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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 1,119,448 △21.4 12,680 △63.9 △9,541 ― △66,555 ―
21年3月期 1,424,114 △14.2 35,134 △64.9 40,046 △70.6 6,106 △91.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △52.34 ― △18.9 △0.5 1.1
21年3月期 4.81 ― 1.5 2.2 2.5
（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △28,472百万円 21年3月期  △2,730百万円

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 1,826,420 399,095 18.7 259.93
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  341,067百万円 21年3月期  364,578百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 45,400 △88,398 25,060 76,309
21年3月期 115,272 △110,461 △7,153 97,780

2.  配当の状況 

(注)現時点では平成23年３月期の期末の配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 4.00 ― 0.00 4.00 5,073 83.2 1.2
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

620,000 26.5 12,000 ― 8,000 ― 1,000 ― 0.76

通期 1,280,000 14.3 33,000 160.2 30,000 ― 5,000 ― 3.81
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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）  有  

新規 １社（社名 三菱電線工業（株）） 
（注）詳細は７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」並びに21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の
変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 1,314,895,351株 21年3月期 1,278,955,330株
② 期末自己株式数 22年3月期 2,759,589株 21年3月期 10,584,877株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 657,982 △7.7 △9,942 ― △1,344 ― △45,883 ―
21年3月期 712,758 △22.7 6,042 △82.4 35,657 △33.5 15,033 △43.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △36.08 ―
21年3月期 11.84 ―

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 1,179,558 275,894 23.4 210.26
21年3月期 1,135,928 288,047 25.4 227.10
（参考） 自己資本 22年3月期  275,894百万円 21年3月期  288,047百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来の記述等についてのご注意） 
１．本資料に掲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「１．経営成績(1)経営成績に
関する分析」をご覧ください。 
２．平成23年３月期の期末の配当予想につきましては、今後の業績や財務状況をさらに見極める必要があり、現時点では未定であります。今後、配当予想
を決定しましたら、速やかに開示いたします。 
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（１）経営成績に関する分析 

① 当期業績の概況 

 当連結会計年度における世界経済は、上期は、中国では政府による景気対策の効果もあり、回復に向かいました

が、米国では設備投資や住宅着工が低水準で推移するなど景気後退が続きました。下期は、世界同時不況に対応す

るための各国政府による景気対策の効果や新興国市場の牽引等により、消費の持ち直しや景気の回復が鮮明となっ

てきました。 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、このような世界経済の影響を受け、上期は、失業率が過去最高水準とな

るなど厳しい状況にありましたが、在庫調整の一巡や政府による経済対策の効果等により、景気は持ち直しに向か

いました。下期は、輸出を中心に企業収益の改善が続くなど景気は回復基調となりましたが、設備投資及び個人消

費の回復の遅れなどにより、そのペースは緩やかなものとなりました。 

 当社グループを取り巻く事業環境は、上期は、世界及びわが国経済の低迷を背景に、前連結会計年度に比べセメ

ント等の需要が減少したことや為替が円高傾向で推移したことなどにより、極めて厳しい状況となりましたが、下

期は、銅価格が想定以上の水準まで上昇したことに加えて、自動車や半導体関連市場を中心に受注が回復したこと

などにより改善しました。 

 このような状況のもと、当社グループは、今回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、今後の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「総合経営対策」を策定し、設備投資の抑制、需要に応じた生産体制の採用、人員の再配置、

各般にわたるコスト削減並びに経営資源の一層の集中を強力に推進いたしました。 

 更に、平成21年８月に「総合経営対策」を徹底・深化させた追加対策を策定し、労務費の削減や購買業務の集約

等による一層の低コスト化に取り組みました。 

 しかしながら、予想を超えた外部環境の悪化による影響を克服するには至らず、当連結会計年度は、連結売上高

は１兆1,194億48百万円（前年度比21.4％減）、連結営業利益は126億80百万円（前年度比63.9％減）、連結経常損

失は95億41百万円（前年度は400億46百万円の連結経常利益）となりました。また、現在の不透明な事業環境等を踏

まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、当社個別の繰延税金資産のうち、265億円を取り崩しまし

た。これにより、連結当期純損失は665億55百万円（前年度は61億６百万円の連結当期純利益）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） 

  

 セメント事業は、国内では、住宅建設投資や民間設備投資が低迷したほか、公共投資についても政府が中期的に

計画的な抑制を図る方針としていることなどから、需要が前年度に引き続き大幅に減少しました。海外では、中国

において政府の景気対策を背景に需要が堅調でしたが、米国において金融危機と実体経済悪化の悪循環により景気

後退が深刻化し、住宅建設投資をはじめとする需要が大幅に落ち込みました。なお、事業部門全体のセメント生産

量は、11.5百万トン（前期比1.5百万トン減産）となりました。 

 事業部門全体では、コスト削減効果はあったものの、販売が減少したため、前年同期に比べて、減収減益となり

ました。 

１．経営成績

  (単位：億円) 

前期 当期 増減(増減率) 

売上高  2,009  1,644 △365 ( %) △18.2

営業利益  115  89 △26 ( %) △22.7
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（銅事業部門） 

  

 銅地金は、インドネシア・カパー・スメルティング社における増産に加えて、コスト削減効果があったものの、

副産品収益の減少及び為替が円高傾向で推移したことなどにより、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、596千トン（前期比39千トン増産）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、需要が緩やかな回復傾向にあるものの、自動車・電子材料向け製品の大幅な販売減少により、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。 

 （加工事業部門） 

   

 超硬製品は、コスト削減効果に加えて、下期は中国をはじめとする新興国の堅調な需要に支えられて受注は回復

傾向にあったものの、上期において自動車関連市場等での生産調整や在庫調整の影響により販売が大幅に減少した

ことから、減収減益となりました。 

 高機能製品は、ガスタービン市場の在庫調整等により販売が減少したものの、自動車関連市場における需要が回

復基調にあることに加えて、前年度に多額のたな卸資産評価損を計上したことやコスト削減効果があったことなど

により、減収増益となりました。 

 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） 

  

 機能材料は、台湾の半導体関連市場の回復とともに、精密実装材料等の販売が好調に推移したことから、増収増

益となりました。 

 電子デバイスは、携帯電話向け製品等の販売が低迷したものの、コスト削減効果や家電・自動車向け製品等の販

売が回復したことから、減収増益となりました。 

 多結晶シリコン及びその関連製品は、300mmシリコンウェーハを中心とした半導体向け製品の販売に回復がみられ

たものの、上期に客先在庫調整の影響を受け販売が減少したことや、下期に太陽電池向け製品の販売が減少したこ

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） 

  

 アルミ缶は、夏場の天候不順等の影響により販売が減少したものの、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、上期は自動車向け製品を中心とした販売が大幅に減少したものの、コスト削減効果に加

えて、下期は需要の回復がみられたことなどから、減収増益となりました。 

 以上の結果、事業部門全体では、前年同期に比べて、減収増益となりました。  

  (単位：億円) 

前期 当期 増減(増減率) 

売上高  6,007  5,060 △947 ( %) △15.8

営業利益  100  58 △41 ( %) △41.5

  (単位：億円) 

前期 当期 増減(増減率) 

売上高  1,460  1,010 △449 ( %) △30.8

営業利益又は営業損失（△）  42  △52 △94 ( %) －

  (単位：億円) 

前期 当期 増減(増減率) 

売上高  697  627 △69 ( %) △9.9

営業利益  85  26 △59 ( %) △69.4

  (単位：億円) 

前期 当期 増減(増減率) 

売上高  1,530  1,284 △245 ( %) △16.0

 営業利益又は営業損失(△)  △32  30 63 (   %) －
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 （その他の事業部門） 

  

 エネルギー関連は、当社子会社である三菱マテリアルエネルギー㈱（現：マテリアルエネルギー㈱）が石油・ガ

ス販売事業を譲渡したことや三菱原子燃料㈱が事業再編に伴い当社の子会社から関連会社になったことに加えて、

石炭の価格下落や販売が減少したことなどから、減収減益となりました。 

 貴金属は、金地金や宝飾関連の販売が減少したものの、コスト削減効果等により、減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、478億円（前期比281億円減）、

受注残は、156億円（同178億円減少）となりました。 

 ③ 次期（平成23年３月期）の見通し 

 今後の世界経済につきましては、各国政府による景気対策の効果が一段落することや欧州における金融・財政不

安等により景気が下振れすることが懸念されるものの、中国やインド等の新興国の内需拡大に牽引されて回復傾向

が更に確実なものとなることが予想されます。 

 今後のわが国経済につきましても同様に、雇用情勢の悪化、デフレ傾向の強まりによる需要低迷や為替相場の動

向等の景気を下押しする懸念要素があるものの、企業収益の改善が続くなかで個人消費も持ち直しをみせるなど、

「二番底」の懸念は後退し、緩やかに回復するものと見込まれます。 

 今後の当社グループを取り巻く事業環境につきましては、非鉄金属相場の変動、原燃料等の資源価格の上昇、円

高の長期化等の収益に影響を及ぼす要素について不透明感があるものの、自動車や半導体関連市場の需要が回復基

調にあり、また、成長を続ける新興国の需要が拡大することが予想されます。 

  当社は、高圧ガス保安法に基づく必要な許可を受けることなく高圧ガスの製造を行っていたとして、平成22年４

月28日に、多結晶シリコン等を製造している四日市工場の一部設備の使用を停止するよう三重県より指示を受け、

同工場の操業を一時停止することといたしました。操業再開の時期、損益への影響額等は現時点で未定であります

が、次期業績予想においては、平成22年９月末まで停止すると仮定し、売上高では約60億円、経常利益では約10億

円、純利益では約40億円の減少影響を織り込んでおります。 

 以上により、次期の連結業績につきましては、売上高は１兆2,800億円、経常利益は300億円、当期純利益は50億

円を見込んでおります。  

  

  (単位：億円) 

前期 当期 増減(増減率) 

売上高  4,024  3,146 △878 ( %) △21.8

営業利益  102  48 △53 ( %) △52.4
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（２）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末の総資産は１兆8,264億円となり、前期末比944億円増加しました。これは、当連結会計年度より

三菱電線工業㈱及び㈱ダイヤメットが新たに連結子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１兆4,273億円となり、前期末比1,172億円増加しました。これは、有利子負債の増加や当連結会計年度

より三菱電線工業㈱及び㈱ダイヤメットが新たに連結子会社になったことなどによるものであります。 

 当連結会計年度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） 

 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産や売上債権の増加等により、454億円の収入

（前期比698億円の収入減少）となりました。                               

(投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の財務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、883億円の支出（前期比

220億円の支出の減少）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、429億円の支出となり、この資金を借入や社債の発行により調達したことなどによ

り、当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、250億円の収入（前期は71億円の支出）となりまし

た。                                                  

 以上に、換算差額等による増減を加えた結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、763億円（前連

結会計年度末比214億円の減少）となりました。                              

 なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

（注３）キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象と

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、平成18年６月29日開催の第81回定時株主総会において定款を変更し、取締役会決議により剰余金の配当等

を行うこととしております。また、当社では、株主の皆様に対する利益還元は経営の最重要目的の一つであるという

認識のもと、利益配分につきましては、期間収益、内部留保、財務体質等の経営全般にわたる諸要素を総合的に判断

の上、決定する方針としております。この方針に基づき慎重に検討いたしましたが、繰延税金資産の取り崩し等によ

り当期純損失を計上したことに加えて、財務体質の改善に課題があることから、期末配当については、平成22年５月

12日開催の取締役会の決議により、実施を見送ることとさせていただきました。この結果、当事業年度は年間を通じ

て無配（前年度の配当金は１株当たり４円）となりました。 

 また、次事業年度の配当金につきましては、現時点では未定であります。 

  

  
平成18年 
３月期 

平成19年 
３月期 

平成20年 
３月期 

平成21年 
３月期 

平成22年 
３月期 

自己資本比率（％）  18.9  23.2  25.0  21.0  18.7

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
 44.7  39.3  29.8  19.6  19.3

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率 
 12.7  6.0  4.6  6.7  18.6

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 
 5.1  9.4  10.6  7.9 3.4
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 当社の企業集団は、当社、子会社174社及び関連会社60社で構成され、セメント・セメント二次製品等の製造・販

売、銅・金・銀等の製錬・加工・販売、超硬製品・高機能製品等の製造・販売、機能材料・電子デバイス製品・多結晶

シリコン等の製造・販売、飲料用アルミ缶・アルミ圧延品等の製造・販売、などを主に営んでおります。事業の系統図

は次のとおりであります。 

(注）当連結会計年度において、持分法適用関連会社から連結子会社となった三菱電線工業㈱は、特定子会社に該当することとなりました。 

 なお、最近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、「関

係会社の状況」の開示を省略します。 

  

２．企業集団の状況
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（１）グループ経営の基本方針 

 三菱マテリアルグループは、人と社会と地球のために貢献することをグループ経営の基本方針としております。資

源循環型・高度情報化社会において、素材、部品、システム、サービスの分野でトータルソリューションを提供す

る、総合力を有した複合型企業として、変革を遂げ、世界にとって必要不可欠な超一級品集団となることを目指しま

す。 

（２）目標とする経営指標、中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

 当社グループといたしましては、引き続きグループを挙げてかねてより取り組んでいる「総合経営対策」及び追加

対策に基づき、事業構造改革及び低コスト体質への転換を一層推進してまいります。特に低コスト体質化につきまし

ては、中長期的な視点に立ち、いかなる事業環境においても収益を確保できるよう、需要動向に柔軟に対応できる生

産体制の採用、人件費等の固定費圧縮、原料費・外注加工費等の変動費削減並びに製品販売価格の適正化等を推進し

てまいります。また、事故、災害等による機会損失を防止すべく、安全な職場環境を確保してまいります。 

 併せて、将来の持続的な成長及び収益の拡大のために、世界同時不況後もいち早く成長軌道に復帰し、今後も伸長

が期待される中国やインド等の新興国において事業展開を加速させてまいります。特に中国につきましては、平成22

年３月に設立した新会社において、既に展開している当社グループ各社の統括管理、調達拠点の一元化によるコスト

削減、当社製品の営業・販売等を行うことにより、当社グループの事業を強化してまいります。  

 また、当社グループが平成19年４月からの３連結会計年度を対象として策定した中期経営計画につきましては、平

成22年３月をもってその期間が満了いたしましたが、新たな中期経営計画につきましては、外部環境の変化を慎重に

見極めながら、平成22年７月以降に策定作業を開始することとしております。それまでの間、次のとおり従来の中期

経営計画の基本施策を継続して実施いたしますが、当社グループの足許の状況を踏まえ、その実施項目をより一層厳

選し、その対処の優先順位を都度見直しながら、複合経営体制を強化してまいります。 
  

  １．複合事業経営の基盤である４コア事業の拡大・強化  

    グローバルな視点で、複合経営の基盤であるセメント、銅、加工及び電子材料の４コア事業の規模を拡大し、収

益力を更に強化するため、各事業ともそれぞれが有する成長ドライバーに着目しつつ、原料から川下製品までの垂

直価値連鎖を追求することで、オンリーワン、ナンバーワン等付加価値の高い事業、製品を育成、強化し、事業基

盤をより強固にする。      

２．成長戦略の推進による進化と変革   

 当社は自動車、情報・エレクトロニクス、環境リサイクルを成長３分野と位置づけており、経営資源をこれら成

長３分野に重点的に割り当てる。また、これらの成長市場のなかでも、更に注力すべき分野の絞り込みやターゲッ

トとするべき地域・市場についての見極めを行うことにより、更なる経営資源の集中を実施し、早期の利益の実現

を図っていく。 

３．成長を支える知的資本の充実    

 職人気質を大切にした人材を育成し、技術・技能の伝承や現場力向上運動を推進する。このため、平成22年４月

に完成した当社グループの研修施設と「ものづくり・ひとづくり大学」が運営する研修制度を有効活用し、当社グ

ループの成長を支える人材を育てていく。 

４．財務体質の強化    

 既に実施した投融資については、その効果の早期発現を図るとともに、投資の厳選、投資額の圧縮や事業ポート

フォリオの見直しによる資産圧縮等の諸対策を実行し、財務体質の早期改善・強化に取り組む。 

５．ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の推進    

 当社グループを挙げて、法令遵守をはじめとするコンプライアンスの徹底、強化に一層取り組むとともに、事業

活動を通じて企業理念である「人と社会と地球のために貢献する」ことにより、社会から信頼される三菱マテリア

ルグループとなり、企業価値の更なる向上を目指すべく、ＣＳＲ活動に取り組む。 

 なお、５ページ「③次期（平成23年３月期）の見通し」に記載のとおり、四日市工場の操業を一時停止することと

いたしました。関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、当社は、この

事実を厳粛に受け止め、上述のＣＳＲ活動を一層推進して再発防止と適正な業務遂行に努めてまいります。 

３．経営方針
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  ＜４コア事業のセグメント別課題＞ 

●セメント事業部門 

 国内セメント事業につきましては、官需が公共投資関係予算の削減により大幅に減少することに加え、民需も回復

が遅れることから、販売は前年度と比べて更に減少することが予想されます。このような状況に対応するため、平成

22年４月より当社関連会社における営業所の廃止やセメントタンカーの削減等により、販売・物流体制を抜本的に見

直すとともに、減産時においても工場の操業維持を可能とするための設備の改造や、九州工場への生産集約等の最適

生産体制の確立を行っております。また、引き続きセメント販売価格の適正化、リサイクル事業の拡大等に努めるこ

とにより、収益改善を図ってまいります。 

   米国セメント事業につきましては、平成22年後半は需要が増加する見通しにありますが、前半は低迷すると予想さ

れることから、コスト削減による収益改善を進めてまいります。 

   中国セメント事業につきましては、今後も公共事業向けを中心に需要が増加する見通しにあり、特に高品質セメン

トの伸長が予想されます。このため、当社製品の品質優位性を広く周知して販売基盤を拡大・強化するとともに、販

売価格の向上にも努めてまいります。 

 

●銅事業部門 

 銅鉱石は、中国やインド等の需要増加に対して鉱山側の供給能力が不足しているため、需給は引き続き逼迫し、こ

の状態は当面続くことが見込まれます。銅相場は、世界同時不況に伴う急激な下落以前の価格帯までほぼ回復しまし

たが、価格の変動が激しく、今後の動向は依然不透明でありますので、為替や株価の動向と併せて、その推移を注視

してまいります。 

 銅加工品は、建設関連は引き続き低調ですが、自動車・電子材料向け製品は回復基調にあります。 

 このような状況のもと、銅事業部門では、引き続きエネルギーコストや固定費圧縮による損益分岐点の引き下げに

より、相場環境に左右されない強固な体質に転換してまいります。また、銅製錬においては、国内外製錬所の安定操

業に努めるとともに、他社では取り扱いが困難な廃棄物等を処理できる体制を構築することなどにより、リサイクル

事業を拡大し、廃棄物の処理料収入等を増やして収益の改善を図ってまいります。銅加工においては、技術力と開発

力を活かした合金開発を迅速に進めて販売競争力を高め、収益力の向上を図ってまいります。 

  

●加工事業部門 

 超硬製品は、国内、米国及び欧州では需要が緩やかに回復し、中国やインド等の新興国では更に需要が拡大してい

くことが予想されます。このような状況のもと、生産面においては、海外の製造拠点に製品の一部を移管することな

どにより、コスト削減及び生産体制の最適化を図ってまいります。販売面においては、国内では新設した加工技術セ

ンターを活用することにより、顧客に対する技術サービスを充実させるとともに、中国では新会社を中心とした営業

活動を強化してまいります。更に、自動車関連市場に続く柱として、エネルギー、インフラ、医療関連市場への取り

組みを積極的に進めてまいります。 

 高機能製品は、桶川製作所を分社化し、機動的な事業運営を行うことなどにより、競争力を強化してまいります。

また、固定費等のコスト削減、販売体制の強化等により、安定した収益基盤の確立に努めてまいります。 

 

●電子材料事業部門 

 機能材料は、在庫調整が一巡したことなどにより、半導体関連市場の本格的な伸長が期待され、需要が堅調に推移

することが予想されます。また、売上高に占める新製品の比率を向上させることにより、更なる収益力強化に努めて

まいります。 

 電子デバイスは、足許の需要は回復傾向にあるものの、最盛期の需要水準には至らないものと予想されます。この

ため、新製品の市場投入と合わせ、引き続き安価資材への切り替えによるコスト削減等を実施し、収益体質の強化を

図ってまいります。 

 多結晶シリコン及びその関連製品は、５ページ「③次期（平成23年３月期）の見通し」に記載のとおり、四日市工

場の操業を一時停止することとしており、その影響は未定であります。三重県をはじめとする所管官庁等のご指導の

もと、設備の改善工事等必要な対策を実施し、可能な限り早期に操業を再開できるよう努めてまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 98,497 76,989

受取手形及び売掛金 168,857 214,118

商品及び製品 66,157 61,599

仕掛品 72,349 101,687

原材料及び貯蔵品 64,026 75,768

繰延税金資産 19,046 10,995

その他 165,999 171,711

貸倒引当金 △2,978 △3,313

流動資産合計 651,956 709,556

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 165,484 167,415

機械装置及び運搬具（純額） 223,255 208,026

土地（純額） 272,294 285,565

建設仮勘定 37,773 53,382

その他（純額） 11,249 11,925

有形固定資産合計 710,058 726,315

無形固定資産   

のれん 49,495 52,749

その他 10,101 9,360

無形固定資産合計 59,597 62,110

投資その他の資産   

投資有価証券 253,127 280,916

長期貸付金 6,001 7,673

繰延税金資産 33,671 17,277

その他 27,141 31,483

投資損失引当金 △640 △2,820

貸倒引当金 △8,910 △6,092

投資その他の資産合計 310,391 328,437

固定資産合計 1,080,046 1,116,863

資産合計 1,732,003 1,826,420
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 103,784 128,986

短期借入金 283,932 294,866

1年内償還予定の社債 － 20,000

コマーシャル・ペーパー 26,000 9,000

未払法人税等 4,708 4,188

繰延税金負債 24 18

賞与引当金 9,980 9,292

預り金地金 147,980 168,908

たな卸資産処分損失引当金 826 2,084

その他 158,312 127,548

流動負債合計 735,549 764,894

固定負債   

社債 95,000 100,000

長期借入金 301,080 372,183

退職給付引当金 50,376 61,455

役員退職慰労引当金 1,558 1,402

関係会社事業損失引当金 2,372 2,652

環境対策引当金 12,564 8,170

繰延税金負債 11,361 36,336

再評価に係る繰延税金負債 40,373 39,839

その他 59,829 40,389

固定負債合計 574,518 662,430

負債合計 1,310,068 1,427,325

純資産の部   

株主資本   

資本金 119,457 119,457

資本剰余金 108,287 113,408

利益剰余金 158,542 92,802

自己株式 △5,371 △1,384

株主資本合計 380,915 324,283

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,120 23,313

繰延ヘッジ損益 △9,256 339

土地再評価差額金 30,459 31,433

為替換算調整勘定 △39,660 △38,301

評価・換算差額等合計 △16,337 16,784

少数株主持分 57,356 58,027

純資産合計 421,934 399,095

負債純資産合計 1,732,003 1,826,420
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,424,114 1,119,448

売上原価 1,251,102 982,082

売上総利益 173,011 137,366

販売費及び一般管理費 137,876 124,686

営業利益 35,134 12,680

営業外収益   

受取利息 1,309 703

受取配当金 28,591 22,375

固定資産賃貸料 5,591 5,529

その他 6,311 3,967

営業外収益合計 41,803 32,576

営業外費用   

支払利息 17,058 13,312

固定資産賃貸費用 4,226 4,194

固定資産除却損 3,599 2,825

持分法による投資損失 2,730 28,472

その他 9,275 5,994

営業外費用合計 36,891 54,798

経常利益又は経常損失（△） 40,046 △9,541

特別利益   

持分変動利益 1,290 2,459

固定資産売却益 1,915 1,612

投資有価証券売却益 516 457

貸倒引当金戻入額 459 316

その他 149 858

特別利益合計 4,332 5,703

特別損失   

事業整理損 － 7,097

減損損失 2,054 6,600

本社移転費用 － 2,610

環境対策引当金繰入額 6 654

投資有価証券評価損 11,705 403

固定資産売却損 198 130

投資有価証券売却損 26 －

その他 2,241 2,971

特別損失合計 16,232 20,467

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

28,146 △24,305

法人税、住民税及び事業税 13,883 8,670

過年度法人税等 663 －

法人税等調整額 △513 27,775

法人税等合計 14,033 36,446

少数株主利益 8,006 5,803

当期純利益又は当期純損失（△） 6,106 △66,555
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 119,457 119,457

当期末残高 119,457 119,457

資本剰余金   

前期末残高 108,334 108,287

当期変動額   

株式交換による増加 － 7,489

自己株式の処分 △46 △2,369

当期変動額合計 △46 5,120

当期末残高 108,287 113,408

利益剰余金   

前期末残高 173,669 158,542

当期変動額   

剰余金の配当 △10,186 －

当期純利益又は当期純損失（△） 6,106 △66,555

土地再評価差額金の取崩 △153 △973

実務対応報告第18号の適用に伴う減少額 △16,264 －

持分法適用関連会社増加に伴う増加額 4,999 1,594

非連結子会社合併に伴う増加額 332 280

持分法適用関連会社の連結子会社除外に伴
う増加額

113 －

持分法適用関連会社の実務対応報告第18号
の適用に伴う減少額

△74 －

連結子会社減少に伴う減少額 － △87

当期変動額合計 △15,127 △65,740

当期末残高 158,542 92,802

自己株式   

前期末残高 △309 △5,371

当期変動額   

株式交換による増加 － △3

自己株式の取得 △5,177 △51

自己株式の処分 115 4,042

当期変動額合計 △5,062 3,987

当期末残高 △5,371 △1,384

株主資本合計   

前期末残高 401,152 380,915

当期変動額   

株式交換による増加 － 7,486

剰余金の配当 △10,186 －

当期純利益又は当期純損失（△） 6,106 △66,555

土地再評価差額金の取崩 △153 △973

実務対応報告第18号の適用に伴う減少額 △16,264 －

持分法適用関連会社増加に伴う増加額 4,999 1,594
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

非連結子会社合併に伴う増加額 332 280

持分法適用関連会社の連結子会社除外に伴
う増加額

113 －

持分法適用関連会社の実務対応報告第18号
の適用に伴う減少額

△74 －

自己株式の取得 △5,177 △51

自己株式の処分 68 1,673

連結子会社減少に伴う減少額 － △87

当期変動額合計 △20,236 △56,632

当期末残高 380,915 324,283

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 29,722 2,120

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,602 21,193

当期変動額合計 △27,602 21,193

当期末残高 2,120 23,313

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 3,685 △9,256

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,942 9,596

当期変動額合計 △12,942 9,596

当期末残高 △9,256 339

土地再評価差額金   

前期末残高 30,312 30,459

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 147 973

当期変動額合計 147 973

当期末残高 30,459 31,433

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,617 △39,660

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,042 1,358

当期変動額合計 △38,042 1,358

当期末残高 △39,660 △38,301

評価・換算差額等合計   

前期末残高 62,103 △16,337

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △78,440 33,121

当期変動額合計 △78,440 33,121

当期末残高 △16,337 16,784
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 57,033 57,356

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 322 670

当期変動額合計 322 670

当期末残高 57,356 58,027

純資産合計   

前期末残高 520,289 421,934

当期変動額   

株式交換による増加 － 7,486

剰余金の配当 △10,186 －

当期純利益又は当期純損失（△） 6,106 △66,555

土地再評価差額金の取崩 △153 △973

実務対応報告第18号の適用に伴う減少額 △16,264 －

持分法適用関連会社増加に伴う増加額 4,999 1,594

非連結子会社合併に伴う増加額 332 280

持分法適用関連会社の連結子会社除外に伴う
増加額

113 －

持分法適用関連会社の実務対応報告第18号の
適用に伴う減少額

△74 －

自己株式の取得 △5,177 △51

自己株式の処分 68 1,673

連結子会社減少に伴う減少額 － △87

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △78,117 33,792

当期変動額合計 △98,354 △22,839

当期末残高 421,934 399,095
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

28,146 △24,305

減価償却費 69,261 66,796

のれん償却額 3,133 3,407

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,100 464

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

1,980 1,093

投資損失引当金の増減額（△は減少） △57 259

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） △16 398

環境対策引当金の増減額（△は減少） △4,307 △4,394

受取利息及び受取配当金 △29,900 △23,079

支払利息 17,058 13,312

有形固定資産売却損益（△は益） △1,727 △1,679

固定資産除却損 3,599 2,825

減損損失 2,054 6,600

投資有価証券売却損益（△は益） △487 △464

投資有価証券評価損益（△は益） 11,707 403

持分変動損益（△は益） △1,290 △2,459

売上債権の増減額（△は増加） 78,390 △24,284

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,557 △31,199

金地金売却による収入 54,991 53,956

金地金購入による支出 △56,561 △47,408

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11,962 16,926

仕入債務の増減額（△は減少） △68,614 11,839

未払費用の増減額（△は減少） 1,307 △9,470

その他の流動負債の増減額（△は減少） △13,030 △6,641

その他の固定負債の増減額（△は減少） △2,027 3,809

持分法による投資損益（△は益） 2,730 28,472

その他 △1,504 3,562

小計 132,532 38,740

利息及び配当金の受取額 34,956 24,805

利息の支払額 △14,609 △13,463

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △37,607 △4,681

営業活動によるキャッシュ・フロー 115,272 45,400
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,962 △8,374

投資有価証券の売却による収入 1,433 3,711

貸付けによる支出 △3,390 △5,166

貸付金の回収による収入 2,798 5,219

有形固定資産の取得による支出 △65,010 △68,645

有形固定資産の売却による収入 5,292 4,529

無形固定資産の取得による支出 △1,087 △539

子会社株式の取得による支出 △4,423 △1,584

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△43,613 △24,958

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 7,544

その他 △497 △132

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,461 △88,398

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） △28,409 △16,063

長期借入れによる収入 142,700 146,538

長期借入金の返済による支出 △87,768 △103,530

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △4,000 △17,000

社債の償還による支出 △15,000 －

社債の発行による収入 － 25,000

配当金の支払額 △10,186 －

自己株式の取得による支出 △5,177 △51

少数株主への配当金の支払額 △11,143 △6,736

少数株主からの払込みによる収入 13,867 －

その他 △2,035 △3,096

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,153 25,060

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,231 △168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,573 △18,106

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 411 288

現金及び現金同等物の期末残高 97,780 76,309
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 該当事項はありません。  

   

① 連結の範囲に関する事項 

a) 連結子会社数   90社 

 ＭＭカッパー社、ＭＭＵＫインベストメント社は新規設立により、前連結会計年度まで持分法適用関連会社で

あった㈱ダイヤメット（旧三菱マテリアルＰＭＧ㈱）、㈱ピーエムテクノ、ダイヤメット・クラン社（旧ＰＭＧ

クラン社）は、プランゼー・ホールディング社との焼結部品に関する合弁事業を解消し、当社が日本及びマレー

シアの事業を引き継いだため、同じく持分法適用関連会社であった三菱電線工業㈱は、株式交換により完全子会

社となったため、同社の子会社である三菱電線工業販売㈱、菱星システム㈱を含めて、それぞれ連結の範囲に含

めることとしました。 

 また、立花アルミ加工㈱、㈱エムエーファブテックは清算を結了したため、ゴールド・ハウス・インターナシ

ョナル㈱、日本ダイヤモンド㈱は持分の全部を売却したため、三菱原子燃料㈱は新株発行により当社持分比率が

減少し連結子会社から持分法適用関連会社となったため、㈱エヌ・エフ・ティ・エスは同社の親会社である三菱

原子燃料㈱が持分法適用関連会社となったため、それぞれ連結の範囲から除外しております。 

 なお、㈱ジェムコは三菱マテリアル電子化成㈱に、三菱マテリアルエネルギー㈱はマテリアルエネルギー㈱に

社名を変更しております。 

b) 非連結子会社数  84社 

 非連結子会社84社については、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。 

② 持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社84社については、持分法を適用しておりません。また、関連会社60社のうち、19社に対する投資に

ついては、持分法を適用しております。 

 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

 なお、上記「①連結の範囲に関する事項 a）連結子会社数」に記載のとおり、当連結会計年度より、㈱ダイヤメ

ット（旧三菱マテリアルＰＭＧ㈱）、㈱ピーエムテクノ、ダイヤメット・クラン社（旧ＰＭＧクラン社）、三菱電

線工業㈱は、持分法適用関連会社から連結子会社へ、三菱原子燃料㈱は連結子会社から持分法適用関連会社となっ

ております。 

 また、エヌエムセメント㈱は重要性が増したため、シミルコ マインズ社はＭＭカッパー社を通じて第三社割当

増資を引受けたため、三菱電線工業㈱の関連会社である㈱エクシム、㈱フジクラ・ダイヤケーブルは三菱電線工業

㈱が連結子会社となったため、当連結会計年度より持分法適用関連会社に含めており、ダイヤ機械㈱、㈱ＵＭＣＲ

（旧㈱宇部三菱セメント研究所）は清算を結了したため、三菱マテリアル プランゼー グローバル シンター 

ホールディング社、ＰＭＧアストゥリアス社、ＰＭＧインディアナ社、ＰＭＧオハイオ社、ＰＭＧ上海社、ＰＭＧ

上海（奉賢）社、ＰＭＧヒュッセン社、ＰＭＧペンシルバニア社、ＰＭＧポルメタサ社は、プランゼー・ホールデ

ィング社との焼結部品に関する合弁事業を解消し、プランゼー・ホールディング社が欧州・米国及び中国の事業を

引き継いだため、持分法適用関連会社から除外しております。  

（のれん及び負ののれん相当額の処理） 

 持分法適用の結果生じたのれん及び負ののれん相当額については、５年間で均等償却しておりますが、金額が僅

少な場合には、発生年度に全額償却しております。なお、㈱ＳＵＭＣＯ及びシミルコ マインズ社に係るのれん相

当額については20年間で均等償却しております。 

③ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社は40社でありますが、連結財務諸表の作成にあたっては、連結

決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

 その主な連結子会社は以下のとおりであります。 

  決算日     12月31日   インドネシア・カパー・スメルティング社、米国三菱セメント開発社、 

                 米国三菱セメント社、三菱伸銅㈱ほか33社 

          2月28日   ㈱ダイヤメット、ダイヤメット・クラン社、㈱ピーエムテクノ  

(５)継続企業の前提に関する注記

(６)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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④ 会計処理基準に関する事項 

a) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ) 有価証券 

・ 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法（持分法を適用しているものを除く） 

・ その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日前１か月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

（会計方針の変更） 

 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、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、当連結会計年度より連結決算日前１か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、繰延税金資産（投資その他の資産）は2,588百万円、

繰延税金負債（固定負債）は30百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金は4,081百万円、投資有

価証券は6,768百万円、少数株主持分は16百万円それぞれ減少しております。 

 なお、当連結会計年度の投資有価証券評価損及び税金等調整前当期純損失は112百万円それぞれ増加して

おります。 

 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、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。 

これにより、従来の方法によった場合と比較して、繰延税金資産（投資その他の資産）は３百万円増加

し、繰延税金負債（固定負債）は1,207百万円、その他有価証券評価差額金は1,771百万円、少数株主持分

は０百万円それぞれ減少しております。 

なお、当連結会計年度の投資有価証券評価損及び税金等調整前当期純損失は2,982百万円それぞれ減少

しております。 

これらの変更による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。  

  

ロ) たな卸資産 

 評価基準は主として原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、評価方法は製錬地金資産につい

ては主として先入先出法、その他のたな卸資産については主として総平均法を採用しております。 

  

 ハ）デリバティブ取引 

時価法 

b) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ) 有形固定資産（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を除く） 

定率法及び定額法 

ただし、構築物のうち坑道、土地のうち鉱業用地及び原料地は生産高比例法。 

  

ロ) 無形固定資産（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を除く） 

定額法 

ただし、鉱業権は生産高比例法。 

  

ハ) リース資産(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) 

 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、リース取引会計基準の改正適用初年度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、通常の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す。 
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c) 重要な引当金の計上基準 

イ) 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

ロ) 投資損失引当金 

 関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して関係会社株式等について必

要額を計上しております。 

ハ) 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に充てるため、主として将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担とす

べき額を計上しております。 

  

ニ）たな卸資産処分損失引当金 

 今後発生が見込まれる、たな卸資産の処分に係る損失に備えるため、損失見込額を計上しております。

  

ホ) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

 なお、連結子会社の過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（主として10年）による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成

20年７月31日）を適用しております。 

 なお、これによる損益及び退職給付債務の差額の未処理残高に与える影響はありません。  

ヘ) 役員退職慰労引当金 

 一部の連結子会社は、役員の退任により支給する役員退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末退職

慰労金要支給額を計上しております。 

ト) 関係会社事業損失引当金 

 関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び貸付金等債権を超えて当社又は連

結子会社が負担することとなる損失見込額を計上しております。 

チ) 環境対策引当金 

 廃棄物処理に係る損失に備えるため、また、大宮総合整備センター（旧総合研究所、埼玉県さいたま

市）、カイハツボード㈱（現会津大建工業㈱、福島県会津若松市）敷地内及び秋田県鹿角地区における土

壌汚染につき、今後発生が見込まれる汚染土壌処理に係る損失に備えるため、支払見込額を計上しており

ます。 
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d) 重要なヘッジ会計の方法 

イ) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。 

 なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。 

ロ) ヘッジ手段、ヘッジ対象とヘッジ方針 

・ 外貨建取引の為替レート変動リスクを回避する目的で、為替予約取引、通貨スワップ取引を実施してお

ります。  

・ 非鉄金属たな卸資産の商品価格変動リスクを回避する目的で、商品先渡取引、商品価格スワップ取引を

実施しているほか、将来販売先に引き渡される非鉄金属商品の価格を先物価格で契約した時に生じる商品価

格変動リスクを回避する目的で商品先渡取引を実施しております。 

・ 借入金の金利変動に伴うリスクを回避し、資金調達コストを低減する目的で、金利スワップ取引を実施

しております。 

ハ) ヘッジ有効性評価の方法 

 原則的に、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ対象物の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較して、有効

性の評価を行っております。 

 更に、非鉄金属先渡取引に関しては、毎月、ヘッジ対象物とヘッジ取引の取引量が一致するように管理

し、期末決算時においては予定していた損益、キャッシュ・フローが確保されたか否かを検証し、有効性

を確認しております。 

e) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

⑤ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

  

⑥ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

  のれん及び負ののれんの償却については５年間の均等償却を行っておりますが、金額が僅少な場合には発生年

度に全額を償却しております。なお、三菱電線工業㈱に係るのれんについては10年間で、ロバートソン・レデ

ィ・ミックス社、ＲＲＭプロパティズ社及びロバートソン・トランスポート社に係るのれんについては20年間で

均等償却しております。 

⑦ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に満期

日または償還期限の到来する短期投資からなっております。 

   完成工事高及び完成工事原価の計上基準  

  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、当連結会計年度より、「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）を適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当

連結会計年度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。 

(７)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
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(８)連結財務諸表に関する注記事項

① 連結貸借対照表関係

    ＜前連結会計年度＞ ＜当連結会計年度＞   

a) 有形固定資産の減価償却累計額 1,062,770百万円 1,127,449百万円   

  

b) 担保に供している資産 

  現金及び預金 13,215百万円   13,379百万円    

  受取手形及び売掛金 2,005  12,343    

  商品及び製品 895  2,584    

  仕掛品 9,827  26,877    

  原材料及び貯蔵品 2,828  3,738    

  有形固定資産 87,190  100,642    

  投資有価証券 247  2,676    

  ＜対応債務＞ 

  短期借入金 13,566百万円 32,228百万円   

  長期借入金 41,105  46,500    

  （内、１年以内返済予定） (7,557)  (7,270)   

  その他債務 2,969  2,956    

  

c) 保証債務等 

  債務保証  33,640百万円 18,741百万円    

  （実質保証額） (29,163) (18,741)   

d) 遡及義務 

  受取手形割引高 406百万円  210百万円   

  受取手形裏書譲渡高 47  48   

  債権流動化による遡及義務 8,659  10,031   
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e) 土地の再評価 

  

 当社及び連結子会社２社において、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公

布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に、これを控除した金額のうち当社持分相当額

を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。  

  再評価の方法 

  

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３

号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出する方法としましたが、一部に

ついては第４号に定める路線価に合理的な調整を行って算出する方法及び第５号に定める

不動産鑑定士による鑑定評価額による方法を採用しております。 

  当社 

  
再評価を行った年月日  四日市工場  平成12年３月31日 

            上記以外   平成14年３月31日 

  再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 

  △21,992百万円   

  連結子会社２社 

  再評価を行った年月日 平成12年３月31日 

  再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 

  △5,385百万円   

② 連結損益計算書関係

a) 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額 

  ＜前連結会計年度＞  ＜当連結会計年度＞   

運賃諸掛  25,583百万円 23,933百万円   

減価償却費  2,469  2,293    

退職給付費用  3,572  4,677    

役員退職慰労引当金繰入額  618  504    

賞与引当金繰入額  7,371  5,973    

給与手当  29,417  29,597    

賃借料  6,540  5,958    

研究開発費  11,852  10,897    

b) 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額  

  売上原価 △2,071百万円       

c) 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額  

  204百万円       

d）事業整理損は、主として焼結部品に関する合弁事業の解消に伴う損失であります。 
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e）減損損失 

（資産のグルーピングの方法） 

 当社グループは、事業の種類別セグメントを基礎に、主として製品群別を単位として資産をグルーピングして

おります。また、遊休資産等については、個々の資産単位で区分しております。 

  

（減損損失の認識に至った経緯） 

 当連結会計年度において、事業用資産のうち、製品等の市場価格等の下落等により収益性が著しく悪化してい

る資産グループについて、また、遊休資産等のうち、市場価格の下落等により回収可能価額が帳簿価額を下回る

ものについて、それぞれ帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（6,600百万円）として特

別損失に計上しております。 

（減損損失を認識した資産グループの概要） 

  
用途 場所 種類  減損損失 

  

  セメント事業用資産 茨城県下妻市 他 土地及び建物等 50百万円 

  加工事業用資産 福島県いわき市 他 建物及び機械装置等 388百万円 

  電子材料事業用資産 埼玉県秩父郡 機械装置等 291百万円 

  その他の事業用資産 北海道札幌市 他 機械装置及び鉱業権等 563百万円 

  賃貸用資産 大阪府大阪市 他 土地及び建物等 3,204百万円 

  遊休資産 兵庫県加古川市 他 土地及び建物等 2,103百万円 

  合計     6,600百万円 

※勘定科目毎の減損損失の内訳 

 建物2,036百万円、機械装置987百万円、土地2,724百万円、鉱業権216百万円、その他635百万円 

  

（回収可能価額の算定方法）  

 減損損失の測定における回収可能価額は、事業用資産については使用価値を使用し、将来キャッシュ・フロー

を主として5.0％で割り引いて算定しております。 

 また、遊休資産等については、正味売却価額を使用し、その時価の重要性が高いものについては不動産鑑定評

価額、それ以外のものについては固定資産税評価額等から算出しております。 

  

 なお、セグメントに与える影響は当該箇所に記載しております。  
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③ 連結株主資本等変動計算書関係

  a) 発行済株式に関する事項  

  株式の種類  前連結会計年度末  増加  減少 当連結会計年度末    

  普通株式(株) 1,278,955,330 35,940,021 － 1,314,895,351 

  (変動事由の概要) 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。  

   株式交換による増加  35,940,021株

    

  b) 自己株式に関する事項  

  株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

  普通株式(株) 10,584,877 198,867 8,024,155 2,759,589   

  (変動事由の概要) 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。  

   単元未満株式の買取による増加   188,684株

   株式交換による増加 10,183株

    

  減少数の内訳は、次のとおりであります。  

   単元未満株式の買増請求による減少 26,904株

   株式交換による減少 7,997,251株

    

  c) 配当に関する事項  

   イ）配当金支払額  

     該当事項はありません。 

                

   ロ）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの   

     該当事項はありません。          
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書関係

a）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係   

     ＜前連結会計年度＞  ＜当連結会計年度＞ 

  現金及び預金勘定  98,497百万円 76,989百万円   

  預入期間が３か月を超える定期預金 △539  △444   

  拘束性預金 △176  △235   

  現金及び現金同等物   97,780  76,309   

b）株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 
  
 株式の取得により持分法適用関連会社であった㈱ダイヤメット（旧三菱マテリアルＰＭＧ㈱）、㈱ピーエムテ

クノ（㈱ダイヤメットの子会社）、ダイヤメット・クラン社（旧ＰＭＧクラン社）が新たに連結子会社となった

ことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該株式の取得価額と取得のための支出（純額）との関係は

以下のとおりです。 

  

  
c) 重要な非資金取引の内容 

イ）株式の取得により持分法適用関連会社であった三菱電線工業㈱及び同社の子会社である三菱電線工業販売 

   ㈱、菱星システム㈱が新たに連結子会社となったことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳は以下のとお 

  りです。  

  

  

  流動資産 8,977百万円   

  固定資産 11,297   

  流動負債 △14,883   

  固定負債  △1,185   

  負ののれん    △389   

  取得した株式の評価額  3,815   

  取得した連結子会社が所有する連結子会社株式 △312   

  株式の取得価額  3,503   

  被買収会社の現金及び現金同等物  △1,081   

  差引：取得による支出   2,422   

  

  流動資産 47,156百万円    

  固定資産 39,003    

  のれん  5,934    

  資産合計 92,095    

  流動負債 59,454    

  固定負債  22,494    

  負債合計  81,949    

 なお、流動資産には、連結開始時の現金及び現金同等物7,696百万円が含まれており、 

「連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による収入」に計上しております。 
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ロ）三菱電線工業㈱との株式交換 
  

  

  

  

  新株の発行による資本剰余金増加額 7,489百万円   

  新株の発行による自己株式の増加額 3   

  自己株式の処分による資本剰余金の増加額 2,361   

  自己株式の処分による自己株式の減少額 4,028   
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 (前連結会計年度) 

（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. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた基礎的試験研究費、親会社の管理部門にかかわる費用等の配賦

不能営業費用の金額は6,410百万円であります。 

３. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は238,358百万円であり、その主なものは基礎的 

試験研究に係る資産、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。  

４. 有形固定資産の耐用年数の変更について 

 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、各事業の営業費用、営業利益、資産、減価償却費の増加額ま

たは減少額は以下のとおりであります。  

⑤ セグメント情報

ａ）事業の種類別セグメント情報

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31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）

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
                    

売上高                     

(1）外部顧客に対

する売上高 
 198,701  530,420  128,153 65,968 151,742 349,127 1,424,114   1,424,114

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 2,243  70,320  17,877 3,734 1,290 53,371 148,838  △148,838 －

計  200,945  600,740  146,031 69,703 153,032 402,499 1,572,952  △148,838 1,424,114

営業費用  189,401  590,717  141,785 61,177 156,286 392,293 1,531,661  △142,681 1,388,979

営業利益又は 

営業損失(△) 
 11,543  10,023  4,246 8,525 △3,253 10,205 41,291  △6,156 35,134

Ⅱ 資産、減価償却

費及び資本的支

出 
                    

資産  338,906  367,561  152,164 194,472 153,831 312,395 1,519,333  212,669 1,732,003

減価償却費  15,825  19,665  10,269 6,659 9,596 4,174 66,190  3,071 69,261

資本的支出  12,750  16,906  10,031 17,544 8,617 4,953 70,803  3,448 74,252

  
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）

営業費用  1,101  2,466  663 158 1,288 58 5,736  3 5,739

営業利益  △1,101  △2,466  △663 △158 △1,288 △58 △5,736  △3 △5,739

資産  △1,121  △2,487  △663 △158 △1,288 △58 △5,778  △4 △5,783

減価償却費   1,121  2,487  663 158 1,288 58 5,778  4 5,783
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 ５. 「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 

 当連結会計年度より「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。 

 この結果、従来の方法と比較し、各事業の営業費用、営業利益、資産、減価償却費の増加額または減少額は

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）

営業費用  2,013  △1,009  34 － － － 1,038  － 1,038

営業利益  △2,013  1,009  △34 － － － △1,038  － △1,038

資産  △4,342  △4,043  △280 － － － △8,666  － △8,666

減価償却費   －  977  53 － － － 1,030  － 1,030
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 (当連結会計年度) 

（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. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた基礎的試験研究費、親会社の管理部門にかかわる費用等の配賦

不能営業費用の金額は7,999百万円であります。 

３. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は194,644百万円であり、その主なものは基礎的 

試験研究に係る資産、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。  

４. 時価のあるその他有価証券評価方法の変更について 

 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、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、当連結会計年度より連結決算日前１か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。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較し、各事業の資産の増加額または減少額は以下のとおりでありま

す。  

  
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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）

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
                    

売上高                     

(1）外部顧客に対

する売上高 
 163,084  421,938  84,351 57,826 127,037 265,209 1,119,448   1,119,448

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1,348  84,097  16,718 4,959 1,438 49,483 158,045  △158,045 －

計  164,432  506,035  101,070 62,786 128,475 314,692 1,277,493  △158,045 1,119,448

営業費用  155,504  500,174  106,281 60,177 125,427 309,833 1,257,399  △150,631 1,106,768

営業利益又は 

営業損失(△) 
 8,928  5,860  △5,211 2,608 3,048 4,859 20,094  △7,413 12,680

Ⅱ 資産、減価償却

費及び資本的支

出 
                    

資産  338,365  516,672  153,099 182,530 150,292 329,302 1,670,262  156,157 1,826,420

減価償却費  15,213  19,958  9,156 6,680 9,271 3,097 63,377  3,418 66,796

資本的支出  9,038  15,738  4,322 22,622 7,371 2,031 61,124  5,554 66,679

  
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）

資産  △39  △84  △7 △0 △33 △1,789 △1,954  △2,225 △4,180
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      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、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。 

      この結果、従来の方法と比較し、「銅事業」の資産が３百万円増加しております。 

 ５.減損損失について 

 当連結会計年度において6,600百万円の減損損失を特別損失に計上しております。この結果、各事業の資産

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）

資産  △1,078  △206  △774 △509 △442 △894 △3,905  △2,694 △6,600
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(前連結会計年度)  

 （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. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた基礎的試験研究費、親会社の管理部門にかかわる費用等の配

賦不能営業費用の金額は6,410百万円であります。  

４. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は238,358百万円であり、その主なものは基礎的

試験研究に係る資産、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

５. 有形固定資産の耐用年数の変更について 

 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」の営業費用は5,736百万円増加、営業利益は5,736

百万円減少、資産は5,778百万円減少、「消去又は全社」の営業費用は３百万円増加、営業利益は３百万円

減少、資産は４百万円減少しております。 

６. 「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 

 当連結会計年度より「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。 

 この結果、従来の方法と比較し、各所在地の営業費用、営業利益、資産の増加額または減少額は以下のと

おりであります。 

ｂ）所在地別セグメント情報

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31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） 

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
                

売上高                 

(1）外部顧客に対

する売上高 
1,167,986  97,369 22,234 132,507 4,015  1,424,114   1,424,114

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

26,715  8,248 268 121,596 －  156,829  △156,829 －

計 1,194,702  105,618 22,502 254,104 4,015  1,580,943  △156,829 1,424,114

営業費用 1,178,513  93,262 20,230 245,443 2,300  1,539,751  △150,771 1,388,979

営業利益 16,188  12,355 2,272 8,661 1,714  41,192  △6,058 35,134

Ⅱ 資産 1,310,092  182,221 20,308 96,730 3,742  1,613,096  118,906 1,732,003

  
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） 

営業費用 －  2,013 83 △1,058 －  1,038  － 1,038

営業利益 －  △2,013 △83 1,058 －  △1,038  － △1,038

  資産 －  △4,342 △8,938 4,614 －  △8,666  － △8,666
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(当連結会計年度)  

 （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. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた基礎的試験研究費、親会社の管理部門にかかわる費用等の配

賦不能営業費用の金額は7,999百万円であります。  

４. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は194,644百万円であり、その主なものは基礎的

試験研究に係る資産、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

５. 時価のあるその他有価証券評価方法の変更について 

 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、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、当連結会計年度より連結決算日前１か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。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較し、「日本」の資産は1,954百万円、「消去又は全社」の資産

は2,225百万円それぞれ減少しております。 

   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、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。 

   この結果、従来の方法によった場合と比較し、「日本」の資産は３百万円増加しております。 

  

  
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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） 

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
                

売上高                 

(1）外部顧客に対

する売上高 
969,830  69,464 11,638 65,888 2,626  1,119,448   1,119,448

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

17,245  4,324 26 189,315 －  210,911  △210,911 －

計 987,076  73,789 11,664 255,203 2,626  1,330,360  △210,911 1,119,448

営業費用 979,819  68,893 11,602 248,977 1,942  1,311,236  △204,467 1,106,768

営業利益 7,256  4,895 61 6,226 683  19,124  △6,444 12,680

Ⅱ 資産 1,418,739  145,307 17,012 132,753 5,825  1,719,638  106,781 1,826,420
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 （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。 

 （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。 

ｃ）海外売上高

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  米国 欧州 アジア その他 計 

海外売上高（百万円）  99,597  44,960  269,104  7,688  421,351

連結売上高（百万円）          1,424,114

連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 7.0  3.2  18.9  0.5  29.6

  
当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  米国 欧州 アジア その他 計 

海外売上高（百万円）  68,768  54,012  263,141  7,867  393,790

連結売上高（百万円）          1,119,448

連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 6.1  4.8  23.5  0.7  35.2
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 四日市工場の操業一時停止について 

  当社は、四日市工場において、高圧ガス保安法に基づく必要な許可を受けることなく高圧ガスの製造を行ってい

たとして、平成22年４月28日に、一部設備の使用を停止するよう三重県より指示を受けました。これを受け、当社

は、直ちに同工場の操業を一時停止することといたしました。今後は、三重県をはじめとする所管官庁等のご指 

導のもと、同工場において必要な設備の改善工事を実施し、可能な限り早期に操業再開が認められるよう努めてま

いります。 

  なお、当連結会計年度における同工場の経営成績は次のとおりであります。 

  売上高 : 17,133百万円  

  営業利益 : 1,484百万円  

  多結晶シリコンの生産数量 : 1,805トン 

 （開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業結合

等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略しております。 

⑥ １株当たり情報

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 287.44

１株当たり当期純利益金額 円 4.81

１株当たり純資産額 円 259.93

１株当たり当期純損失金額(△) 円 △52.34

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額

については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額 
    

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円)  6,106  △66,555

普通株主に帰属しない金額(百万円) －   － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失(△)(百万円) 
 6,106  △66,555

期中平均株式数(千株)  1,269,975  1,271,657

⑦ 重要な後発事象
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 46,033 15,464

受取手形 2,830 3,769

売掛金 52,328 78,745

商品及び製品 27,280 24,268

仕掛品 28,905 34,962

原材料及び貯蔵品 24,672 29,893

前渡金 4,282 7,709

前払費用 691 709

短期貸付金 3,203 2,238

未収入金 11,304 9,131

未収還付法人税等 5,727 792

貸付け金地金 58,380 72,535

繰延税金資産 9,443 3,774

その他 54,301 58,746

貸倒引当金 △1,468 △752

流動資産合計 327,916 341,988

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 67,734 64,780

構築物（純額） 24,524 24,572

機械及び装置（純額） 75,363 66,435

船舶（純額） 4 37

車両運搬具（純額） 93 56

工具、器具及び備品（純額） 2,035 1,600

土地（純額） 150,468 147,700

リース資産（純額） 199 534

建設仮勘定 19,935 40,700

立木 1,135 1,123

有形固定資産合計 341,494 347,541

無形固定資産   

鉱業権 557 544

ソフトウエア 1,258 762

リース資産 81 63

その他 433 415

無形固定資産合計 2,332 1,785
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 103,209 133,446

関係会社株式 324,907 336,715

関係会社社債 4 4

出資金 87 87

関係会社出資金 6,326 6,796

長期貸付金 521 146

関係会社長期貸付金 9,075 7,512

繰延税金資産 18,677 －

その他 8,783 8,916

投資損失引当金 △906 △906

貸倒引当金 △6,502 △4,477

投資その他の資産合計 464,186 488,243

固定資産合計 808,012 837,570

資産合計 1,135,928 1,179,558
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,040 572

買掛金 27,868 36,897

短期借入金 160,534 113,890

コマーシャル・ペーパー 26,000 9,000

1年内償還予定の社債 － 20,000

リース債務 400 291

未払金 2,358 2,628

未払費用 28,029 26,420

未払法人税等 343 155

前受金 1,874 7,870

未成工事受入金 21 63

前受収益 53 44

賞与引当金 4,017 3,926

従業員預り金 8,519 8,074

設備関係支払手形 170 1,790

設備関係未払金 15,234 17,013

預り金地金 147,980 168,908

その他 15,534 6,454

流動負債合計 439,978 424,002

固定負債   

社債 95,000 100,000

長期借入金 226,927 276,080

リース債務 841 1,320

繰延税金負債 － 18,616

再評価に係る繰延税金負債 34,980 34,446

退職給付引当金 22,859 25,059

関係会社事業損失引当金 2,218 2,531

環境対策引当金 10,396 8,170

受入保証金 4,881 4,631

その他 9,797 8,803

固定負債合計 407,902 479,661

負債合計 847,881 903,664
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 119,457 119,457

資本剰余金   

資本準備金 78,164 85,654

その他資本剰余金 29,894 27,525

資本剰余金合計 108,058 113,179

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 3,347 －

固定資産圧縮特別勘定積立金 166 －

探鉱積立金 3,003 －

特別償却積立金 193 －

繰越利益剰余金 35,481 △4,692

利益剰余金合計 42,192 △4,692

自己株式 △5,368 △1,376

株主資本合計 264,340 226,567

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,766 23,605

繰延ヘッジ損益 △5,057 △278

土地再評価差額金 24,998 26,000

評価・換算差額等合計 23,707 49,327

純資産合計 288,047 275,894

負債純資産合計 1,135,928 1,179,558
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 712,758 657,982

売上原価 652,125 619,734

売上総利益 60,633 38,247

販売費及び一般管理費 54,591 48,190

営業利益又は営業損失（△） 6,042 △9,942

営業外収益   

受取利息 355 364

受取配当金 41,745 21,007

固定資産賃貸料 5,374 5,170

その他 2,605 1,047

営業外収益合計 50,080 27,590

営業外費用   

支払利息 6,548 5,893

社債利息 1,663 1,665

固定資産賃貸費用 4,210 4,094

鉱山残務整理費用 2,252 2,129

固定資産除却損 2,272 1,883

その他 3,517 3,325

営業外費用合計 20,464 18,992

経常利益又は経常損失（△） 35,657 △1,344

特別利益   

固定資産売却益 1,020 287

貸倒引当金戻入額 43 244

投資有価証券売却益 540 242

関係会社株式売却益 24 －

その他 6 46

特別利益合計 1,635 821

特別損失   

減損損失 1,216 5,261

関係会社株式売却損 9 5,078

関係会社株式評価損 5,582 4,104

本社移転費用 － 2,588

環境対策引当金繰入額 6 654

固定資産売却損 107 121

投資有価証券評価損 11,229 115

貸倒引当金繰入額 241 －

その他 22 936

特別損失合計 18,416 18,860

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 18,876 △19,383

法人税、住民税及び事業税 82 524

過年度法人税等 663 －

法人税等調整額 3,097 25,975

法人税等合計 3,842 26,499

当期純利益又は当期純損失（△） 15,033 △45,883
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 119,457 119,457

当期末残高 119,457 119,457

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 78,164 78,164

当期変動額   

株式交換による増加 － 7,489

当期変動額合計 － 7,489

当期末残高 78,164 85,654

その他資本剰余金   

前期末残高 29,940 29,894

当期変動額   

自己株式の処分 △46 △2,368

当期変動額合計 △46 △2,368

当期末残高 29,894 27,525

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 2,877 3,347

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 668 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △199 △3,347

当期変動額合計 469 △3,347

当期末残高 3,347 －

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 － 166

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 166 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － △166

当期変動額合計 166 △166

当期末残高 166 －

探鉱積立金   

前期末残高 2,679 3,003

当期変動額   

探鉱積立金の積立 593 －

探鉱積立金の取崩 △269 △3,003

当期変動額合計 324 △3,003

当期末残高 3,003 －

特別償却積立金   

前期末残高 48 193
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

特別償却積立金の積立 154 －

特別償却積立金の取崩 △8 △193

当期変動額合計 145 △193

当期末残高 193 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 31,396 35,481

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 △668 －

固定資産圧縮積立金の取崩 199 3,347

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △166 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － 166

探鉱積立金の積立 △593 －

探鉱積立金の取崩 269 3,003

特別償却積立金の積立 △154 －

特別償却積立金の取崩 8 193

剰余金の配当 △10,186 －

当期純利益又は当期純損失（△） 15,033 △45,883

土地再評価差額金の取崩 343 △1,001

当期変動額合計 4,084 △40,174

当期末残高 35,481 △4,692

自己株式   

前期末残高 △303 △5,368

当期変動額   

自己株式の取得 △5,177 △51

自己株式の処分 112 4,042

当期変動額合計 △5,064 3,991

当期末残高 △5,368 △1,376

株主資本合計   

前期末残高 264,260 264,340

当期変動額   

株式交換による増加 － 7,489

剰余金の配当 △10,186 －

当期純利益又は当期純損失（△） 15,033 △45,883

土地再評価差額金の取崩 343 △1,001

自己株式の取得 △5,177 △51

自己株式の処分 66 1,673

当期変動額合計 79 △37,772

当期末残高 264,340 226,567
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 28,832 3,766

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,065 19,838

当期変動額合計 △25,065 19,838

当期末残高 3,766 23,605

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 1,955 △5,057

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,013 4,779

当期変動額合計 △7,013 4,779

当期末残高 △5,057 △278

土地再評価差額金   

前期末残高 25,342 24,998

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △343 1,001

当期変動額合計 △343 1,001

当期末残高 24,998 26,000

評価・換算差額等合計   

前期末残高 56,129 23,707

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,422 25,619

当期変動額合計 △32,422 25,619

当期末残高 23,707 49,327

純資産合計   

前期末残高 320,390 288,047

当期変動額   

株式交換による増加 － 7,489

剰余金の配当 △10,186 －

当期純利益又は当期純損失（△） 15,033 △45,883

土地再評価差額金の取崩 343 △1,001

自己株式の取得 △5,177 △51

自己株式の処分 66 1,673

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,422 25,619

当期変動額合計 △32,343 △12,152

当期末残高 288,047 275,894
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 該当事項はありません。  

   

四日市工場の操業一時停止について  
  
 詳細につきましては、35ページ「４.連結財務諸表(８)連結財務諸表に関する注記事項⑦重要な後発事象」に記

載のとおりであります。  
  
（追加情報） 

会社分割による子会社化について  

 当社は、平成22年３月26日開催の当社取締役会において、平成22年７月１日を期して、下記のとおり加工事業カ

ンパニー桶川製作所、高機能製品事業部営業部及び同事業部非鉄材料技術研究所にて運営する特殊耐熱・耐蝕合

金、特殊銅合金、その他の非鉄金属材料の製造、研究開発及び販売に係る事業及びこれに附帯する事業（ただし、

精密鍛造製品及び発泡金属製品に係る事業は除く。）（以下「対象事業」という。）を会社分割により新設するＭ

ＭＣスーパーアロイ株式会社（以下「新設会社」という。）に承継させることを決定しました。 

a）会社分割の目的 

 当社は1940年代より、桶川製作所において航空機・産業用ガスタービン向けの特殊耐熱・耐蝕合金や自動車産

業向けの特殊銅合金等の製品を製造し国内外で販売しておりますが、近年海外企業等との競争激化が続いている

ことに加え、一昨年以降の世界同時不況の影響による製品需要の低迷により、事業をとりまく環境は厳しさを増

しています。 

 つきましては、対象事業を分社化し、事業特性に適応した機動的な事業運営を行うことにより、競争力を強化

し、安定した収益基盤の確立に努めてまいります。 

b）会社分割の要旨 

イ）分割の日程 

分割計画承認取締役会     平成22年３月26日 

分割の予定日（効力発生日）  平成22年７月１日（予定）  

（注）本件会社分割は、会社法第805条の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに行います。 

ロ）分割の方式 

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割です。  

ハ）分割に係る割当ての内容 

新設会社は、本件会社分割に際して発行する普通株式40,000株全てを当社に割当て交付し、当社の完全子

会社となることを予定しています。  

ニ）分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い  

該当事項はありません。 

ホ）分割により増減する資本金  

本件会社分割による資本金等の増減はありません。  

ヘ）承継会社が承継する権利義務  

本件会社分割により、当社が対象事業に関して有する資産、負債、契約上の地位及びその他の権利義務を

承継します。なお、債務その他の義務の承継は、全て免責的債務引受けの方法によります。 

ただし、土地及び対象事業に従事する従業員（臨時従業員・パートタイマーを除く）の雇用契約とこれに

付随する権利義務は会社分割による承継対象としません。 

ト）債務履行の見込み  

本件会社分割後において、当社は債務の履行の見込みはあると判断しております。 

c）分割する事業の内容、規模（平成22年３月末現在）  

イ）分割する事業の内容：特殊耐熱・耐蝕合金、特殊銅合金、その他非鉄金属材料の製造、研究開発及び販売

に係る事業及びこれに附帯する事業   

ロ）分割する事業の規模 

  売上高 ：172億円 

  総資産 ：179億円 

  負債合計：134億円  

ハ）その他 

  新設分割設立会社の名称（予定）：ＭＭＣスーパーアロイ株式会社 

  本店所在地（予定）：埼玉県桶川市上日出谷1230 

  資本金（予定）：20億円 

(４)継続企業の前提に関する注記

(５)個別財務諸表に関する注記事項

（重要な後発事象）
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役 員 の 異 動 

（６月２９日付就退任予定） 

  

１．取締役   

(1）昇任候補者 

  

(2）新任候補者 

(3）退任予定者 

２．執行役員 

(1）昇任予定者 

(2）新任予定者 

  

   （新）  （氏名）    （現） 

（代）取締役会長 井手 明彦  (代)取締役社長 

  （新）  （氏名）    （現） 

（代）取締役社長  矢尾  宏  三菱アルミニウム(株)取締役社長 

（代）常務取締役 山ノ辺 敬介 執行役員、経理・財務部門長 

（代）常務取締役 藤井 敏道  執行役員、セメント事業カンパニー技術統括部長 

  （現）  （氏名）    （新） 

（代）取締役副社長 

  

清川 浩男 

  

宇部三菱セメント(株)取締役社長に専任予定 

当社セメント事業顧問に就任予定 

（代）取締役副社長 吉村 寛範 三菱アルミニウム(株)取締役社長に就任予定 

（代）常務取締役 兼本 宏志  当社常勤監査役に就任予定 

    （新）  （氏名）    （現） 

常務執行役員 村井 俊一 執行役員、加工事業カンパニー バイスプレジデント  

常務執行役員 浜地 昭男 執行役員、経営企画部門長 

  （新）  （氏名）    （現） 

執行役員 海野  正晴 セメント事業カンパニー 営業統括部長 

執行役員 野々垣 悦宏 加工事業カンパニー 高機能製品事業部長 

執行役員 越村  正己  中央研究所 副所長 

執行役員 岡本 良二 小名浜製錬(株)常務取締役 

執行役員 気仙 伊作 宇部三菱セメント(株)取締役社長室長 

執行役員 芝  恭介 法務・総務部門長 

執行役員 堀  和雅 銅事業カンパニー 銅加工事業部長 

執行役員 野口 泰彦 九州工場 副工場長 

執行役員 内藤 英一 セメント事業カンパニー 管理統括部企画管理部長 
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(3）退任予定者（取締役就任予定者を除く） 

以 上

  

  （現）  （氏名）   （新） 

執行役員 稲葉 善明 三菱マテリアルテクノ(株)取締役社長に就任予定 

執行役員 中原  宏  シミルコ・マインズ社取締役副社長に就任予定 

執行役員 広田 正幸 三菱綜合材料管理(上海)有限公司副総経理に就任予定 

執行役員 小林 慎一郎 
当社電子材料事業顧問（電子材料事業カンパニー  

シリコン事業部長）に就任予定 

執行役員 滝沢 俊夫  三菱マテリアルツールズ(株)取締役社長に就任予定 

執行役員 江口 哲郎  ダイヤソルト(株)取締役副社長に就任予定 

執行役員 高橋  務 三菱マテリアル電子化成(株)常務取締役に就任予定 

執行役員 宮本 誠二 宇部三菱セメント(株)常務取締役に専任予定 

執行役員 増田 勝彦 日本鉱業協会理事企画部長に専任予定 
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新 経 営 体 制 

 平成22年６月29日の役員改選以降、執行役員を含めた経営体制は次のとおりとなる予定であります。 

  

取締役会長   

  

井手 明彦（昇任） 

取締役社長  全般統理 

  

矢尾  宏（新任） 

常務取締役 

  

社長補佐、電子材料事業カンパニー プレジデント 

生産技術・開発・マーケティング関係担当 

  

橋本 眞幸 

常務取締役 

  

社長補佐、銅事業カンパニー プレジデント 

経営企画・物流資材・資源関係担当 

  

加藤 敏則 

常務取締役 

  

社長補佐、ＣＳＲ・人財・グループ業務支援・ 

本社改革・貴金属事業・アルミ事業関係担当 

  

三木  眞 

常務取締役 社長補佐、法務・総務・広報・環境管理・ 

海外・関連事業関係担当 

  

竹内  章 

常務取締役 社長補佐、事業ポートフォリオ対策本部長 

経営監査・経理・財務関係担当 

  

山ノ辺 敬介（新任） 

常務取締役 社長補佐、土木・建築関連事業対策本部長 

セメント事業カンパニー プレジデント、情報システム関係担当 

  

藤井 敏道（新任） 

取締役 （㈱岡本アソシエイツ代表取締役） 

  

岡本 行夫 

常務執行役員 経営会議メンバー、地球環境プロジェクト・ 

エネルギー事業・環境リサイクル事業関係担当 

  

半沢 正利 

常務執行役員 

 

  

米国三菱セメント社取締役社長 

米国三菱セメント開発社取締役社長 

セメント事業カンパニー バイスプレジデント 

  

キムボール・マクラウド 

常務執行役員 

  

三菱綜合材料管理(上海)有限公司董事長兼総経理 

（中国総代表）、上海事務所長 

  

板羽  健 

常務執行役員 加工事業カンパニー プレジデント 

  

村井 俊一（昇任） 

常務執行役員 経営企画部門長兼経営企画室長 

  

浜地 昭男（昇任） 
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執行役員 

  

電子材料事業カンパニー バイスプレジデント 

兼機能材料事業部長 

  

内山 直樹 

  

執行役員 

  

情報システム部門長兼情報システム企画室長 

グループ業務支援部門長、本社改革担当役員補佐 

  

皆川 雅之 

  

執行役員 銅事業カンパニー バイスプレジデント兼製錬部長 

  

清水  隆 

執行役員 エネルギー事業部長 

  

粕川 哲夫 

執行役員 九州工場長 

  

矢野  信 

執行役員 経営倫理部門長兼ＣＳＲ室長 

  

井岡 幹雄 

執行役員 加工事業カンパニー バイスプレジデント兼超硬製品事業部長 

  

増田 照彦 

執行役員 貴金属事業部長 

  

寺下  聡 

執行役員 関連事業室長 

  

岩野  功 

執行役員 東北支店長 

  

海野 正晴（新任） 

執行役員 加工事業カンパニー 高機能製品事業部長 

  

野々垣 悦宏（新任） 

執行役員 開発・マーケティング部門長 

  

越村 正己（新任） 

執行役員 生産技術部門長 

  

岡本 良二（新任） 

執行役員 セメント事業カンパニー バイスプレジデント兼営業統括部長 

  

気仙 伊作（新任） 

執行役員 大阪支社長 

  

芝  恭介（新任） 

執行役員 銅事業カンパニー バイスプレジデント兼銅加工事業部長 

  

堀  和雅（新任） 

執行役員 地球環境プロジェクト・資源・環境リサイクル事業担当役員補佐 

  

野口 泰彦（新任） 

執行役員 セメント事業カンパニー 管理統括部長 

  

内藤 英一（新任） 
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以 上

  

常勤監査役   

  

和田 孝夫 

常勤監査役   

  

嶋田 文夫 

常勤監査役   

  

兼本 宏志（新任） 

監査役 （三菱ＵＦＪ信託銀行㈱最高顧問） 

  

内海 暎郎 
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