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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 145,148 △10.3 1,828 △66.3 617 △86.9 △871 ―
21年3月期第3四半期 161,897 ― 5,421 ― 4,698 ― 1,019 ―

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3四半期 △2.09 ―
21年3月期第3四半期 2.44 ―

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3四半期 306,985 124,337 40.0 294.72
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3四半期  122,754百万円 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  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

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、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 
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3四半期 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3四半期  10,928,203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3四半期 416,530,386株 21年3月期第3四半期 417,260,326株
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 当第３四半期(平成21年4～12月)のわが国経済は、主要各国の積極的な政策対応を受けて持ち直してきた感はある

ものの、国内設備投資の減少や雇用情勢の悪化などの影響を受け、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 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15.0％下回る32,661千トンとなりました。一

方、輸出は、前年同期を0.6％上回る8,445千トンとなりました。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12.2％下回る40,518千トンとなりました。 

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3四半期連結累計期間の売上高は、145,148百万円と前年同期に比べ16,748百万円の減収、経常利

益は617百万円と前年同期に比べ4,081百万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、871百万円

と前年同期に比べ1,890百万円の減益となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、306,985百万円と前連結会計年度末と比較して2,479百万円減少しまし

た。資産の部における増減の主なものは、建設仮勘定の減少12,430百万円、投資有価証券の増加7,116百万円、機械

装置及び運搬具の増加5,328百万円、現金及び預金の減少4,893百万円です。また、負債の部における増減の主なもの

は、支払手形及び買掛金の減少4,628百万円、繰延税金負債の増加2,688百万円、賞与引当金の減少1,052百万円で

す。 

 一方、当第３四半期連結会計期間末の純資産は、124,337百万円と前連結会計年度末と比較して2,655百万円増加し

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4,249百万円、利益剰余金の減少1,710百万円です。 

  

 平成21年11月5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。 

  

該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第３四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。 

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３四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。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 21,365 26,258

受取手形及び売掛金 41,788 42,237

有価証券 0 0

商品及び製品 7,155 7,480

仕掛品 3,202 3,006

原材料及び貯蔵品 9,720 11,580

繰延税金資産 2,309 1,533

短期貸付金 298 377

その他 2,331 2,062

貸倒引当金 △279 △230

流動資産合計 87,893 94,306

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 148,956 143,316

減価償却累計額 △95,247 △91,865

建物及び構築物（純額） 53,708 51,450

機械装置及び運搬具 363,070 346,349

減価償却累計額 △301,852 △290,459

機械装置及び運搬具（純額） 61,217 55,889

土地 40,169 39,137

建設仮勘定 3,461 15,891

その他 31,620 27,258

減価償却累計額 △16,353 △15,190

その他（純額） 15,267 12,067

有形固定資産合計 173,825 174,438

無形固定資産   

のれん 157 405

その他 3,997 5,740

無形固定資産合計 4,155 6,145

投資その他の資産   

投資有価証券 32,550 25,433

長期貸付金 1,369 1,453

繰延税金資産 1,052 1,015

その他 6,664 7,287

貸倒引当金 △524 △615

投資その他の資産合計 41,111 34,575

固定資産合計 219,092 215,159

資産合計 306,985 309,465
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 22,858 27,487

短期借入金 32,998 33,116

1年内返済予定の長期借入金 8,249 7,613

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 633 856

繰延税金負債 12 13

賞与引当金 1,003 2,056

その他 11,591 13,758

流動負債合計 77,348 94,902

固定負債   

社債 27,000 22,000

長期借入金 59,729 54,767

繰延税金負債 8,090 5,399

退職給付引当金 1,085 828

役員退職慰労引当金 273 315

その他 9,121 9,570

固定負債合計 105,299 92,881

負債合計 182,648 187,783

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 43,716 45,426

自己株式 △1,939 △1,926

株主資本合計 114,515 116,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,275 4,025

為替換算調整勘定 △36 △35

評価・換算差額等合計 8,238 3,989

少数株主持分 1,583 1,454

純資産合計 124,337 121,682

負債純資産合計 306,985 309,465
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 161,897 145,148

売上原価 128,967 117,616

売上総利益 32,929 27,531

販売費及び一般管理費 27,507 25,702

営業利益 5,421 1,828

営業外収益   

受取利息 73 57

受取配当金 1,254 621

持分法による投資利益 6 5

その他 435 568

営業外収益合計 1,769 1,253

営業外費用   

支払利息 1,651 1,628

その他 840 836

営業外費用合計 2,492 2,465

経常利益 4,698 617

特別利益   

固定資産売却益 181 222

投資有価証券売却益 17 314

貸倒引当金戻入額 82 25

その他 16 1

特別利益合計 297 563

特別損失   

固定資産除却損 965 569

固定資産売却損 1 2

投資有価証券評価損 1,128 87

貸倒引当金繰入額 72 －

減損損失 68 12

賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,829

その他 10 2

特別損失合計 2,248 2,503

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（△）

2,748 △1,322

法人税、住民税及び事業税 1,383 543

法人税等調整額 307 △992

法人税等合計 1,690 △449

少数株主利益又は少数株主損失（△） 38 △1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,019 △871
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 57,199 49,471

売上原価 44,664 39,365

売上総利益 12,534 10,106

販売費及び一般管理費 9,198 8,871

営業利益 3,336 1,234

営業外収益   

受取利息 28 13

受取配当金 872 171

持分法による投資利益 9 14

その他 149 236

営業外収益合計 1,060 435

営業外費用   

支払利息 560 546

為替差損 320 －

その他 215 286

営業外費用合計 1,095 832

経常利益 3,300 837

特別利益   

固定資産売却益 156 195

投資有価証券売却益 － 258

貸倒引当金戻入額 14 5

その他 0 0

特別利益合計 172 458

特別損失   

固定資産除却損 574 108

固定資産売却損 － 0

投資有価証券評価損 995 32

貸倒引当金繰入額 27 －

賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,829

その他 6 0

特別損失合計 1,603 1,970

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（△）

1,869 △674

法人税、住民税及び事業税 373 157

法人税等調整額 514 △305

法人税等合計 888 △147

少数株主利益又は少数株主損失（△） 28 △19

四半期純利益又は四半期純損失（△） 952 △507
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

2,748 △1,322

減価償却費 14,988 15,263

減損損失 68 12

賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,352

のれん償却額 103 122

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29 △6

受取利息及び受取配当金 △1,327 △679

支払利息 1,651 1,628

為替差損益（△は益） 186 91

持分法による投資損益（△は益） △6 △5

有形固定資産売却損益（△は益） △179 △220

売上債権の増減額（△は増加） △4,808 1,712

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,931 2,850

仕入債務の増減額（△は減少） 970 △5,613

その他 1,501 △246

小計 11,996 14,940

利息及び配当金の受取額 1,309 668

利息の支払額 △1,556 △1,510

法人税等の支払額 △1,843 △996

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,905 13,102

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 △16,636 △15,833

固定資産の売却による収入 232 353

投資有価証券の取得による支出 △218 △295

投資有価証券の売却による収入 38 599

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,170

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 △506 △2,304

貸付金の回収による収入 237 198

その他 △69 349

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,922 △17,878

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） 1,923 189

長期借入れによる収入 10,938 9,854

長期借入金の返済による支出 △3,206 △4,257

社債の発行による収入 － 5,000

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 41 2

自己株式の取得による支出 △232 △14

配当金の支払額 △2,295 △833

少数株主への配当金の支払額 △8 △6

その他 △40 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,120 △106

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △13
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,896 △4,895

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 17,929 21,092
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 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

  
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  47,081 2,380 3,014 3,449 1,274  57,199  － 57,199

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 794 1,116 487 8 1,574  3,981  △3,981 －

計  47,875 3,496 3,501 3,458 2,848  61,180  △3,981 57,199

営業利益又は営業損失（△）  2,997 127 83 △94 198  3,312  24 3,336

  
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  40,870 2,011 2,958 2,242 1,388  49,471  － 49,471

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 793 963 907 3 819  3,486  △3,486 －

計  41,664 2,974 3,865 2,245 2,207  52,957  △3,486 49,471

営業利益又は営業損失（△）  1,364 △15 △3 △362 268  1,250  △16 1,234

  
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  132,091 7,037 8,549 9,707 4,511  161,897  － 161,897

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,524 3,021 1,640 15 5,143  12,345  △12,345 －

計  134,615 10,058 10,190 9,722 9,655  174,242  △12,345 161,897

営業利益又は営業損失（△）  5,022 293 58 △1,011 1,061  5,423  △1 5,421

  
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  116,996 5,632 8,692 9,670 4,157  145,148  － 145,148

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,221 2,765 2,052 6 3,553  10,598  △10,598 －

計  119,218 8,398 10,744 9,676 7,710  155,747  △10,598 145,148

営業利益又は営業損失（△）  2,079 △220 △37 △890 913  1,844  △16 1,828
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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 

（※）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。  

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

  (自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

 （自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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