
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月3日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 三菱マテリアル株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 5711 URL http://www.mmc.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 井手 明彦

問合せ先責任者 （役職名） 広報・ＩＲ室課長 （氏名） 鈴木 信行 TEL 03-5252-5206
四半期報告書提出予定日 平成21年8月10日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 232,046 △37.5 △7,428 ― △17,812 ― △15,853 ―

21年3月期第1四半期 371,553 ― 19,364 ― 23,841 ― 15,934 ―

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

22年3月期第1四半期 △12.50 ―

21年3月期第1四半期 12.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 1,720,624 444,102 22.3 302.70
21年3月期 1,732,003 421,934 21.0 287.44

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  383,920百万円 21年3月期  364,578百万円

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  有  

期末配当予想額は未定であります。 

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

21年3月期 ― 4.00 ― 0.00 4.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  有  
今回、第２四半期連結累計期間の業績予想を修正しました。 
なお、通期の連結業績予想につきましては、見直しを行っておりません。 

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

497,000 △36.6 △10,000 ― △34,000 ― △39,000 ― △30.75

通期 1,060,000 △25.6 11,000 △68.7 △21,000 ― △50,000 ― △39.42
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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。] 

(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．平成21年5月11日に公表いたしました連結業績予想のうち、当第2四半期累計期間について本資料において修正しております。 
２．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、５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。 

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） 22年3月期第1四半期 1,278,955,330株 21年3月期  1,278,955,330株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,651,161株 21年3月期  10,584,877株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 1,268,336,234株 21年3月期第1四半期 1,271,781,301株
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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、世界同時不況が企業収益、雇用環境、個人消費等に悪影響を及ぼすなか、各

国政府の経済対策の効果等による持ち直しの動きが一部に見られるものの、景気後退局面が続き、総じて深刻な状

況のまま推移しました。

  わが国経済は、輸出や生産の一部に下げ止まりの兆しが見られるものの、企業収益が大幅に悪化し、設備投資、

個人消費が低迷するなど、依然として厳しい状況が続きました。

  当社グループを取り巻く事業環境は、世界経済及びわが国経済の景気後退の影響を受け、自動車・半導体産業等

における需要減少及び在庫調整、セメント需要の減少、円高の進行、銅価格の下落等により、かつてない厳しい状

況で推移しました。

　このような状況の下、当社グループは、現在の世界同時不況のような深刻な需要低迷期においても安定した収益

を上げ得る企業体質へ迅速に転換し、景気回復局面においては、より高く飛躍できる事業構造を構築すべく、平成

20年12月に策定した「総合経営対策」に基づき、緊急的なコスト対策に加えて、経営資源の集中や低コスト体質の

転換のための諸施策を強力に推進しました。

　しかしながら、事業環境の一層の悪化影響を強く受け、当第１四半期の連結業績は、売上高2,320億46百万円（前

年同四半期比37.5％減）、営業損失74億28百万円（前年同期は193億64百万円の営業利益）、経常損失178億12百万

円（前年同期は238億41百万円の経常利益）、四半期純損失158億53百万円（前年同期は159億34百万円の四半期純

利益）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 376 370 △5 （△1.5％）

 営業利益又は営業損失（△） △0 1 1 （－％）

セメント事業は、国内では、民間設備投資が大幅に減少したことにより需要が低調に推移し、海外では、景気減

速の影響を受け、米国において住宅建設をはじめとする需要が全般的に落ち込むとともに、中国・豪州・東南アジ

アの各地域においても需要が低迷しました。なお、事業部門全体のセメント生産量は、2.5百万トン（前年同四半期

比0.4百万トン減産）となりました。

  事業部門全体では、前年度第１四半期末より連結子会社としたロバートソン・レディ・ミックス社の寄与があり

ましたが、売上高については、国内及び海外における需要減少の影響がこれを上回った結果、事業部門全体では、

前年同期に比べて、減収増益となりました。

（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 1,791 897 △893（△49.9％）

 営業利益又は営業損失（△） 91 △36 △127 （－％）

銅地金は、コスト削減効果があったものの、銅及び副産品の価格下落、並びに国内製錬所の操業トラブルによる

減産、減販の影響があったことなどから、減収減益となりました。なお、事業部門全体の電気銅生産量は、136千ト

ン（前年同四半期比６千トン減産）となりました。

　金は、原料鉱石中の金の含有量が増加したことから、増収増益となりました。

　銅加工品は、自動車・電子材料向け販売が大幅に減少したことなどから、減収減益となりました。

　以上の結果、事業部門全体では、前年同期に比べて、減収減益となりました。
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（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 437 201 △235（△53.9％）

 営業利益又は営業損失（△） 53 △26 △80 （－％）

超硬製品は、コスト削減効果があったものの、国内・海外向け共に、主要顧客である自動車関連を含む広範な市

場での生産調整や、流通段階での在庫調整の影響により、受注が大幅に減少したことから、減収減益となりまし

た。

　高機能製品は、自動車関連及びガスタービン市場の在庫調整や航空機メーカーの量産遅れ等の影響により、受注

が大幅に減少したことから、減収減益となりました。

　以上の結果、事業部門全体では、前年同期に比べて、減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 202 132 △70（△34.8％）

 営業利益又は営業損失（△） 37 △5 △43 （－％）

機能材料は、半導体用精密実装材料の販売が中国家電市場の特需等により好調に推移しましたが、その他半導体

関連製品の販売が減少したことから、減収減益となりました。

　電子デバイスは、家電向け製品等の販売は緩やかな回復傾向にあるものの、パソコン・携帯電話・自動車向け製

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。

　多結晶シリコン及びその関連製品は、太陽電池向け製品の販売が増加したものの、300mmシリコンウェーハを中心

とした半導体市場が在庫調整局面にあり需要が減少したことから、減収減益となりました。

　以上の結果、事業部門全体では、前年同期に比べて、減収減益となりました。

（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 448 327 △121（△27.0％）

 営業利益 14 6 △7（△55.0％）

アルミ缶は、販売がやや弱含みに推移しましたが、コスト削減効果等により、減収増益となりました。

　アルミ圧延・加工品は、コスト削減効果があったものの、自動車関連を中心とした需要が引き続き低迷したこと

から、減収減益となりました。

　以上の結果、事業部門全体では、前年同期に比べて、減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 859 785 △73 （△8.6％）

 営業利益 7 0 △7（△98.7％）

エネルギー関連は、燃料価格が下落したことに加えて、平成21年４月１日付で原子燃料部材事業の再編を実施し

たことに伴い、三菱原子燃料㈱が連結子会社から持分法適用関連会社になったことから、減収減益となりました。

　貴金属は、個人消費低迷の影響により宝飾関連の販売が減少しましたが、金地金の販売が好調であったことから、

増収増益となりました。

　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、132億円（前年同期比71億円減少）、

受注残は、290億円（同152億円減少）となりました。
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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1兆7,206億円となり、前連結会計年度末比113億円減少しました。

これは、当第１四半期連結会計期間より、三菱原子燃料㈱が連結子会社から持分法適用関連会社になったことなど

によるものであります。

　負債の部は1兆2,765億円となり、前連結会計年度末比335億円減少しました。これは、当第１四半期連結会計期間

より、三菱原子燃料㈱が連結子会社から持分法適用関連会社になったことなど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、39億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、設備投資に係る支出等により、263億円の支

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、302億円の支出となり、この資金を借入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、31億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、703億円（前連結会計年度末比274億

円減少）となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の景気の先行きにつきましては、徐々に持ち直しに転じることが期待されるものの、実体経済の冷え込みと

金融収縮の連鎖による景気後退の長期化も懸念されます。

　当社グループを取り巻く事業環境は、自動車・半導体産業等における需要減少及び在庫調整、セメント需要の減

少等が当面続き、回復には今しばらく時間を要することが予想されます。

　今後の見通しが引続き困難な状況にありますが、第１四半期の業績や、当社グループを取り巻く厳しい事業環境

を踏まえ、平成21年５月11日に公表した当第２四半期連結累計期間の予想値を以下の通り修正いたします。

　

    (単位：億円) 

  前回公表値 今回公表値 増減率

 売上高 5,150 4,970  △3.5％　　

 営業利益又は営業損失（△） 40 △100  　－　

 経常損失（△） △150 △340  　－　

 当期純損失（△） △250 △390  　－　

　また、本年度第２四半期末の配当につきましては、業績予想の下方修正を勘案し、遺憾ながら、実施を見送らせ

ていただく予定です。なお、期末の配当につきましては、現時点では引き続き未定であります。

　当社といたしましては、上期業績の大幅な下方修正を余儀なくされたことを重く受け止め、今般、「総合経営対

策」を徹底・深化させ、設備投資計画の圧縮を含めた更なる企業体質の低コスト化に取り組むとともに、今後の状

況を見極めながら必要な追加緊急対策を策定し、順次、実行に着手することとしております。

　今後は、不退転の覚悟をもって、これらの諸対策を全社員一丸となって推進し、経営基盤の強化と業績の早期回

復に努めてまいる所存であります。

 

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。
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(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完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　　 　　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、主として請負金額１億円以上かつ工期１年超の工

　　　　 事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事

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

　　     の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適

　　     用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部

         分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例

         法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

　　　     なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

　　 　②時価のあるその他有価証券評価方法の変更

　         その他有価証券のうち時価のある株式及び投資信託については、従来、四半期連結決算日の市場価格等

　　　　 に基づく時価法によっておりましたが、当四半期連結会計期間より四半期連結決算日前１ヶ月の市場価格

　　　　 等の平均に基づく時価法に変更しております。

　　　　　 この変更は、市況の短期的な変動による純資産の部への影響を排除することにより、財政状態をより適

　　　　 切に表示するために行ったものであります。

           これにより、従来の方法によった場合と比較して、投資有価証券は1,068百万円、その他有価証券評価

　　　　 差額金は645百万円、長期繰延税金負債（固定負債）は15百万円、少数株主持分は23百万円、それぞれ減

　　　　 少し、長期繰延税金資産（投資その他の資産）は383百万円増加しております。

           なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

　　　　 　また、時価が著しく下落した上記株式及び投資信託の四半期連結会計期間末の減損処理については、従

　　　　 来、四半期切放法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より四半期洗替法に変更しておりま

　　　　 す。

　　　　　 この変更は、各四半期ごとの市況の変動による影響を排除し、連結会計年度末における経営成績及び財

　　　　 政状態をより適切に表示するために行ったものであります。

           なお、これによる損益に与える影響はありません。
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 71,036 98,497 

受取手形及び売掛金 156,415 168,857 

商品及び製品 63,359 66,157 

仕掛品 79,815 72,349 

原材料及び貯蔵品 70,195 64,026 

その他 175,863 185,046 

貸倒引当金 △2,540 △2,978 

流動資産合計 614,144 651,956 

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 203,356 211,590 

土地（純額） 272,945 272,294 

その他（純額） 232,684 226,172 

有形固定資産合計 708,986 710,058 

無形固定資産   

のれん 52,244 49,495 

その他 10,078 10,101 

無形固定資産合計 62,322 59,597 

投資その他の資産   

投資有価証券 288,348 253,127 

その他 54,264 66,815 

投資損失引当金 △624 △640 

貸倒引当金 △6,816 △8,910 

投資その他の資産合計 335,171 310,391 

固定資産合計 1,106,480 1,080,046 

資産合計 1,720,624 1,732,003 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 96,995 103,784 

短期借入金 301,285 283,932 

コマーシャル・ペーパー 7,000 26,000 

未払法人税等 3,241 4,708 

引当金 5,650 9,980 

その他 279,668 307,143 

流動負債合計 693,840 735,549 

固定負債   

社債 95,000 95,000 

長期借入金 311,227 301,080 

退職給付引当金 49,973 50,376 

その他の引当金 14,385 16,496 

その他 112,095 111,565 

固定負債合計 582,681 574,518 

負債合計 1,276,522 1,310,068 

純資産の部   

株主資本   

資本金 119,457 119,457 

資本剰余金 108,286 108,287 

利益剰余金 144,091 158,542 

自己株式 △5,390 △5,371 

株主資本合計 366,445 380,915 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,702 2,120 

繰延ヘッジ損益 △4,068 △9,256 

土地再評価差額金 30,659 30,459 

為替換算調整勘定 △28,818 △39,660 

評価・換算差額等合計 17,474 △16,337 

少数株主持分 60,182 57,356 

純資産合計 444,102 421,934 

負債純資産合計 1,720,624 1,732,003 
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 371,553 232,046 

売上原価 320,074 207,902 

売上総利益 51,479 24,143 

販売費及び一般管理費 32,115 31,572 

営業利益又は営業損失（△） 19,364 △7,428 

営業外収益   

受取利息 446 151 

受取配当金 2,936 1,536 

固定資産賃貸料 1,440 1,341 

持分法による投資利益 4,680 － 

その他 2,493 784 

営業外収益合計 11,997 3,814 

営業外費用   

支払利息 4,571 3,509 

持分法による投資損失 － 7,672 

その他 2,949 3,015 

営業外費用合計 7,520 14,197 

経常利益又は経常損失（△） 23,841 △17,812 

特別利益   

持分変動利益 1,290 1,375 

固定資産売却益 639 237 

その他 170 416 

特別利益合計 2,100 2,029 

特別損失   

環境対策引当金繰入額 － 645 

事業整理損 － 550 

投資有価証券評価損 351 357 

環境対策費 459 － 

その他 22 79 

特別損失合計 833 1,632 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

25,109 △17,415 

法人税等 7,182 △1,843 

少数株主利益 1,992 282 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,934 △15,853 
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

25,109 △17,415 

減価償却費 15,407 16,198 

引当金の増減額（△は減少） △6,865 △5,878 

受取利息及び受取配当金 △3,383 △1,688 

支払利息 4,571 3,509 

持分法による投資損益（△は益） △4,680 7,672 

持分変動損益（△は益） △1,290 △1,375 

有形固定資産売却損益（△は益） △640 △288 

売上債権の増減額（△は増加） 3,279 12,718 

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,630 △14,204 

仕入債務の増減額（△は減少） △16,182 △9,805 

その他 △10,909 10,085 

小計 △34,214 △472 

利息及び配当金の受取額 5,502 2,908 

利息の支払額 △3,790 △2,860 

法人税等の支払額 △17,542 △3,505 

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,045 △3,929 

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 △16,908 

有形固定資産の売却による収入 3,201 476 

投資有価証券の取得による支出 △2,175 △639 

投資有価証券の売却による収入 8 33 

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 △7,528 

その他 138 △1,777 

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,949 △26,343 

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 21,681 

長期借入れによる収入 5,840 18,880 

長期借入金の返済による支出 △5,131 △15,420 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 5,000 △19,000 

自己株式の取得による支出 △5,047 △21 

配当金の支払額 △5,112 － 

少数株主への配当金の支払額 △3,445 △2,347 

その他 △547 △612 

財務活動によるキャッシュ・フロー 76,775 3,160 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,972 3,294 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,191 △23,818 

現金及び現金同等物の期首残高 109,360 97,780 

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 △3,654 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 67 

現金及び現金同等物の四半期末残高 88,751 70,374 

- 10 -

三菱マテリアル㈱ (5711) 平成22年３月期　第１四半期決算短信

- 10 -



 (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

〔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

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21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 37,040 89,793 20,165 13,211 32,760 78,524 271,495 △39,448 232,046

営業利益又は営業損失（△） 104 △3,652 △2,638 △563 638 10 △6,102 △1,326 △7,428

（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

 

〔所在地別セグメント情報〕

前第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

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21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 207,828 18,314 3,017 40,940 692 270,793 △38,747 232,046

営業利益又は営業損失（△） △10,002 1,350 37 985 296 △7,331 △97 △7,428

（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
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〔海外売上高〕

前第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

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年６月30日）

 米国 欧州 アジア その他 計

海外売上高（百万円） 16,472 7,442 32,569 1,568 58,053

連結売上高（百万円）     232,046

連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
7.1 3.2 14.0 0.7 25.0

（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

  該当事項はありません。
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６．その他の情報

　  （重要な後発事象）

　    重要な契約の締結について

当社は、Copper Mountain Mining Corporation（カナダ国、以下「Copper Mountain社」）との間で、シミルコ銅

鉱山を共同で再開発すること（以下「本プロジェクト」）について合意に至り、平成21年７月31日付で同社と契約

（株主間契約、株式引受契約、銅精鉱売買契約、出向契約）を締結し、カナダ国ブリティッシュコロンビア州に設

立する当社100％出資の子会社を通じて、本プロジェクトに参画することを決定しました。

　　　契約の内容

　　　　　当社は、子会社を通じて、Copper Mountain社の100％子会社で、シミルコ銅鉱山の権益を有するSimilco 

　　　  Mines Ltd.(以下「シミルコ社」)の第三者割当増資を2,385百万円(*1)で引受、シミルコ社の株式25%を取得致

　　　　します。また、当社は、本プロジェクトの資金の一部として、20,743百万円(*1)の融資のアレンジを行いま

　　　　す。

　　　　  また、シミルコ銅鉱山の操業再開後に産出される年間約15万トンの銅精鉱については、当社が全量購入致し

        ます。

　    本プロジェクト（シミルコ銅鉱山）の概要

        生産量      　精鉱量 約15万トン／年

                      銅 67万トン、金 14トン、銀 140トン

                      （予想操業期間17年間の総量）

        起業費(*1) 　 38,166百万円 

        操業開始時期　平成23年中頃を予定

　    シミルコ社概要

        会社名         Similco Mines Ltd.

        事業内容       カナダ国シミルコ銅鉱山の管理及び再開発

        本社所在地 　　ブリティッシュコロンビア州バンクーバー

        会社設立       平成18年11月１日

        代表者 　　　　Jim O’Rourke (ジム・オルーク)

        総資産(*1) 　　3,242百万円 (平成20年12月末現在)

（*1 平成21年６月末における為替レートによる円換算額を記載しております）
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