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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 371,553 ― 19,364 ― 23,841 ― 15,934 ―

20年3月期第1四半期 347,245 4.6 21,387 △0.2 28,343 6.9 15,452 △1.3

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 12.53 ―

20年3月期第1四半期 12.38 ―

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 1,986,505 518,305 23.1 361.75
20年3月期 1,856,276 520,289 25.0 362.45

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  458,919百万円 20年3月期  463,255百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 8.00

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 726,000 ― 37,000 ― 43,000 ― 20,000 ― 15.75
通期 1,527,000 △8.0 84,000 △16.1 100,000 △26.5 50,000 △32.7 39.40

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４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５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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、４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
性的情報をご覧下さい。  
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。  

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  1,278,955,330株 20年3月期  1,278,955,330株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  10,361,235株 20年3月期  816,428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  1,271,781,301株 20年3月期第1四半期  1,248,273,067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

(1) 当期業績の概況

当第１四半期における世界経済は、サブプライムローン問題により米国経済が減速し、金融市場にも世界的な混

乱が生じるなか、資源、エネルギー高を背景とするインフレ懸念が強まるなど、先行きの不透明感が増しまし

た。

　当第１四半期におけるわが国経済は、米国経済の減速や、高騰を続ける原材料・燃料価格が、企業収益を悪化さ

せるなど、景気の先行きに不安を感じさせる状況となりました。

　当社グループを取り巻く事業環境につきましては、銅価格が依然として高水準で推移し、シリコン関連分野が引

き続き好調であったものの、原材料・燃料価格の上昇に加えて、セメントの国内及び米国における需要減少や、銅

の買鉱条件の悪化等により、総じて厳しい状況となりました。

　このような状況の下、当社グループは、中期経営計画「Break-through（ブレイクスルー）1000 ～1000億円企業

を目指して～」に基づき、外部環境の変化があっても、1,000億円超の連結経常利益を計上し得る安定的な収益基

盤の構築に引き続き取り組み、実施した投資の効果を早期に発現するよう図るとともに、高騰する原材料・燃料価

格に対応するため、コストダウンや販売価格の適正化に努めるなど、収益力の向上のための諸施策を実施してまい

りました。

　この結果、当社グループにおける当第１四半期の連結業績は、売上高3,715億円（前年同四半期比7.0％増）、営

業利益193億円（同9.5％減）、経常利益238億円（同15.9％減）となりました。四半期純利益は、特別損益の改善

等から、159億円（同3.1％増）となりました。

(2) 事業の種類別セグメントの概況

（セメント事業部門）

    (単位：億円) 

  前第１四半期 当第１四半期  増減（増減率）

 売上高 441 376 △65（△14.9％）

 営業利益又は営業損失（△） 23 △0 △24 （-％）

セメントは、国内では、燃料価格高騰に対応するための価格適正化努力が効果を上げたものの、公共投資の削減

等により需要が減少し、海外では、豪州・東南アジア地域の需要は好調に推移したものの、米国の需要がサブプラ

イムローン問題に端を発した住宅建設の落込みなどにより減少したことから、減収減益となりました。なお、事業

部門全体のセメント生産量は、３百万トン（前年同四半期比0.2百万トン減産）となりました。

　骨材は、主力の生コン向けを中心とした需要が、セメントと同様に公共投資の削減等により低調に推移したこと

から、減収減益となりました。

（銅事業部門）

    (単位：億円) 

  前第１四半期 当第１四半期 増減（増減率）

 売上高 1,604 1,791 187 （11.7％）

 営業利益 92 91 △0 （△1.0％）

銅地金は、買鉱条件が悪化したものの、販売数量が増加したことに加えて、銅価格が高水準に推移したことから、

増収増益となりました。なお、事業部門全体の電気銅生産量は、142千トン（前年同四半期比８千トン増産）となり

ました。

　金は、原料鉱石中の金の含有量の水準が低下したことから、減収減益となりました。

　銅加工品は、当期より三菱伸銅㈱の決算期を３月期から12月期に変更しましたが、同社の本年１月から３月まで

の業績は、当社の平成20年３月期連結決算に計上しており、当第１四半期には計上されないことから、減収減益と

なりました。

 



（加工事業部門）

    (単位：億円) 

  前第１四半期 当第１四半期 増減（増減率） 

 売上高 413 437 23 （5.8％）

 営業利益 51 53 2 （4.1％）

超硬製品は、国内向けについては、金型向けが不振であったことに加えて、自動車関連の設備投資抑制の影響に

より、需要が減少しましたが、海外向けについては、中国、インド等のＢＲＩＣｓ諸国を中心に引き続き需要が旺

盛であったことから、増収増益となりました。　

　高機能製品は、主力分野である航空機市場、ガスタービン市場及び自動車市場向け製品が堅調に推移しましたが、

原料価格高騰の影響等により、増収減益となりました。

（電子材料事業部門）

    (単位：億円) 

  前第１四半期 当第１四半期 増減（増減率）

 売上高 248 202 △45（△18.5％）

 営業利益 37 37 0 （0.3％）

機能材料は、自動車関連製品等の需要が堅調に推移しましたが、平成19年10月に金線事業を吸収分割により田中

電子工業㈱に承継させたことや、一部の半導体関連製品の販売が減少したことなどから、減収減益となりました。

　電子デバイスは、地上波デジタル放送機器及びカーアンテナ向け製品等の販売が減少したことなどから、減収減

益となりました。　

　多結晶シリコンは、300㎜シリコンウェーハを中心とした半導体市場の拡大及び太陽電池市場の活況により販売が

好調に推移したことから、増収増益となりました。

（アルミ事業部門）

    (単位：億円) 

  前第１四半期 当第１四半期 増減（増減率）

 売上高 421 448 26 （6.4％）

 営業利益 16 14 △2（△13.9％）

アルミ缶は、販売が概ね堅調に推移したことから、増収増益となりました。

  アルミ圧延・加工品は、販売金額は若干増加しましたが、税制改正に伴う耐用年数の変更により減価償却費の負

担が増加したことなどから、増収減益となりました。

（その他の事業部門）

    (単位：億円) 

  前第１四半期 当第１四半期 増減（増減率） 

 売上高 790 859 68 （8.7％）

 営業利益 8 7 △0 （△4.3％）

エネルギー関連は、燃料価格高騰の影響を受け、石炭及び石油の販売金額が増加しましたが、六ヶ所再処理施設

関連の売上高が減少したことから、増収減益となりました。

　貴金属は、金価格上昇により販売金額は増加したものの、個人消費低迷の影響により宝飾関連の販売が低調であっ

たことなどから、増収減益となりました。

　なお、原子力・エンジニアリング並びに環境・リサイクル関連部門の受注高は、204億円（前年同四半期比58億円

増加）、受注残は、441億円（同62億円増加）となりました。

 



２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は1兆9,865億円となり、前連結会計年度末比1,302億円増加しました。

これは、当第１四半期連結会計期間末よりロバートソン社（ロバートソン・レディ・ミックス社、ＲＲＭプロパティ

ズ社、ロバートソン・トランスポート社）が新たに連結子会社になった影響や銅の在庫の増加等によりたな卸資産

が増加したことなどによるものであります。

　負債の部は1兆4,681億円となり、前連結会計年度末比1,322億円増加しました。これは、短期借入金の増加や新規

連結子会社の影響等によるものであります。

　当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加や仕入債務の減少等の影

響により、500億円の支出となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

　当第１四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、ロバートソン社持分の追加取得及び設備投

資に係る支出等により、419億円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動や投資活動の結果、919億円の支出となり、この資金を借入やコマーシャルペーパーの発行により調達し

たことなどにより、当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、767億円の収入となりまし

た。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、887億円（前連結会計年度末比206億

円減少）となりました。

（注）当第１四半期より「四半期財務諸表に関する会計基準」等を適用したことにより、前年同四半期とは適用される会

計基準が異なるところがありますが、投資者の皆様のご参考になるよう、「１．連結経営成績に関する定性的情

報」については前年同四半期、「２．連結財政状態に関する定性的情報」については前連結会計年度末との比較

ベースにて記載しております。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月12日に発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想の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

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引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。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。　



(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 四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用

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 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

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正）)

が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方

法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が当該会計基準等の適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　また、これによる損益に与える影響は軽微であります。

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これにより、営業利益は26百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は3,445百万円、それぞれ減少

しております。また、期首の利益剰余金を16,310百万円減額しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。　

④ （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により、機械及び装置を中心に、主に改正後の耐

用年数を適用しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比較し、営業利益は1,153百万円、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益は1,157百万円、それぞれ減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

　また、上記のほかに当社及び一部の国内連結子会社の建物（建物附属設備は除く）の耐用年数については、

平成10年度の法人税法改正以降も、改正前の耐用年数を継続して適用しておりましたが、平成20年度の法人

税法改正を契機に近年における使用年数の実態に基づき使用可能年数を見直した結果、見直し後の使用可能

年数が改正後の耐用年数に近似したことから、当第１四半期連結会計期間より改正後の耐用年数に変更して

おります。

　この結果、従来の方法によった場合と比較し、営業利益は53百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益は88百万円、それぞれ減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。



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 89,092 109,701

受取手形及び売掛金 247,714 245,609

商品 10,082 9,276

製品 63,648 60,723

半製品 4,965 3,974

原材料 71,355 66,276

仕掛品 123,251 102,504

貯蔵品 20,221 18,369

その他 172,125 161,760

貸倒引当金 △2,806 △3,081

流動資産合計 799,651 775,115

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 214,349 222,708

土地（純額） 275,369 247,305

その他（純額） 229,578 211,054

有形固定資産合計 719,297 681,068

無形固定資産   

のれん 55,352 8,448

その他 10,692 11,484

無形固定資産合計 66,044 19,932

投資その他の資産   

投資有価証券 359,785 317,345

その他 51,851 72,987

投資損失引当金 △697 △697

貸倒引当金 △9,428 △9,475

投資その他の資産合計 401,511 380,160

固定資産合計 1,186,854 1,081,161

資産合計 1,986,505 1,856,276



（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） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 159,630 176,009

短期借入金 420,066 319,467

1年内償還予定の社債 15,000 15,000

コマーシャル・ペーパー 35,000 30,000

未払法人税等 6,511 16,861

引当金 6,320 13,307

その他 275,569 279,622

流動負債合計 918,098 850,269

固定負債   

社債 95,000 95,000

長期借入金 225,719 230,846

退職給付引当金 49,175 48,361

その他の引当金 20,592 21,158

負ののれん 3,426 3,526

その他 156,187 86,826

固定負債合計 550,101 485,718

負債合計 1,468,199 1,335,987

純資産の部   

株主資本   

資本金 119,457 119,457

資本剰余金 108,335 108,334

利益剰余金 168,310 173,669

自己株式 △5,348 △309

株主資本合計 390,754 401,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,944 29,722

繰延ヘッジ損益 3,791 3,685

土地再評価差額金 30,289 30,312

為替換算調整勘定 △19,860 △1,617

評価・換算差額等合計 68,164 62,103

少数株主持分 59,385 57,033

純資産合計 518,305 520,289

負債純資産合計 1,986,505 1,856,276



（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 371,553

売上原価 320,074

売上総利益 51,479

販売費及び一般管理費 32,115

営業利益 19,364

営業外収益  

受取利息 446

受取配当金 2,936

持分法による投資利益 4,680

その他 3,934

営業外収益合計 11,997

営業外費用  

支払利息 4,571

その他 2,949

営業外費用合計 7,520

経常利益 23,841

特別利益  

持分変動利益 1,290

固定資産売却益 639

その他 170

特別利益合計 2,100

特別損失  

環境対策費 459

投資有価証券評価損 351

その他 22

特別損失合計 833

税金等調整前四半期純利益 25,109

法人税等 7,182

少数株主利益 1,992

四半期純利益 15,934



（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 25,109

減価償却費 15,407

引当金の増減額（△は減少） △6,865

受取利息及び受取配当金 △3,383

支払利息 4,571

持分法による投資損益（△は益） △4,680

持分変動損益（△は益） △1,290

有形固定資産売却損益（△は益） △640

売上債権の増減額（△は増加） 3,279

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,630

仕入債務の増減額（△は減少） △16,182

その他 △10,909

小計 △34,214

利息及び配当金の受取額 5,502

利息の支払額 △3,790

法人税等の支払額 △17,542

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,045

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △11,978

有形固定資産の売却による収入 3,201

投資有価証券の取得による支出 △2,175

投資有価証券の売却による収入 8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△31,144

その他 138

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,949

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） 85,219

長期借入れによる収入 5,840

長期借入金の返済による支出 △5,131

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 5,000

自己株式の取得による支出 △5,047

配当金の支払額 △5,112

少数株主への配当金の支払額 △3,445

その他 △547

財務活動によるキャッシュ・フロー 76,775

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,191

現金及び現金同等物の期首残高 109,360

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

4,582

現金及び現金同等物の四半期末残高 88,751



　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

① 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
事　業

(百万円)

銅
事　業

(百万円)

加　工
事　業

(百万円)

電子材料
事　業

(百万円)

アルミ
事　業

(百万円)

その他
の事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連　結

(百万円)

売上高 37,609 179,127 43,733 20,268 44,883 85,916 411,538 △39,985 371,553

営業利益又は営業損失（△） △51 9,132 5,375 3,781 1,419 767 20,425 △1,060 19,364

（注）１．事業区分の方法は売上集計区分によっており、各事業の主要製品は次のとおりであります。

（１）セメント事業　　セメント、セメント二次製品、生コンクリート、建材
（２）銅事業　　　　　銅製錬（銅地金、金、銀、硫酸等）、銅加工製品
（３）加工事業　　　　超硬製品、高機能製品、ダイヤモンド工具
（４）電子材料事業　　機能材料、電子デバイス製品、多結晶シリコン、化成品
（５）アルミ事業　　　アルミ缶、アルミ圧延・加工品
（６）その他の事業　　原子力関連、貴金属製品、環境・リサイクル関連、不動産、エンジニアリング関連等

２．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により、機械及び装置を中心に、主に改正後の耐

用年数を適用しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比較し、各事業の営業利益の減少額は以下のとおりであります。

 

セメント
事　業

(百万円)

銅
事　業

(百万円)

加　工
事　業

(百万円)

電子材料
事　業

(百万円)

アルミ
事　業

(百万円)

その他
の事業

(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 △221 △398 △152 △39 △325 △15 △1,153 △0 △1,153

３．セメント事業における資産増加について

ロバートソン社（ロバートソン・レディ・ミックス社、ＲＲＭプロパティズ社、ロバートソン・トランス

ポート社）は、当社連結子会社である米国三菱セメント開発社による持分の追加取得が同社前期決算日後の

平成20年３月31日に完了し子会社となったことから、当第１四半期連結会計期間末より連結の範囲に含める

こととしております。

　この結果、前連結会計年度末と比べ、「セメント事業」の資産は111,871百万円増加しております。



② 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）

 
日本

(百万円)

米国

(百万円)

欧州

(百万円)

アジア

(百万円)

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 317,520 18,713 6,366 73,879 659 417,138 △45,584 371,553

営業利益 13,880 1,783 708 4,044 142 20,558 △1,193 19,364

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦及び米国以外の区分に属する主な国又は地域

(1）欧州 … ドイツ、スペイン、イギリス、フランス、オランダ 

(2）アジア … インドネシア、マレーシア、シンガポール、中国、香港、タイ

(3）その他 … オーストラリア

３．「日本」における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により、機械及び装置を中心に、主に改正後の耐

用年数を適用しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比較し、「日本」の営業利益は1,153百万円減少しております。

③ 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）

 米国 欧州 アジア その他 計

海外売上高（百万円） 17,319 10,633 77,902 2,516 108,371

連結売上高（百万円）     371,553

連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
4.7 2.9 21.0 0.7 29.2

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．米国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）欧州 … ドイツ、イギリス、スペイン、フランス

(2）アジア … インドネシア、韓国、マレーシア、シンガポール、中国、台湾、香港、タイ

(3）その他 … オーストラリア、カナダ、ブラジル

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

利益剰余金については、平成20年６月に利益剰余金から配当5,112百万円を実施しております。また、当第１四半期

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

成18年５月17日）を適用したことに伴い期首利益剰余金を16,310百万円減額しております。

　自己株式については、平成20年５月12日開催の当社取締役会決議に基づき自己株式を4,998百万円取得しております。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1) 四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19年６月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 科　目

前年同四半期
（平成20年３月期 

第１四半期) 

金　額

Ⅰ 売上高 347,245

Ⅱ 売上原価 292,767

売上総利益 54,477

Ⅲ 販売費及び一般管理費 33,090

営業利益 21,387

Ⅳ 営業外収益 (13,999)

受取利息 431

受取配当金 1,354

固定資産賃貸収益 1,420

持分法による投資利益 9,866

その他営業外収益 927

Ⅴ 営業外費用 (7,043)

支払利息 3,785

固定資産賃貸費用 1,004

固定資産除却損 1,095

その他営業外費用 1,157

経常利益 28,343

Ⅵ 特別利益 (1,307)

投資有価証券売却益 1,122

固定資産売却益 86

持分変動利益 19

その他特別利益 79

Ⅶ 特別損失 (1,970)

固定資産臨時償却 1,372

関係会社事業損失引当金繰入額 467

投資有価証券評価損 16

投資有価証券売却損 16

減損損失 3

固定資産売却損 2

その他特別損失 91

税金等調整前四半期純利益 27,680

税金費用 10,204

少数株主利益 2,023

四半期純利益 15,452



(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19年６月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前年同四半期 

 (平成20年３月期
第１四半期) 

 区　分 金　額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前四半期純利益 27,680

２ 減価償却費 14,042

３ 引当金の増加額又は減少額 △8,617

４ 受取利息及び受取配当金 △1,786

５ 支払利息 3,785

 ６ 固定資産臨時償却 1,372

７ 固定資産除売却損益 1,011

８ 減損損失 3

９ 有価証券売却損益・評価損 △1,089

10 持分変動利益 △19

11 売上債権の増加額又は減少額 2,750

12 たな卸資産の増加額 △64,790

13 金地金売却による収入 19,282

14 金地金購入による支出 △7,836

15 その他流動資産の増加額又は減少額 △10,480

16 仕入債務の増加額又は減少額 9,964

17 持分法による投資利益 △9,866

18 その他 455

 小計 △24,137

19 利息及び配当金の受取額 6,443

20 利息の支払額 △2,500

21 法人税等の支払額 △13,248

 営業活動によるキャッシュ・フロー △33,442

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有価証券の取得による支出 △24,974

２ 有価証券の売却による収入 620

３ 有形・無形固定資産の取得による支出 △16,495

４ 有形・無形固定資産の売却による収入 419

５ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式売却に
よる収入

432

６ その他 △1,484

 投資活動によるキャッシュ・フロー △41,482



 
前年同四半期 

 (平成20年３月期
第１四半期) 

 区　分 金　額

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の純増加額 40,665

２ 長期借入れによる収入 2,801

３ 長期借入金の返済による支出 △4,971

４ コマーシャルペーパーの純増加額 22,000

５ 親会社による配当金の支払額 △4,995

６ その他 △3,082

 財務活動によるキャッシュ・フロー 52,417

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △26

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 △22,534

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 67,262

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の影響額

△205

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 44,522

(3) セグメント情報

  事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日　 至 平成19年６月30日）

 
セメント
事　業

(百万円)

銅
事　業

(百万円)

加　工
事　業

(百万円)

電子材料
事　業

(百万円)

アルミ
事　業

(百万円)

その他
の事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連　結

(百万円)

売  上  高 44,169 160,403 41,352 24,862 42,194 79,052 392,034 △44,789 347,245

営 業 利 益 2,355 9,222 5,162 3,771 1,648 802 22,961 △1,574 21,387

　（注）事業区分の方法は売上集計区分によっており、各事業の主要製品は次のとおりであります。

 　　　　 (1)セメント事業　　セメント、セメント二次製品、生コンクリート、建材
 　　　　 (2)銅事業　　　　　銅製錬、銅加工製品
 　　　　 (3)加工事業　　　　超硬工具、機能部品、高性能材料、ダイヤモンド工具
 　　　　 (4)電子材料事業　　機能材料、電子デバイス製品、多結晶シリコン、化成品
 　　　　 (5)アルミ事業　　　アルミ缶、アルミ圧延・加工品
 　　　　 (6)その他の事業　　原子力関連、貴金属製品、環境・リサイクル関連、不動産、エンジニアリング関連等
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