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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 51,512 ― 1,277 ― 1,166 ― 365 ―
20年3月期第1四半期 47,335 2.2 3,132 △3.5 3,107 8.6 2,068 26.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 0.87 ―
20年3月期第1四半期 4.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 312,697 136,245 43.1 322.54
20年3月期 316,835 135,523 42.3 320.83

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  134,698百万円 20年3月期  133,996百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2.50 ― 3.50 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 101,000 ― 3,500 ― 3,100 ― 1,300 ― 3.11
通期 212,000 7.4 11,500 △3.6 10,300 △0.1 5,000 △1.4 11.97

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 上記の予想は、平成20年5月14日発表時点から変更はありませんが、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に
関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３. 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
2. 当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  427,432,175株 20年3月期  427,432,175株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  9,814,403株 20年3月期  9,774,737株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  417,638,651株 20年3月期第1四半期  417,920,265株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第１四半期のわが国経済は、原油、原材料価格の高騰や米国経済減速の影響により企業収益が

減少し、個人消費や設備投資が力強さを欠くなど、景気の足踏み状態が続くなか、先行きに不透明

感を増してまいりました。

　セメント業界におきましては、官公需が公共事業予算の縮小等により低迷したことに加え、民需

が改正建築基準法の影響を受け、減少したことから、当第１四半期のセメント国内需要は、前年同

期に比べ13.8％減の11,862千トンとなりました。この結果、輸出分を含めた国内メーカーの総販売

数量は、前年同期に比べ8.6％減の14,584千トンとなりました。

  このような情勢の中で、当社グループは、セメント事業におきましては、販売価格の改善に取り

組むとともに、リサイクル原燃料の利用拡大等による生産コスト削減にも努めました。セメント以

外の事業分野におきましては、鉱産品事業および建材事業において既存製品の拡販に努めるととも

に、光電子・新材料事業において新製品の市場投入を行うなど、事業拡大に努めました。また、循

環型社会構築への貢献や環境負荷低減にもグループ全体で積極的に取り組みました。

　以上の結果、当第１四半期の売上高は、51,512百万円と前年同期に比べ4,177百万円の増収、経常

利益は、1,166百万円と前年同期に比べ1,940百万円の減益となりました。四半期純利益につきまし

ても、365百万円と前年同期に比べ1,703百万円の減益となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比較して4,137百万円減少しました。資産の部に

おける増減の主なものは、現金及び預金の減少8,551百万円、投資有価証券の増加3,076百万円です。

また、負債の部における増減の主なものは、社債の償還による減少5,000百万円です。

  一方、当第１四半期末の純資産は、その他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度

末と比較して721百万円増加しました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  今後の見通しにつきましては、国内景気は企業収益が弱含みとなるなど足踏み状態が続いており、

また、米国経済の動向や原燃料価格高騰の影響が懸念されるなど、先行き厳しい状況が予想されま

す。

　当社グループは、このような情勢のもと、セメント事業におきましては、国内における強固な収

益基盤の確立に取り組むとともに、海外における事業の立ち上げにも努めます。セメント以外の事

業分野におきましては、事業規模の拡大と収益力の向上に取り組みます。

　第２四半期連結累計期間・通期の業績予想（平成20年５月14日発表）については、見直しは行っ

ておりません。

 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　 該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　（簡便な会計処理）

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変動

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお

ります。
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②固定資産の減価償却費の算定方法　

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。　

 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法　

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

 

　（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

①税金費用の計算方法　

　税金費用については、連結子会社において当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。　

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四　

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用　

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号）を当第１四半期連結会計期間か

ら適用し、評価基準については、移動平均法による原価法から移動平均法による原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ269百万円減少しております。

　なお、セグメントに与える影響はセグメント情報に記載しています。　　　　

 

③リース取引に関する会計基準の適用　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計

期間から早期に適用しております。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、引き続き賃貸借取引に係る会計処理

を行っております。

　当第１四半期連結会計期間においては、リース取引開始日が平成20年４月１日以降の所有権移

転外ファイナンス・リース取引はありませんでしたので、この変更による損益への影響はありま

せん。　

 

(追加情報）

　有形固定資産の耐用年数の変更　

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直

し、当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を主として13年から９年に変更しており

ます。

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ624百万円減少しています。

　なお、セグメントに与える影響はセグメント情報に記載しています。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,498 23,050

受取手形及び売掛金 40,613 40,955

有価証券 0 0

製品 4,200 3,810

半製品 2,139 2,210

原材料及び貯蔵品 9,066 8,416

仕掛品 2,529 2,836

繰延税金資産 1,322 1,354

短期貸付金 529 502

その他 1,951 2,065

貸倒引当金 △200 △217

流動資産合計 76,652 84,985

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 141,927 141,049

減価償却累計額 △90,165 △89,307

建物及び構築物（純額） 51,761 51,741

機械装置及び運搬具 342,091 339,296

減価償却累計額 △281,964 △278,918

機械装置及び運搬具（純額） 60,126 60,377

土地 39,178 39,166

建設仮勘定 8,769 7,311

その他 27,189 27,155

減価償却累計額 △15,053 △14,920

その他（純額） 12,136 12,234

有形固定資産合計 171,973 170,832

無形固定資産   

のれん 354 388

その他 5,419 5,612

無形固定資産合計 5,773 6,000

投資その他の資産   

投資有価証券 49,261 46,184

長期貸付金 1,564 1,272

繰延税金資産 709 723

その他 7,300 7,387

貸倒引当金 △537 △550

投資その他の資産合計 58,298 55,016

固定資産合計 236,045 231,849

2008/08/04 9:37:49
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産合計 312,697 316,835

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,826 25,800

短期借入金 31,557 30,899

1年内返済予定の長期借入金 5,191 5,196

1年内償還予定の社債 10,000 5,000

未払法人税等 583 1,049

繰延税金負債 14 15

引当金 1,247 2,057

その他 11,830 12,125

流動負債合計 86,250 82,143

固定負債   

社債 22,000 32,000

長期借入金 42,635 43,072

繰延税金負債 15,040 13,661

引当金 1,153 1,156

その他 9,371 9,276

固定負債合計 90,201 99,167

負債合計 176,451 181,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 41,654 41,654

資本剰余金 30,612 31,086

利益剰余金 46,647 47,271

自己株式 △1,735 △1,725

株主資本合計 117,178 118,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,583 15,762

為替換算調整勘定 △63 △52

評価・換算差額等合計 17,519 15,709

少数株主持分 1,547 1,527

純資産合計 136,245 135,523

負債純資産合計 312,697 316,835

2008/08/04 9:37:49
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 51,512

売上原価 41,346

売上総利益 10,166

販売費及び一般管理費 8,888

営業利益 1,277

営業外収益  

受取利息 20

受取配当金 370

持分法による投資利益 7

その他 232

営業外収益合計 629

営業外費用  

支払利息 545

その他 194

営業外費用合計 740

経常利益 1,166

特別利益  

固定資産売却益 22

投資有価証券売却益 17

貸倒引当金戻入額 42

特別利益合計 82

特別損失  

固定資産除却損 10

固定資産売却損 1

有価証券評価損 13

貸倒引当金繰入額 0

その他 0

特別損失合計 26

税金等調整前四半期純利益 1,222

法人税、住民税及び事業税 612

法人税等調整額 222

法人税等合計 834

少数株主利益 22

四半期純利益 365

2008/07/30 9:59:50
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,222

減価償却費 4,787

のれん償却額 34

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30

受取利息及び受取配当金 △390

支払利息 545

為替差損益（△は益） △113

持分法による投資損益（△は益） △7

有形固定資産売却損益（△は益） △20

売上債権の増減額（△は増加） 333

たな卸資産の増減額（△は増加） △667

仕入債務の増減額（△は減少） 31

その他 △1,140

小計 4,583

利息及び配当金の受取額 393

利息の支払額 △490

法人税等の支払額 △1,031

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,453

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △5,606

固定資産の売却による収入 38

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却による収入 21

貸付けによる支出 △323

貸付金の回収による収入 127

その他 △43

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,788

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 664

長期借入れによる収入 669

長期借入金の返済による支出 △1,111

社債の償還による支出 △5,000

自己株式の売却による収入 0

自己株式の取得による支出 △10

配当金の支払額 △1,461

少数株主への配当金の支払額 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,252

現金及び現金同等物に係る換算差額 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,583

現金及び現金同等物の期首残高 22,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,242

2008/08/04 9:39:22
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報
ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

セメント
（百万円）

鉱産品
（百万円）

建材
（百万円）

光電子・
新材料
（百万円）

不動産・
その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

    売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 41,790 2,256 2,983 2,725 1,756 51,512 － 51,512

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
676 1,019 440 － 1,685 3,821 △3,821 －

計 42,466 3,276 3,424 2,725 3,441 55,334 △3,821 51,512

営業利益又は営業損失(△) 1,193 99 10 △513 480 1,271 6 1,277

　（注）１　事業区分の方法は、当社の売上集計区分によっています。

２　各事業区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

セメント
各種セメント、生コンクリート、セメント系固化材、セメント工場における電力の

供給、原燃料リサイクル

鉱産品 石灰石他鉱産品

建材 コンクリート構造物向け補修材料、コンクリート２次製品

光電子・新材料
光通信部品及び計測機器、セラミックス製品、ＰＤＰ用フィルム及びフィルター、

ナノ粒子材料

不動産・その他 不動産賃貸、エンジニアリング、ソフトウエア開発

 

３　会計処理の方法の変更

　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）　

　３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他（3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手

続、表示方法の変更②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間

より棚卸資産の評価に関する会計基準を適用しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益は、セメント事業で

44百万円、鉱産品事業で20百万円、建材事業で7百万円、光電子・新材料事業で196百万円それぞれ減少して

おります。

 

４　追加情報

　　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他（追加情報）に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間

より、機械装置の耐用年数を変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益は、セメント事業で

536百万円、鉱産品事業で56百万円、建材事業で6百万円、光電子・新材料事業で24百万円それぞれ減少して

おります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、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

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 　　　　 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。　

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
　該当事項はありません。

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 47,335

Ⅱ　売上原価 35,369

売上総利益 11,965

Ⅲ　販売費及び一般管理費 8,832

営業利益 3,132

Ⅳ　営業外収益 662

Ⅴ　営業外費用 687

経常利益 3,107

Ⅵ　特別利益 696

Ⅶ　特別損失 868

税金等調整前四半期純利益 2,935

税金費用 847

少数株主利益 20

四半期純利益 2,068

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税金等調整前四半期純利益　 2,935

　減価償却費 3,899

　引当金の増減額 31

　営業外損益の調整額 37

　特別損益の調整額 △652

　債権債務等の増減額 66

　その他 △1,429

小計 4,889

　法人税等の支払額 △3,611

　その他 34

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,311

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　固定資産の取得による支出　 △1,738

　固定資産の売却による収入 352

　その他 1,689

投資活動によるキャッシュ・フロー 304

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　借入金・社債等の増減額 8,748

　配当金の支払額 △1,061

　その他 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,670

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 64

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 9,351

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 12,813

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 22,165

－ 3 －



（３）セグメント情報

　 【事業の種類別セグメント情報】

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

セメント
（百万円）

鉱産品
（百万円）

建材
（百万円）

光電子・
新材料
（百万円）

不動産・
その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

    売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 37,455 2,155 2,664 3,219 1,840 47,335 ― 47,335

(2）セグメント間の内部売上高 657 1,072 296 ― 1,727 3,754 △3,754 ―

計 38,112 3,228 2,960 3,220 3,567 51,089 △3,754 47,335

営業利益又は営業損失（△） 2,816 251 40 △301 418 3,224 △92 3,132

　（注）１　事業区分の方法は、当社の売上集計区分によっています。

２　各事業区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

セメント
各種セメント、生コンクリート、セメント系固化材、セメント工場における電力の供給、

原燃料リサイクル

鉱産品 石灰石他鉱産品

建材 コンクリート構造物向け補修材料、コンクリート２次製品

光電子・新材料 光通信部品及び計測機器、ＰＤＰ用フィルム及びフィルター、セラミックス製品

不動産・その他 土地建物賃貸、ＯＡ機器及び各種ソフトウェア

－ 4 －
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