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平成 24 年 2 月 10 日 

各  位  
会社名 住友大阪セメント株式会社 
代表者名 取締役社長 関根福一 

(コード番号 5232  東証・大証第１部） 
問合せ先 執行役員総務部長 齋藤 昭 

(TEL ０３－５２１１－４５０５） 
 

(訂正・数値データ訂正)「平成 24 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 
の一部訂正について 

 
 
平成 23 年 11 月 8 日に発表しました「平成 24 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

について訂正がありましたのでお知らせ致します。 
 

記 
１．訂正の経緯 
  訂正の経緯につきましては、平成 23 年 12 月 16 日付「不適切な会計処理の判明について」、平成

24 年 2 月 2 日付「不適切な会計処理に関する社内調査の進捗について」、及び本日付「有価証券報告

書等の訂正報告書の提出及び過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますので、

ご参照下さい。 
 
２．訂正内容 
  訂正個所には下線を付して表示しております。 
 (サマリー情報)  
【訂正前】 

1. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期の連結業績（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 9 月 30 日） 
(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 %

24 年 3 月期第 2 四半期 101,239 6.5 1,922 1.9 1,675 16.9 399 ── 

23 年 3 月期第 2 四半期 95,060 △0.6 1,887 217.6 1,433 ── △654 ── 

(注)包括利益 24 年 3 月期第 2 四半期  △3,524 百万円( ─ %)  22 年 3 月期第 2 四半期 874 百万円( ─ %) 
 

 
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 

24 年 3 月期第 2 四半期 0.96 ── 

23 年 3 月期第 2 四半期 △1.57 ── 
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(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％

24年 3月期第2四半期 303,649 123,946 40.4

23 年 3 月期 311,696 129,113 41.0

(参考)自己資本   24 年 3 月期第 2 四半期 122,557 百万円   23 年 3 月期 127,723 百万円 

 
【訂正後】 

1. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期の連結業績（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 9 月 30 日） 
(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 %

24 年 3 月期第 2 四半期 101,273 6.2 1,388 △19.9 1,141 △10.8 31 ── 

23 年 3 月期第 2 四半期 95,335 △0.4 1,733 214.5 1,279 ── △744 ── 

(注)包括利益 24 年 3 月期第 2 四半期  △3,893 百万円( ─ %)  22 年 3 月期第 2 四半期 784 百万円( ─ %) 
 

 
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 

24 年 3 月期第 2 四半期 0.07 ── 

23 年 3 月期第 2 四半期 △1.79 ── 

(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％

24年 3月期第2四半期 302,170 123,005 40.2

23 年 3 月期 310,746 128,541 40.9

(参考)自己資本   24 年 3 月期第 2 四半期 121,616 百万円   23 年 3 月期 127,151 百万円 
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(定性的情報・財務諸表等)･･･添付資料2ページ目 

【訂正前】 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第2四半期(平成23年 4～9月)におけるわが国経済は、3月に発生した東日本大震災の影

響により生産や輸出が大幅に落ち込み、その後、サプライチェーンの立て直し等に伴い持ち直

しの動きが見られたものの、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、当該震災および公共事業関係予算の削減により官公需が減少

したものの、首都圏および中部圏における民間住宅投資の増加等により民需が増加したことか

ら、セメント国内需要は、前年同期を1.7％上回る20,157千 tとなりました。一方、輸出は、

前年同期を1.6％下回りました。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0.8％上回る24,975千 t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、当該震災により被

災した設備の早期復旧や販売価格の適正化に努めました。また、持続的発展を目指し、グルー

プを挙げてコスト削減や事業拡大等への取り組みに注力いたしました。 

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、101,239百万円と前年同期に比べ6,178

百万円の増収、経常利益は1,675百万円と前年同期に比べ242百万円の増益となりました。ま

た、四半期純利益につきましては、399百万円と前年同期に比べ1,054百万円の増益となりま

した。 

 

【訂正後】 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第2四半期(平成23年 4～9月)におけるわが国経済は、3月に発生した東日本大震災の影

響により生産や輸出が大幅に落ち込み、その後、サプライチェーンの立て直し等に伴い持ち直

しの動きが見られたものの、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、当該震災および公共事業関係予算の削減により官公需が減少

したものの、首都圏および中部圏における民間住宅投資の増加等により民需が増加したことか

ら、セメント国内需要は、前年同期を1.7％上回る20,157千 tとなりました。一方、輸出は、

前年同期を1.6％下回りました。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0.8％上回る24,975千 t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、当該震災により被

災した設備の早期復旧や販売価格の適正化に努めました。また、持続的発展を目指し、グルー

プを挙げてコスト削減や事業拡大等への取り組みに注力いたしました。 

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、101,273百万円と前年同期に比べ5,938

百万円の増収、経常利益は1,141百万円と前年同期に比べ138百万円の減益となりました。ま

た、四半期純利益につきましては、31百万円と前年同期に比べ775百万円の増益となりました。 
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【訂正前】 

（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、303,649百万円と前連結会計年度末と比較して

8,047百万円減少しました。資産の部における増減の主なものは、現金及び預金の増加1,738

百万円、投資有価証券の減少6,817百万円、機械装置及び運搬具の減少3,087百万円です。ま

た、負債の部における増減の主なものは、借入金の減少3,681百万円、社債の増加3,000百万

円です。 

一方、当第2四半期連結会計期間末の純資産は、123,946百万円と前連結会計年度末と比較

して5,166百万円減少しました。増減の主なものは、その他有価証券評価差額金の減少3,939

百万円、利益剰余金の減少1,220百万円です。 

 

【訂正後】 

（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、302,170百万円と前連結会計年度末と比較して

8,576百万円減少しました。資産の部における増減の主なものは、現金及び預金の増加1,738

百万円、投資有価証券の減少6,817百万円、機械装置及び運搬具の減少3,087百万円です。ま

た、負債の部における増減の主なものは、借入金の減少3,681百万円、社債の増加3,000百万

円です。 

一方、当第2四半期連結会計期間末の純資産は、123,005百万円と前連結会計年度末と比較

して5,535百万円減少しました。増減の主なものは、その他有価証券評価差額金の減少3,939

百万円、利益剰余金の減少1,589百万円です。 
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 (連結財務諸表)･･･添付資料3ページ目 
【訂正前】 
３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 
（単位：百万円）

          
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間

(平成23年９月30日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 26,419 28,158
    受取手形及び売掛金 42,381 40,690
    有価証券 0 0
    商品及び製品 8,243 7,773
    仕掛品 1,571 2,374
    原材料及び貯蔵品 10,962 10,164
    繰延税金資産 1,767 1,713
    短期貸付金 256 240
    その他 1,697 1,926
    貸倒引当金 △275 △259

    流動資産合計 93,027 92,783

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 152,184 152,607
        減価償却累計額 △99,115 △100,532

        建物及び構築物（純額） 53,069 52,075

      機械装置及び運搬具 372,610 375,120
        減価償却累計額 △318,595 △324,192

        機械装置及び運搬具（純額） 54,015 50,927

      土地 39,409 39,290
      建設仮勘定 5,039 7,215
      その他 31,977 31,899
        減価償却累計額 △17,003 △17,077

        その他（純額） 14,974 14,821

      有形固定資産合計 166,507 164,330

    無形固定資産     
      のれん 485 707
      その他 3,184 3,887

      無形固定資産合計 3,670 4,595

    投資その他の資産     
      投資有価証券 40,724 33,907
      長期貸付金 1,541 1,370
      繰延税金資産 979 978
      その他 5,702 6,112
      貸倒引当金 △456 △428

      投資その他の資産合計 48,491 41,940

    固定資産合計 218,669 210,866

  資産合計 311,696 303,649
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（単位：百万円）

      
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間

(平成23年９月30日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金 24,560 24,894
    短期借入金 34,278 33,840
    1年内返済予定の長期借入金 9,369 16,070
    1年内償還予定の社債 7,000 －
    未払法人税等 1,719 724
    賞与引当金 2,050 2,078
    災害損失引当金 481 195
    その他 10,265 11,895

    流動負債合計 89,725 89,700

  固定負債     
    社債 15,000 25,000
    長期借入金 54,928 44,983
    繰延税金負債 11,544 8,580
    退職給付引当金 1,058 1,259
    役員退職慰労引当金 260 215
    資産除去債務 256 301
    その他 9,810 9,662

    固定負債合計 92,857 90,002

  負債合計 182,583 179,702

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 43,411 42,190
    自己株式 △1,959 △1,966

    株主資本合計 114,190 112,962

  その他の包括利益累計額     
    その他有価証券評価差額金 13,578 9,639
    為替換算調整勘定 △46 △44

    その他の包括利益累計額合計 13,532 9,594

  少数株主持分 1,390 1,389

  純資産合計 129,113 123,946

負債純資産合計 311,696 303,649
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 95,060 101,239
売上原価 75,523 81,594

売上総利益 19,537 19,644

販売費及び一般管理費 17,650 17,722

営業利益 1,887 1,922

営業外収益     
  受取利息 36 37
  受取配当金 790 925
  持分法による投資利益 53 －
  その他 369 377

  営業外収益合計 1,250 1,339

営業外費用     
  支払利息 1,082 971
  持分法による投資損失 － 31
  その他 621 582

  営業外費用合計 1,704 1,586

経常利益 1,433 1,675

特別利益     
  固定資産売却益 7 19
  投資有価証券売却益 71 91
  貸倒引当金戻入額 62 －
  負ののれん発生益 126 －
  受取補償金 － 313
  その他 11 3

  特別利益合計 280 427

特別損失     
  固定資産除却損 286 423
  固定資産売却損 5 7
  投資有価証券評価損 34 6
  減損損失 1,085 480
  災害による損失 － 270
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 198 －
  その他 2 8

  特別損失合計 1,613 1,197

税金等調整前四半期純利益 100 906

法人税、住民税及び事業税 580 611
法人税等調整額 140 △118

法人税等合計 721 493

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△621 412

少数株主利益 33 12

四半期純利益又は四半期純損失（△） △654 399

        
  

 



 8

（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△621 412

その他の包括利益     
  その他有価証券評価差額金 1,494 △3,939
  為替換算調整勘定 △5 2
  持分法適用会社に対する持分相当額 7 △0

  その他の包括利益合計 1,495 △3,937

四半期包括利益 874 △3,524

（内訳）     
  親会社株主に係る四半期包括利益 842 △3,537
  少数株主に係る四半期包括利益 31 12
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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（△） 

100 906

  減価償却費 10,116 9,563
  減損損失 1,085 480
  のれん償却額 △32 93
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △71 △21
  受取利息及び受取配当金 △826 △962
  支払利息 1,082 971
  為替差損益（△は益） 163 171
  持分法による投資損益（△は益） △53 31
  有形固定資産売却損益（△は益） △2 △11
  売上債権の増減額（△は増加） 330 1,657
  たな卸資産の増減額（△は増加） △513 464
  仕入債務の増減額（△は減少） △866 317
  その他 △172 △496

  小計 10,340 13,167

  利息及び配当金の受取額 827 959
  利息の支払額 △1,092 △1,006
  法人税等の支払額 △709 △1,554

  営業活動によるキャッシュ・フロー 9,365 11,566

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 △7,800 △7,128
  固定資産の売却による収入 11 128
  投資有価証券の取得による支出 △88 △1
  投資有価証券の売却による収入 276 194
  貸付けによる支出 △188 △148
  貸付金の回収による収入 137 176
  その他 127 △644

  投資活動によるキャッシュ・フロー △7,524 △7,424

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） △62 △437
  長期借入れによる収入 634 2,250
  長期借入金の返済による支出 △4,134 △5,492
  社債の発行による収入 － 10,000
  社債の償還による支出 － △7,000
  自己株式の売却による収入 － 0
  自己株式の取得による支出 △5 △7
  配当金の支払額 △1,665 △1,665
  少数株主への配当金の支払額 △4 △4
  その他 △3 △31

  財務活動によるキャッシュ・フロー △5,241 △2,389

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,423 1,736

現金及び現金同等物の期首残高 30,800 26,277
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増加額 

－ 0

現金及び現金同等物の四半期末残高  27,376  28,014
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【訂正後】 
３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 
（単位：百万円）

          
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間

(平成23年９月30日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 26,419 28,158
    受取手形及び売掛金 42,340 40,684
    有価証券 0 0
    商品及び製品 7,622 6,785
    仕掛品 1,571 2,374
    原材料及び貯蔵品 10,676 9,675
    繰延税金資産 1,765 1,717
    短期貸付金 256 240
    その他 1,697 1,926
    貸倒引当金 △275 △259

    流動資産合計 92,076 91,304

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 152,184 152,607
        減価償却累計額 △99,115 △100,532

        建物及び構築物（純額） 53,069 52,075

      機械装置及び運搬具 372,610 375,120
        減価償却累計額 △318,595 △324,192

        機械装置及び運搬具（純額） 54,015 50,927

      土地 39,409 39,290
      建設仮勘定 5,039 7,215
      その他 31,977 31,899
        減価償却累計額 △17,003 △17,077

        その他（純額） 14,974 14,821

      有形固定資産合計 166,507 164,330

    無形固定資産     
      のれん 485 707
      その他 3,184 3,887

      無形固定資産合計 3,670 4,595

    投資その他の資産     
      投資有価証券 40,724 33,907
      長期貸付金 1,541 1,370
      繰延税金資産 979 978
      その他 5,702 6,112
      貸倒引当金 △456 △428

      投資その他の資産合計 48,491 41,940

    固定資産合計 218,669 210,866

  資産合計 310,746 302,170
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（単位：百万円）

      
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間

(平成23年９月30日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金 24,560 24,894
    短期借入金 34,278 33,840
    1年内返済予定の長期借入金 9,369 16,070
    1年内償還予定の社債 7,000 －
    未払法人税等 1,719 575
    賞与引当金 2,050 2,078
    災害損失引当金 481 195
    その他 10,265 11,897

    流動負債合計 89,725 89,552

  固定負債     
    社債 15,000 25,000
    長期借入金 54,928 44,983
    繰延税金負債 11,166 8,189
    退職給付引当金 1,058 1,259
    役員退職慰労引当金 260 215
    資産除去債務 256 301
    その他 9,810 9,662

    固定負債合計 92,479 89,611

  負債合計 182,205 179,164

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 42,839 41,250
    自己株式 △1,959 △1,966

    株主資本合計 113,619 112,021

  その他の包括利益累計額     
    その他有価証券評価差額金 13,578 9,639
    為替換算調整勘定 △46 △44

    その他の包括利益累計額合計 13,532 9,594

  少数株主持分 1,390 1,389

  純資産合計 128,541 123,005

負債純資産合計 310,746 302,170
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 95,335 101,273
売上原価 75,935 82,143

売上総利益 19,399 19,129

販売費及び一般管理費 17,666 17,741

営業利益 1,733 1,388

営業外収益     
  受取利息 36 37
  受取配当金 790 925
  持分法による投資利益 53 －
  その他 369 377

  営業外収益合計 1,250 1,339

営業外費用     
  支払利息 1,082 971
  持分法による投資損失 － 31
  その他 621 582

  営業外費用合計 1,704 1,586

経常利益 1,279 1,141

特別利益     
  固定資産売却益 7 19
  投資有価証券売却益 71 91
  貸倒引当金戻入額 62 －
  負ののれん発生益 126 －
  受取補償金 － 313
  その他 11 3

  特別利益合計 280 427

特別損失     
  固定資産除却損 286 423
  固定資産売却損 5 7
  投資有価証券評価損 34 6
  減損損失 1,085 480
  災害による損失 － 270
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 198 －
  その他 2 8

  特別損失合計 1,613 1,197

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（△） 

△53 371

法人税、住民税及び事業税 580 465
法人税等調整額 78 △137

法人税等合計 658 328

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△711 43

少数株主利益 33 12

四半期純利益又は四半期純損失（△） △744 31
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△711 43

その他の包括利益     
  その他有価証券評価差額金 1,494 △3,939
  為替換算調整勘定 △5 2
  持分法適用会社に対する持分相当額 7 △0

  その他の包括利益合計 1,495 △3,937

四半期包括利益 784 △3,893

（内訳）     
  親会社株主に係る四半期包括利益 752 △3,906
  少数株主に係る四半期包括利益 31 12
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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（△） 

△53 371

  減価償却費 10,116 9,563
  減損損失 1,085 480
  のれん償却額 △32 93
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △71 △21
  受取利息及び受取配当金 △826 △962
  支払利息 1,082 971
  為替差損益（△は益） 163 171
  持分法による投資損益（△は益） △53 31
  有形固定資産売却損益（△は益） △2 △11
  売上債権の増減額（△は増加） 56 1,622
  たな卸資産の増減額（△は増加） △86 1,035
  仕入債務の増減額（△は減少） △866 317
  その他 △172 △496

  小計 10,340 13,167

  利息及び配当金の受取額 827 959
  利息の支払額 △1,092 △1,006
  法人税等の支払額 △709 △1,554

  営業活動によるキャッシュ・フロー 9,365 11,566

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 △7,800 △7,128
  固定資産の売却による収入 11 128
  投資有価証券の取得による支出 △88 △1
  投資有価証券の売却による収入 276 194
  貸付けによる支出 △188 △148
  貸付金の回収による収入 137 176
  その他 127 △644

  投資活動によるキャッシュ・フロー △7,524 △7,424

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） △62 △437
  長期借入れによる収入 634 2,250
  長期借入金の返済による支出 △4,134 △5,492
  社債の発行による収入 － 10,000
  社債の償還による支出 － △7,000
  自己株式の売却による収入 － 0
  自己株式の取得による支出 △5 △7
  配当金の支払額 △1,665 △1,665
  少数株主への配当金の支払額 △4 △4
  その他 △3 △31

  財務活動によるキャッシュ・フロー △5,241 △2,389

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,423 1,736

現金及び現金同等物の期首残高 30,800 26,277
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増加額 

－ 0

現金及び現金同等物の四半期末残高  27,376  28,014
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 (セグメント情報)･･･添付資料8ページ目 
【訂正前】 

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成 22 年４月１日 至平成 22 年９月 30 日）  
  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
  

  報告セグメント 注 1   

  セメント 
(百万円) 

鉱産品 
(百万円) 

建材 
(百万円)

光電子
(百万円)

新材料
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円) 

調整額 
(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

売上高   
(1)外部顧客に 

対する売上高 
75,099 5,420 6,358 1,841 3,802 2,539 95,060 － 95,060

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高 

1,687 1,955 998 9 3 2,806 7,461 △7,461 －

計 76,786 7,375 7,356 1,850 3,805 5,346 102,522 △7,461 95,060

セグメント利益又は 
セグメント損失(△) 

1,107 136 △46 120 228 376 1,922 △35 1,887

   
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成 23 年４月１日 至平成 23 年９月 30 日） 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
 

  報告セグメント 注 1   

  セメント 
(百万円) 

鉱産品 
(百万円) 

建材 
(百万円)

光電子
(百万円)

新材料
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円) 

調整額 
(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

売上高     
(1)外部顧客に 

対する売上高 
79,726 5,468 6,329 1,669 5,145 2,900 101,239 － 101,239

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高 

1,457 1,915 727 5 0 2,492 6,598 △6,598 －

計 81,183 7,383 7,056 1,675 5,145 5,392 107,837 △6,598 101,239

セグメント利益又は 
セグメント損失(△) 

1,110 216 △110 120 333 265 1,936 △13 1,922
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【訂正後】 
（セグメント情報） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成 22 年４月１日 至平成 22 年９月 30 日）  
  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
  

  報告セグメント 注 1   

  セメント 
(百万円) 

鉱産品 
(百万円) 

建材 
(百万円)

光電子
(百万円)

新材料
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円) 

調整額 
(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

売上高   
(1)外部顧客に 

対する売上高 
75,099 5,420 6,358 1,841 4,076 2,539 95,335 － 95,335

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高 

1,687 1,955 998 9 3 2,806 7,461 △7,461 －

計 76,786 7,375 7,356 1,850 4,079 5,346 102,796 △7,461 95,335

セグメント利益又は 
セグメント損失(△) 

1,124 138 △45 121 53 377 1,769 △35 1,733

   
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成 23 年４月１日 至平成 23 年９月 30 日） 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
 

  報告セグメント 注 1   

  セメント 
(百万円) 

鉱産品 
(百万円) 

建材 
(百万円)

光電子
(百万円)

新材料
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円) 

調整額 
(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

売上高     
(1)外部顧客に 

対する売上高 
79,726 5,468 6,329 1,669 5,178 2,900 101,273 － 101,273

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高 

1,457 1,915 727 5 0 2,492 6,598 △6,598 －

計 81,183 7,383 7,056 1,675 5,178 5,392 107,871 △6,598 101,273

セグメント利益又は 
セグメント損失(△) 

1,115 216 △109 120 △205 265 1,401 △13 1,388
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(補足情報)･･･添付資料9ページ目 
【訂正前】 

４．補足情報 
（１）連結セグメント損益(期間比較)   
                                    (百万円) 

  
前第 2四半期
連結累計期間

当第 2四半期
連結累計期間

前年同期比 
増減額 

前年同期比 
増減率(％) 

 セメント事業 75,099 79,726 4,627 6.2

 鉱産品事業 5,420 5,468 47 0.9

 建材事業 6,358 6,329 △29 △0.5

 光電子事業 1,841 1,669 △171 △9.3

 新材料事業 3,802 5,145 1,342 35.3

 

 その他事業 2,539 2,900 361 14.2

外部顧客に対する売上高 95,060 101,239 6,178 6.5

セメント事業 1,107 1,110 3 0.3

鉱産品事業 136 216 79 58.3

建材事業 △46 △110 △63 －

光電子事業 120 120 △0 △0.1

新材料事業 228 333 105 46.2

その他事業 376 265 △111 △29.6

 
 
 
 
 
 
 
 調整額 △35 △13 21 －

営業利益  1,887 1,922 35 1.9

営業外収益 1,250 1,339 89 7.2 
 営業外費用 1,704 1,586 △117 △6.9

営業外損益 △453 △246 207 －

経常利益 1,433 1,675 242 16.9

特別利益 280 427 147 52.5 
 特別損失 1,613 1,197 △416 △25.8

特別損益 △1,332 △769 563 －

四半期純利益又は 
四半期純損失(△) 

△654 399 1,054 －
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【訂正後】 
４．補足情報 

（１）連結セグメント損益(期間比較)   
                                    (百万円) 

  
前第 2四半期
連結累計期間

当第 2四半期
連結累計期間

前年同期比 
増減額 

前年同期比 
増減率(％) 

 セメント事業 75,099 79,726 4,627 6.2

 鉱産品事業 5,420 5,468 47 0.9

 建材事業 6,358 6,329 △29 △0.5

 光電子事業 1,841 1,669 △171 △9.3

 新材料事業 4,076 5,178 1,102 27.0

 

 その他事業 2,539 2,900 361 14.2

外部顧客に対する売上高 95,335 101,273 5,938 6.2

セメント事業 1,124 1,115 △9 △0.8

鉱産品事業 138 216 78 56.7

建材事業 △45 △109 △64 －

光電子事業 121 120 △0
△0.5

新材料事業 53 △205 △259 －

その他事業 377 265 △111 △29.7

 
 
 
 
 
 
 
 
調整額 △35 △13 21 －

営業利益  1,733 1,388 △345 △19.9

営業外収益 1,250 1,339 89 7.2 
 営業外費用 1,704 1,586 △117 △6.9

営業外損益 △453 △246 207 －

経常利益 1,279 1,141 △138 △10.8

特別利益 280 427 147 52.5 
 特別損失 1,613 1,197 △416 △25.8

特別損益 △1,332 △769 563 －

四半期純利益又は 
四半期純損失(△) 

△744 31 775 －
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