加・減少は、平成19年３月20日開催の臨時株主総会にて決議され

た自己による取得及び消却であります。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株
式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末株
式数（千株）

普通株式（注）１ 43 4 ― 47

 　　第一回第三種優先株式（注）２ ― 15,114 15,114 ―

合計 43 15,118 15,114 47

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．第一回第三種優先株式の株式数の増加・減少は、平成19年５月30日開催の取締役会及び平成19年６月

28日開催の定時株主総会にて決議された自己による取得及び消却であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

借手側

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び当期末残高相当額（注）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

借手側

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び当期末残高相当額（注）

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

当期末残高
相当額
（百万円）

機械及び装置 93 80 12

車両運搬具 3 0 3

ソフトウェア ― ― ―

合計 97 80 16

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

当期末残高
相当額
（百万円）

機械及び装置 48 10 37

車両運搬具 30 5 25

合計 79 15 63

②　未経過リース料当期末残高相当額（注） ②　未経過リース料当期末残高相当額（注）

１年内 4百万円

１年超 11 

計 16 

１年内 15百万円

１年超 47 

計 63 

（注）取得価額相当額及び未経過リース料当期末残

高相当額は、有形固定資産の当期末残高等に占

める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算定しておりま

す。

同左

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 23百万円

減価償却費相当額 23 
支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15 

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

　同左

（有価証券関係）

前期末（平成19年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当期末（平成20年３月31日現在）

同上
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（税効果会計関係）

前事業年度 当事業年度

１　繰延税金資産、繰延税金負債及び再評価に係る繰延税

金負債の発生の主な原因別の内訳

１　繰延税金資産、繰延税金負債及び再評価に係る繰延税

金負債の発生の主な原因別の内訳

平成19年３月31日

主な原因
金額

（百万円）

（繰延税金資産）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,762

賞与支給見込額の損金算入限度超過額 13

退職給付引当金損金税務否認額 116

債務保証損失引当金等税務否認額 14

税務上の繰越欠損金 8,712

たな卸資産評価損税務否認額 14

投資その他の資産評価損税務否認額 138

土地評価損税務否認額 124

減損損失税務否認額 743

訴訟損失引当金税務否認額 52

その他 14

小計 11,706

評価性引当額 △11,081

繰延税金資産合計 625

（繰延税金負債）  

未払配当金 △3

その他有価証券評価差額金 △795

繰延税金負債合計 △798

（再評価に係る繰延税金負債）  

土地再評価差額金 400
  

平成20年３月31日

主な原因
金額

（百万円）

（繰延税金資産）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 748

賞与支給見込額の損金算入限度超過額 13

退職給付引当金損金税務否認額 96

債務保証損失引当金等税務否認額 10

税務上の繰越欠損金 9,164

たな卸資産評価損税務否認額 14

投資その他の資産評価損税務否認額 62

土地評価損税務否認額 124

減損損失税務否認額 709

その他 11

小計 10,954

評価性引当額 △10,693

繰延税金資産合計 261

（繰延税金負債）  

繰延ヘッジ損益 △1

未払配当金 △1

その他有価証券評価差額金 △441

繰延税金負債合計 △443

（再評価に係る繰延税金負債）  

土地再評価差額金 398
  

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

平成19年３月31日

主な項目 率（％）

法定実効税率 40.6

（調整）  

一時差異に該当しない申告調整項目 △3.7

評価性引当額 △42.1

住民税均等割等 14.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.8
  

　

　　税引前当期純損失のため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

１株当たり純資産額 1.20円

１株当たり当期純利益金額 2.94 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
1.74　

１株当たり純資産額 3.87円

１株当たり当期純損失金額 2.77 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、１株当たり当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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。

 
前事業年度

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額   

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 601 △802

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 601 △802

期中平均株式数（千株） 204,377 290,063

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円）

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の内訳

普通株式増加数（千株）

（うち優先株式）

（うち新株予約権の行使）

―

141,499

(129,815)

(11,684)

―

―

 （―）

 （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

― 第一回第二種優先株式 

7,140,000株

（重要な後発事象）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　平成19年４月１日から同年５月30日までに新株予約権の権利行使がありました。また、平成19年５月30日開催の

当社取締役会及び平成19年６月28日開催の当社定時株主総会において資本金及び資本準備金の減少、並びに自己

株式の取得を行うことを決議いたしました。これらの内容は、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等 （1）連

結財務諸表 （重要な後発事象）」の欄に記載しております。 

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　平成20年５月30日開催の当社取締役会及び平成20年６月27日開催の当社定時株主総会において、単独株式移転

により持株会社「住石ホールディングス株式会社」を設立することを決議いたしました。また、平成20年６月４

日開催の当社取締役会において、連結子会社である青森石材事業協同組合を解散することを決議いたしました。

これらの内容は、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等 （1）連結財務諸表 （重要な後発事象）」の欄に記

載しております。 
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券
その他

有価証券

   

Wambo Coal Pty. Ltd. B class share 25,000,000 2,292

三精輸送機株式会社 666,000 468

株式会社サノヤス・ヒシノ明昌 920,000 309

日本研紙株式会社 800,000 150

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 240,000 120

苫小牧港開発株式会社 172,500 86

株式会社びわこ銀行 250,000 39

株式会社北海道熱供給公社 62,800 31

大和ハウス工業株式会社 30,000 29

その他（29銘柄） 538,129 52

小計 28,679,429 3,580

計 28,679,429 3,580
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高

（百万円）

当期増加額

（百万円）

当期減少額

（百万円）

当期末残高

（百万円）

当期末減価

償却累計額

又は

償却累計額

(百万円)

当期償却額

（百万円）

差引当期末

残高

（百万円）

有形固定資産        

建物 786 10 33 763 454 28 308

構築物 902 ― 34 868 584 24 283

機械及び装置 1,136 35 43 1,128 1,000 47 127

車両運搬具 65 5 1 69 48 7 21

工具器具備品 236 3 6 233 189 16 44

土地 5,557 0 199 5,357 ― ― 5,357

建設仮勘定 ― 62 57 5 ― ― 5

有形固定資産計 8,684 117 376 8,426 2,277 123 6,148

無形固定資産        

鉱業権 19 ― ― 19 3 2 16

ソフトウェア 102 1 ― 103 78 20 25

その他 8 16 ― 25 0 0 25

無形固定資産計 130 18 ― 149 82 23 66

長期前払費用 31 12 ― 43 23 5 19

繰延資産        

─── ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

　（注）１　「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には減損損失累計額が含まれております。

２　当期中の主要な減少は以下のとおりであります。

赤平市ほか社有地売却による減少

土地         　　199百万円

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 4,686 2,037 2,355 　 2,330 2,037

賞与引当金 33 34 33  ― 34

債務保証損失引当金 15 13 15 　 ― 13

訴訟損失引当金 132 ― 132 　 ― ―

 １　目的使用以外の理由による取崩額

貸倒引当金　             洗替による戻入額であります。

 ２　債務保証の履行に伴う債務保証損失引当金の目的取崩額とこれに対応する求償債権に対する貸倒引当金繰入額は、相

殺後の純額で損益計算書上に表示しており、当期求償債権に対する貸倒引当金繰入額は15百万円であります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

ア　現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金  2

預金   

当座預金 964  

普通預金 46  

別段預金 0 1,011

計  1,013

イ　受取手形

相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

日本冶金株式会社 74

三井住友建設株式会社 59

越智建設株式会社 26

ＳＭＣ商事株式会社 25

日商岩井マテリアル株式会社 20

その他 232

計 438

期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成20年４月 48

平成20年５月 65

平成20年６月 130

平成20年７月 140

平成20年８月 53

計 438

ウ　売掛金

相手先 金額（百万円）

住友共同電力株式会社 872

株式会社熊谷組 597

王子製紙株式会社 362

日本冶金工業株式会社 241

昭和産業株式会社 228

その他 1,550

計 3,853

　（注）１　滞留状況
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当期中の月平均売掛金残高
（百万円）

当期中の月平均売掛金発生高
（百万円）

売掛金の滞留状況（日）

(A) (B) (A)／(B)×30

3,907 3,767 31

２　回収状況

期首残高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

期末残高
（百万円）

回収率（％）

(A) (B) (C) (D) (C)／((A)＋(B))

3,906 45,210 45,264 3,853 92.2

エ　商品

区分 数量 金額（百万円）

石炭 125千t 1,344

工業用人工ダイヤモンド
871千cts

　5千kg
46

計  1,390

オ　製品

区分 数量（千㎥） 金額（百万円）

砕石 83 87

計 83 87

カ　原材料

区分 金額（百万円）

工業用人工ダイヤモンド(銅粉他） 19

計 19

キ　仕掛品

区分 金額（百万円）

工業用人工ダイヤモンド 112

計 112

ク　未成工事支出金

区分 金額（百万円）

ＡＬＣ工事費 119

建具工事費 3

住宅設備工事費 18

杭工事費 95

その他 354

計 591

ケ　貯蔵品
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区分 金額（百万円）

油類、消耗工具、器具及び備品 3

計 3

②　固定資産

ア　関係会社長期貸付金

相手先 金額（百万円）

　青森石材事業協同組合 2,152

　泉山興業株式会社 189

　住石岩泉砕石株式会社 70

計 2,411

③　流動負債

ア　支払手形

相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

ジェコス株式会社 137

ＪＦＥ商事建材販売株式会社 135

住友大阪セメント株式会社 102

ＪＦＥ商事鉄鋼建材株式会社 95

日田地区生コンクリート協同組合 74

その他 1,107

計 1,652

期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成20年４月 481

平成20年５月 198

平成20年６月 658

平成20年７月 295

平成20年８月 18

計 1,652

イ　買掛金

相手先 金額（百万円）

住友金属鉱山シポレックス株式会社 625

住友大阪セメント株式会社 112

ＪＦＥ商事鉄鋼建材株式会社 70

ＪＦＥ商事建材販売株式会社 51

丸五基礎工業株式会社 35

その他 1,142

EDINET提出書類

住友石炭鉱業株式会社(E00031)

有価証券報告書

86/94



相手先 金額（百万円）

計 2,037

ウ　短期借入金

借入先別 金額（百万円）

　株式会社三井住友銀行 2,795

株式会社静岡銀行 1,000

株式会社三重銀行 916

　株式会社関西アーバン銀行 766

株式会社びわこ銀行 560

株式会社阿波銀行 258

株式会社伊予銀行 200

　株式会社佐賀共栄銀行 196

合計 6,691

（注）１　１年以内に返済予定の長期借入金は、「主な資産及び負債の内容」の「長期借入金」に記載してお

ります。

　

④　固定負債

ア　長期借入金

借入先別 金額（百万円）

株式会社三重銀行
(194)

869

　株式会社北海道銀行
(130)

536

株式会社佐賀銀行
(117)

378

株式会社山形銀行
(160)

298

その他
(292)

633

合計
(894)

2,714

（注）１　「金額」欄の（内数）書金額は、１年以内に返済予定の長期借入金であり、「貸借対照表」では、流

動負債の部に「一年以内に返済予定の長期借入金」として計上されております。

（３）【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

住友石炭鉱業株式会社(E00031)

有価証券報告書

87/94



第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類
100,000株券、10,000株券、1,000株券、500株券、100株券及び100株未満の端数

を表示した株券

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 500株

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号

　住友信託銀行株式会社証券代行部

株主名簿管理人
大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号

　住友信託銀行株式会社

取次所 住友信託銀行株式会社本店及び全国支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 １枚につき300円（併合等による場合は無料）

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号

　住友信託銀行株式会社証券代行部

株主名簿管理人
大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号

　住友信託銀行株式会社

取次所 住友信託銀行株式会社本店及び全国支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告に

よる公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済

新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、

そのＵＲＬは次のとおりです。

http://www2.sumitomocoal.co.jp

株主に対する特典 なし

 （注）当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使

することができないとしております。　　　

（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

（２）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　 事業年度（第115期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成19年６月28日関東財務局長に提出。

(2）半期報告書

（第116期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日） 平成19年12月７日関東財務局長に提出。

(3）臨時報告書

平成20年３月３日関東財務局長に提出。

当社に対し請求されておりました訴訟外での損害賠償請求に和解したため、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づき提出した臨時報告書でありま

す。

(4）臨時報告書

平成20年５月30日関東財務局長に提出。

平成20年５月30日開催の当社取締役会において、株主総会の承認等所定の手続きを経た上で、単独株式移転に

より持株会社「住石ホールディングス株式会社」を設立することを決議いたしましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定に基づき提出した臨時

報告書であります。

(5）臨時報告書の訂正報告書

平成20年６月16日関東財務局長に提出。

平成20年５月30日提出の臨時報告書（株式移転）に係る訂正報告書であります。
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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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独立監査人の監査報告書

  平成１９年６月２８日

住友石炭鉱業株式会社   

 取締役会　御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 氏原　修一　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 星野　正司　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 原口　清治　　㊞

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友石

炭鉱業株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。

　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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、住友石炭

鉱業株式会社及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成１９年５月３０日開催の取締役会および平成１９年６月２８日開催の定時株

主総会において、残存する第一回第三種優先株式を消却するため、資本金および資本準備金の減少、並びに第一回第三種優

先株式の取得を行うことを決議した。

　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

※　上記は、監査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、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成２０年６月２７日

住友石炭鉱業株式会社   

 取締役会　御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 星野　正司　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 金子　秀嗣　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 原口　清治　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる住友石炭鉱業株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。

　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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、住友石炭

鉱業株式会社及び連結子会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報　

　会社は、重要な後発事象に記載のとおり、平成２０年５月３０日開催の取締役会及び平成２０年６月２７日開催の定時株

主総会において、単独株式移転により持株会社「住石ホールディングス株式会社」を設立することを決議した。

　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

※　上記は、監査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、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成１９年６月２８日

住友石炭鉱業株式会社   

 取締役会　御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 氏原　修一　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 星野　正司　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 原口　清治　　㊞

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友石

炭鉱業株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１１５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、住友石炭鉱業

株式会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

追記情報

　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成１９年５月３０日開催の取締役会および平成１９年６月２８日開催の定時株

主総会において、残存する第一回第三種優先株式を消却するため、資本金および資本準備金の減少、並びに第一回第三種優

先株式の取得を行うことを決議した。

　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

※　上記は、監査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、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成２０年６月２７日

住友石炭鉱業株式会社   

 取締役会　御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 星野　正司　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 金子　秀嗣　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 原口　清治　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる住友石炭鉱業株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第１１６期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、住友石炭鉱業

株式会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

追記情報　

　会社は、重要な後発事象に記載のとおり、平成２０年５月３０日開催の取締役会及び平成２０年６月２７日開催の定時株

主総会において、単独株式移転により持株会社「住石ホールディングス株式会社」を設立することを決議した。

　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

※　上記は、監査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、その原本は当社が別途保管しております。
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