
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 住友大阪セメント株式会社 上場取引所 東 大 
コード番号 5232 URL http://www.soc.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 渡邊 穰
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員総務部長 （氏名） 村松 龍司 TEL 03-5211-4505
四半期報告書提出予定日 平成21年11月10日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 95,677 △8.6 594 △71.5 △220 ― △363 ―
21年3月期第2四半期 104,698 ― 2,084 ― 1,397 ― 66 ―

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2四半期 △0.87 ―
21年3月期第2四半期 0.15 ―

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2四半期 303,129 126,300 41.1 299.37
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2四半期  124,693百万円 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  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想） ― 4.00 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

通期 199,000 △7.6 4,500 △24.7 2,500 △42.7 500 11.1 1.20
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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、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、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。 

(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 
本資料に記載されている業績の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、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2四半期 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2四半期  10,914,786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2四半期 416,539,212株 21年3月期第2四半期 417,494,479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２四半期(平成21年4～9月)のわが国経済は、政府の経済対策による個人消費の下支えや海外経済の回復を背景に、

輸出等に持ち直しの動きが見られたものの、雇用情勢が悪化するなど、依然として厳しい状況が続きました。

　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引き続き減少したことに加え、景気悪化によ

り民需も低調に推移したことから、セメント国内需要は、前年同期を14.0％下回る21,017千トンとなりました。一方、

輸出は、韓国、オセアニア、中東向け等が減少したことなどから、前年同期を0.9％下回りました。この結果、輸出分

を含めた国内セメントメーカーの総販売数量は、前年同期を11.5％下回る26,168千トンとなりました。

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、販売価格の改善に努めるとともに、補修

費等の生産コストの削減にも注力しました。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2四半期連結累計期間の売上高は、95,677百万円と前年同期に比べ9,020百万円の減収、経常損失

は220百万円と前年同期に比べ1,617百万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、363百万円と前

年同期に比べ430百万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２四半期連結会計期間末の総資産は、303,129百万円と前連結会計年度末と比較して6,336百万円減少しました。

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11,808百万円、投資有価証券の増加9,449百万円、建設仮勘

定の減少9,001百万円、機械装置及び運搬具の増加4,003百万円です。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6,693百万円、支払手形及び買掛金の減少4,772百万円、繰延税金負債の増加4,046百万円です。

　一方、当第２四半期連結会計期間末の純資産は、126,300百万円と前連結会計年度末と比較して4,618百万円増加し

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5,673百万円です。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後のわが国経済は、海外経済の回復に伴う輸出等の持ち直しの動きが見られるものの、雇用情勢の悪化、民間設

備投資の低迷が予想され、景気の先行きについては、予断を許さない状況にあると思われます。

　セメント業界におきましては、官公需が政権交代に伴う補正予算の見直し等により減少し、民需も民間設備投資と

民間住宅投資の低迷により減少すると予想されることから、内需は、低調に推移するものと思われます。

　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、国内においては、安定的な収益の確保の

ために、代替燃料の利用促進、物流の効率化等による生産・物流コストの削減に努めてまいります。また、海外にお

いては、引き続き新たな事業機会を探索してまいります。その他の事業におきましては、事業規模の拡大のために、

成長が見込まれる事業に経営資源を重点配分するほか、環境・発電事業の一層の拡大にも努めます。また、当社グルー

プの技術や経験を活かせる新たな事業にも取り組んでまいります。

　さらには、リサイクル原燃料の活用による循環型社会構築への貢献および環境負荷の低減は、当社グループにとっ

て社会的使命と考え、引き続き積極的に取り組んでいく所存であります。

　通期の業績予想については、前回予想（平成21年9月17日発表）の見直しを行い、以下の通り修正しました。

 
今回修正予想(A) 

(百万円) 
前回発表予想(B)

(百万円)
比較(A)-(B)
(百万円)

【参考】
平成21年３月期実績

(百万円)

売上高 199,000 200,000 △1,000 215,390

営業利益 4,500 4,500 － 5,973

経常利益 2,500 2,500 － 4,363

当期純利益　 500 500 － 450
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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）

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２四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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間

に着手した工事契約から、当第２四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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 14,449 26,258 

受取手形及び売掛金 38,953 42,237 

有価証券 0 0 

商品及び製品 8,315 7,480 

仕掛品 2,091 3,006 

原材料及び貯蔵品 10,582 11,580 

繰延税金資産 2,204 1,533 

短期貸付金 292 377 

その他 1,856 2,062 

貸倒引当金 △205 △230 

流動資産合計 78,541 94,306 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 147,763 143,316 

減価償却累計額 △94,035 △91,865 

建物及び構築物（純額） 53,727 51,450 

機械装置及び運搬具 357,282 346,349 

減価償却累計額 △297,389 △290,459 

機械装置及び運搬具（純額） 59,893 55,889 

土地 39,774 39,137 

建設仮勘定 6,890 15,891 

その他 31,277 27,258 

減価償却累計額 △16,188 △15,190 

その他（純額） 15,089 12,067 

有形固定資産合計 175,376 174,438 

無形固定資産   

のれん 25 405 

その他 5,477 5,740 

無形固定資産合計 5,502 6,145 

投資その他の資産   

投資有価証券 34,883 25,433 

長期貸付金 1,337 1,453 

繰延税金資産 1,083 1,015 

その他 7,028 7,287 

貸倒引当金 △624 △615 

投資その他の資産合計 43,709 34,575 

固定資産合計 224,588 215,159 

資産合計 303,129 309,465 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 22,714 27,487 

短期借入金 31,816 33,116 

1年内返済予定の長期借入金 7,895 7,613 

1年内償還予定の社債 － 10,000 

未払法人税等 660 856 

繰延税金負債 11 13 

賞与引当金 2,126 2,056 

その他 10,783 13,758 

流動負債合計 76,008 94,902 

固定負債   

社債 22,000 22,000 

長期借入金 59,092 54,767 

繰延税金負債 9,448 5,399 

退職給付引当金 904 828 

役員退職慰労引当金 252 315 

その他 9,122 9,570 

固定負債合計 100,820 92,881 

負債合計 176,828 187,783 

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 44,223 45,426 

自己株式 △1,936 △1,926 

株主資本合計 115,025 116,238 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,698 4,025 

為替換算調整勘定 △29 △35 

評価・換算差額等合計 9,668 3,989 

少数株主持分 1,606 1,454 

純資産合計 126,300 121,682 

負債純資産合計 303,129 309,465 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 104,698 95,677 

売上原価 84,303 78,251 

売上総利益 20,394 17,425 

販売費及び一般管理費 18,310 16,831 

営業利益 2,084 594 

営業外収益   

受取利息 45 44 

受取配当金 381 450 

その他 376 373 

営業外収益合計 803 868 

営業外費用   

支払利息 1,090 1,081 

持分法による投資損失 3 8 

その他 396 592 

営業外費用合計 1,491 1,683 

経常利益又は経常損失（△） 1,397 △220 

特別利益   

固定資産売却益 24 27 

投資有価証券売却益 17 56 

貸倒引当金戻入額 72 19 

その他 15 1 

特別利益合計 130 104 

特別損失   

固定資産除却損 390 460 

固定資産売却損 1 1 

投資有価証券評価損 133 55 

貸倒引当金繰入額 49 － 

減損損失 68 12 

その他 4 1 

特別損失合計 648 532 

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（△）

878 △648 

法人税、住民税及び事業税 1,009 385 

法人税等調整額 △206 △687 

法人税等合計 802 △302 

少数株主利益 9 17 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 66 △363 
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 53,185 47,648 

売上原価 42,956 38,602 

売上総利益 10,228 9,045 

販売費及び一般管理費 9,440 8,567 

営業利益 788 478 

営業外収益   

受取利息 25 20 

受取配当金 11 6 

その他 145 214 

営業外収益合計 181 241 

営業外費用   

支払利息 545 549 

持分法による投資損失 11 0 

その他 202 392 

営業外費用合計 759 942 

経常利益又は経常損失（△） 211 △222 

特別利益   

固定資産売却益 2 21 

投資有価証券売却益 － 56 

貸倒引当金戻入額 49 11 

その他 15 0 

特別利益合計 67 90 

特別損失   

固定資産除却損 380 281 

固定資産売却損 － 0 

投資有価証券評価損 120 － 

貸倒引当金繰入額 49 － 

減損損失 68 12 

その他 4 1 

特別損失合計 622 296 

税金等調整前四半期純損失（△） △343 △428 

法人税、住民税及び事業税 397 87 

法人税等調整額 △429 △145 

法人税等合計 △31 △58 

少数株主損失（△） △13 △11 

四半期純損失（△） △298 △358 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） 878 △648 

減価償却費 9,719 9,834 

減損損失 68 12 

のれん償却額 68 84 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △19 

受取利息及び受取配当金 △426 △495 

支払利息 1,090 1,081 

為替差損益（△は益） △82 120 

持分法による投資損益（△は益） 3 8 

有形固定資産売却損益（△は益） △23 △25 

売上債権の増減額（△は増加） 19 3,908 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,819 1,847 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,512 △5,491 

その他 567 △763 

小計 10,573 9,454 

利息及び配当金の受取額 420 484 

利息の支払額 △1,104 △1,119 

法人税等の支払額 △1,318 △718 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,571 8,101 

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 △11,877 △11,028 

固定資産の売却による収入 48 114 

投資有価証券の取得による支出 △14 △24 

投資有価証券の売却による収入 28 159 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 225 

貸付けによる支出 △333 △2,299 

貸付金の回収による収入 133 189 

その他 △65 349 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,080 △12,312 

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） 913 △1,296 

長期借入れによる収入 6,897 8,400 

長期借入金の返済による支出 △2,567 △3,793 

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 2 

自己株式の取得による支出 △175 △11 

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 － △35 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,394 △7,574 

現金及び現金同等物に係る換算差額 15 △24 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,888 △11,809 

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 17,937 14,178 
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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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９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 43,220 2,400 2,551 3,532 1,481 53,185 － 53,185

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,053 885 712 6 1,883 4,542 △4,542 －

計 44,273 3,286 3,263 3,539 3,364 57,727 △4,542 53,185

営業利益又は営業損失（△） 811 66 △35 △403 381 820 △31 788

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９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 37,894 1,850 2,701 3,984 1,217 47,648 － 47,648

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
759 859 655 0 1,278 3,553 △3,553 －

計 38,654 2,709 3,356 3,984 2,496 51,201 △3,553 47,648

営業利益又は営業損失（△） 568 △75 △9 △334 324 473 4 478

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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 85,010 4,657 5,535 6,257 3,237 104,698 － 104,698

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,729 1,904 1,152 6 3,569 8,363 △8,363 －

計 86,740 6,562 6,688 6,264 6,806 113,062 △8,363 104,698

営業利益又は営業損失（△） 2,024 165 △25 △917 862 2,110 △25 2,084

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９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 76,125 3,621 5,733 7,427 2,768 95,677 － 95,677

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,428 1,802 1,144 2 2,733 7,111 △7,111 －

計 77,554 5,423 6,878 7,430 5,502 102,789 △7,111 95,677

営業利益又は営業損失（△） 714 △205 △33 △528 645 594 0 594
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  （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】

４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完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更に記載のとおり、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。　

 

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

　（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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。

 

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

　（自　平成21年４月１日　至　平成21年９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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

 　(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　海外売上高は、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。　

 

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

　（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　海外売上高は、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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