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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 48,029 △6.8 115 △90.9 2 △99.8 △5 ―
21年3月期第1四半期 51,512 ― 1,277 ― 1,166 ― 365 ―

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 △0.01 ―
21年3月期第1四半期 0.87 ―

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 298,634 125,739 41.6 298.30
21年3月期 309,465 121,682 38.9 288.62

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  124,252百万円 21年3月期  120,227百万円

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  
平成22年３月期配当金額の中間・期末の内訳は未定です。 

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想） ― ― ― 4.00

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  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 99,000 △5.4 1,250 △40.0 500 △64.2 △800 ― △1.92

通期 206,000 △4.4 8,500 42.3 6,500 49.0 2,000 343.5 4.80
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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、３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、３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 
上記の予想は、平成21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、３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。 

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 無

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 427,432,175株 21年3月期  427,432,175株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,892,898株 21年3月期  10,866,768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 416,552,422株 21年3月期第1四半期 417,638,651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

当第１四半期(平成21年4～6月)におけるわが国経済は、輸出や生産においては下げ止まりの兆しが見られるものの、

企業収益は大幅に減少し、雇用情勢の悪化を背景に個人消費の減少が続くなど、引き続き厳しい状況となりました。

セメント業界におきましては、公共投資関連予算の削減等により官公需が低迷したことに加え、景気後退により民

需が減少したことから、セメント国内需要は、前年同期を12.4％下回る10,389千トンとなりました。この結果、輸出

分を含めた国内メーカーの総販売数量は、前年同期を12.2％下回る12,802千トンとなりました。

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、販売価格の改善に注力するとともに、リ

サイクル原燃料の利用拡大等による生産コストの削減にも努めました。その他の事業におきましては、既存製品の拡

販や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１四半期連結累計期間の売上高は、48,029百万円と前年同期に比べ3,483百万円の減収、経常利益

は2百万円と前年同期に比べ1,164百万円の減益となりました。また、四半期純損失につきましては、5百万円と前年同

期に比べ370百万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１四半期連結会計期間末の総資産は、298,634百万円と前連結会計年度末と比較して10,831百万円減少しました。

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11,942百万円、建設仮勘定の減少8,720百万円、投資有価証

券の増加8,195百万円です。また、負債の部における増減の主なものは、借入金及び社債の減少11,416百万円、支払手

形及び買掛金の減少3,529百万円、繰延税金負債の増加3,371百万円です。

一方、当第１四半期連結会計期間末の純資産は、125,739百万円と前連結会計年度末と比較して4,057百万円増加し

ました。増減の主なものは、その他有価証券評価差額金の増加4,865百万円です。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年5月14日発表の連結業績予想については、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

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化がないと認めら

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。

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たため、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。

（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、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（工事の進捗率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。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。　
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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 14,315 26,258

受取手形及び売掛金 38,036 42,237

有価証券 0 0

商品及び製品 8,456 7,480

仕掛品 2,272 3,006

原材料及び貯蔵品 11,347 11,580

繰延税金資産 2,082 1,533

短期貸付金 305 377

その他 2,358 2,062

貸倒引当金 △218 △230

流動資産合計 78,955 94,306

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 145,145 143,316

減価償却累計額 △92,665 △91,865

建物及び構築物（純額） 52,480 51,450

機械装置及び運搬具 354,150 346,349

減価償却累計額 △293,887 △290,459

機械装置及び運搬具（純額） 60,262 55,889

土地 39,101 39,137

建設仮勘定 7,171 15,891

その他 27,330 27,258

減価償却累計額 △15,324 △15,190

その他（純額） 12,005 12,067

有形固定資産合計 171,021 174,438

無形固定資産   

のれん 362 405

その他 5,638 5,740

無形固定資産合計 6,001 6,145

投資その他の資産   

投資有価証券 33,629 25,433

長期貸付金 1,420 1,453

繰延税金資産 1,081 1,015

その他 7,138 7,287

貸倒引当金 △613 △615

投資その他の資産合計 42,656 34,575

固定資産合計 219,678 215,159

資産合計 298,634 309,465
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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 23,958 27,487

短期借入金 32,275 33,116

1年内返済予定の長期借入金 7,624 7,613

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 378 856

繰延税金負債 14 13

賞与引当金 1,282 2,056

その他 11,800 13,758

流動負債合計 77,333 94,902

固定負債   

社債 22,000 22,000

長期借入金 54,181 54,767

繰延税金負債 8,771 5,399

退職給付引当金 835 828

役員退職慰労引当金 321 315

その他 9,450 9,570

固定負債合計 95,561 92,881

負債合計 172,894 187,783

純資産の部   

株主資本   

資本金 41,654 41,654

資本剰余金 31,084 31,084

利益剰余金 44,582 45,426

自己株式 △1,932 △1,926

株主資本合計 115,387 116,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,891 4,025

為替換算調整勘定 △26 △35

評価・換算差額等合計 8,864 3,989

少数株主持分 1,486 1,454

純資産合計 125,739 121,682

負債純資産合計 298,634 309,465

住友大阪セメント㈱　（5232）　平成22年３月期　第１四半期決算短信

－　5　－



（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 51,512 48,029

売上原価 41,346 39,649

売上総利益 10,166 8,380

販売費及び一般管理費 8,888 8,264

営業利益 1,277 115

営業外収益   

受取利息 20 24

受取配当金 370 443

持分法による投資利益 7 －

その他 232 158

営業外収益合計 629 627

営業外費用   

支払利息 545 531

持分法による投資損失 － 8

その他 194 200

営業外費用合計 740 741

経常利益 1,166 2

特別利益   

固定資産売却益 22 5

投資有価証券売却益 17 －

貸倒引当金戻入額 42 8

その他 － 0

特別利益合計 82 14

特別損失   

固定資産除却損 10 178

固定資産売却損 1 1

投資有価証券評価損 13 55

貸倒引当金繰入額 0 －

その他 0 0

特別損失合計 26 236

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（△）

1,222 △220

法人税、住民税及び事業税 612 297

法人税等調整額 222 △541

法人税等合計 834 △244

少数株主利益 22 29

四半期純利益又は四半期純損失（△） 365 △5
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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（△）

1,222 △220

減価償却費 4,787 4,852

減損損失 － 0

のれん償却額 34 42

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30 △9

受取利息及び受取配当金 △390 △468

支払利息 545 531

為替差損益（△は益） △113 6

持分法による投資損益（△は益） △7 8

有形固定資産売却損益（△は益） △20 △3

売上債権の増減額（△は増加） 333 4,203

たな卸資産の増減額（△は増加） △667 △0

仕入債務の増減額（△は減少） 31 △3,533

その他 △1,140 △1,761

小計 4,583 3,649

利息及び配当金の受取額 393 455

利息の支払額 △490 △482

法人税等の支払額 △1,031 △751

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,453 2,872

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 △2,875

固定資産の売却による収入 38 72

投資有価証券の取得による支出 △1 △13

投資有価証券の売却による収入 21 0

貸付けによる支出 △323 △97

貸付金の回収による収入 127 183

その他 △43 199

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,788 △2,531

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 △836

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 △575

社債の償還による支出 △5,000 △10,000

自己株式の売却による収入 0 1

自己株式の取得による支出 △10 △7

配当金の支払額 △1,461 △833

少数株主への配当金の支払額 △1 △6

その他 － △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,252 △12,277

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,583 △11,946

現金及び現金同等物の期首残高 22,825 25,988

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,242 14,041
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（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
（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

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
（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 38,231 1,771 3,032 3,443 1,551 48,029 － 48,029

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
668 942 489 3 1,454 3,558 △3,558 －

計 38,899 2,713 3,522 3,446 3,005 51,587 △3,558 48,029

営業利益又は営業損失（△） 145 △129 △23 △194 321 120 △4 115

　（注）１　事業区分の方法は、当社の売上集計区分によっております。

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

（※）平成21年３月末にてＰＤＰ用フィルム事業より撤退し、ＰＤＰ用フィルター事業

へ特化している。

３　会計方針の変更　

【完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更】

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、表示方法等の変更①請負工事に係る収益の計上基準の変更に記載のとおり、当第１四半期連結期間より

工事進行基準を適用しております。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。　
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【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）及び当第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）　

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計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。

【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）及び当第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）　

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。
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