
 1

 
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)「平成 22 年３月期 第 1 四半期決算短信」の一部訂正について 
 
 
平成 21 年 8 月 5 日に発表しました「平成 22 年３月期 第 1 四半期決算短信」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 22 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 6 月 30 日） 
(1) 連結経営成績（累計） 

 （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

22 年 3 月期第 1 四半期 48,029 △6.8 115 △90.9 2 △99.8 △5 ── 

21 年 3 月期第 1 四半期 51,512 ── 1,277 ── 1,166 ── 365 ── 
 

 
1 株当たり四半期純利益 

潜在株式調整後 1 株当たり 

四半期純利益 
 円 銭 円 銭 

22 年 3 月期第 1 四半期 △0.01 ── 

21 年 3 月期第 1 四半期 0.87 ── 

(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭

22年 3月期第1四半期 298,634 125,739 41.6 298.30

21 年 3 月期 309,465 121,682 38.9 288.62

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

1. 平成 22 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 6 月 30 日） 
(1) 連結経営成績（累計） 

（％表示は対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

22 年 3 月期第 1 四半期 47,961 △6.9 123 △90.4 9 △99.2 △1 ── 

21 年 3 月期第 1 四半期 51,512 ── 1,277 ── 1,166 ── 365 ── 
 

 1 株当たり四半期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり四

半期純利益 
 円 銭 円 銭 

22 年 3 月期第 1 四半期 △0.00 ── 

21 年 3 月期第 1 四半期 0.87 ── 

(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭

22年 3月期第1四半期 298,640 125,743 41.6 298.31

21 年 3 月期 309,465 121,682 38.9 288.62

(参考)自己資本   22 年 3 月期第 1 四半期 124,256 百万円   21 年 3 月期 120,227 百万円 
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(定性的情報・財務諸表等)･･･添付資料3ページ目 

【訂正前】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期(平成21年 4～6月)におけるわが国経済は、輸出や生産においては下げ止まりの

兆しが見られるものの、企業収益は大幅に減少し、雇用情勢の悪化を背景に個人消費の減少が続

くなど、引き続き厳しい状況となりました。 

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

景気後退により民需が減少したことから、セメント国内需要は、前年同期を12.4％下回る10,389

千トンとなりました。この結果、輸出分を含めた国内メーカーの総販売数量は、前年同期を12.2％

下回る12,802千トンとなりました。 

このような情勢の中で、当社グループは、セメント事業におきましては、販売価格の改善に注

力するとともに、リサイクル原燃料の利用拡大等による生産コストの削減にも努めました。その

他の事業におきましては、既存製品の拡販や新製品の市場投入を行うなど、事業拡大に努めまし

た。また、循環型社会構築への貢献や環境負荷低減にもグループ全体で積極的に取り組みました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、48,029百万円と前年同期に比べ3,483百

万円の減収、経常利益は2百万円と前年同期に比べ1,164百万円の減益となりました。また、四

半期純損失につきましては、5百万円と前年同期に比べ370百万円の減益となりました。 

 

【訂正後】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期(平成21年 4～6月)におけるわが国経済は、輸出や生産においては下げ止まりの

兆しが見られるものの、企業収益は大幅に減少し、雇用情勢の悪化を背景に個人消費の減少が続

くなど、引き続き厳しい状況となりました。 

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

景気後退により民需が減少したことから、セメント国内需要は、前年同期を12.4％下回る10,389

千トンとなりました。この結果、輸出分を含めた国内メーカーの総販売数量は、前年同期を12.2％

下回る12,802千トンとなりました。 

このような情勢の中で、当社グループは、セメント事業におきましては、販売価格の改善に注

力するとともに、リサイクル原燃料の利用拡大等による生産コストの削減にも努めました。その

他の事業におきましては、既存製品の拡販や新製品の市場投入を行うなど、事業拡大に努めまし

た。また、循環型社会構築への貢献や環境負荷低減にもグループ全体で積極的に取り組みました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、47,961百万円と前年同期に比べ3,551百

万円の減収、経常利益は9百万円と前年同期に比べ1,157百万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、1百万円と前年同期に比べ366百万円の減益となりました。 
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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１四半期連結会計期間末の総資産は、298,634百万円と前連結会計年度末と比較して10,831

百万円減少しました。 

資産の部における増減の主なものは、現金及び預金の減少11,942百万円、建設仮勘定の減少8,720

百万円、投資有価証券の増加8,195百万円です。また、負債の部における増減の主なものは、借入

金及び社債の減少11,416百万円、支払手形及び買掛金の減少3,529百万円、繰延税金負債の増加

3,371百万円です。 

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

4,057百万円増加しました。増減の主なものは、その他有価証券評価差額金の増加4,865百万円です。 

 

【訂正後】 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、298,640百万円と前連結会計年度末と比較して10,824

百万円減少しました。 

資産の部における増減の主なものは、現金及び預金の減少11,942百万円、建設仮勘定の減少8,720

百万円、投資有価証券の増加8,195百万円です。また、負債の部における増減の主なものは、借入

金及び社債の減少11,416百万円、支払手形及び買掛金の減少3,529百万円、繰延税金負債の増加

3,374百万円です。 

一方、当第１四半期連結会計期間末の純資産は、125,743百万円と前連結会計年度末と比較して

4,061百万円増加しました。増減の主なものは、その他有価証券評価差額金の増加4,865百万円です。 
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(連結財務諸表)･･･添付資料4ページ目 

【訂正前】 

５．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

          
当第１四半期連結会計期間末 

(平成21年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 14,315 26,258
    受取手形及び売掛金  38,036 42,237
    有価証券 0 0
    商品及び製品 8,456 7,480
    仕掛品 2,272 3,006
    原材料及び貯蔵品 11,347 11,580
    繰延税金資産 2,082 1,533
    短期貸付金 305 377
    その他 2,358 2,062
    貸倒引当金 △218 △230

    流動資産合計 78,955 94,306

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 145,145 143,316
        減価償却累計額 △92,665 △91,865

        建物及び構築物（純額） 52,480 51,450

      機械装置及び運搬具 354,150 346,349
        減価償却累計額 △293,887 △290,459

        機械装置及び運搬具（純額） 60,262 55,889

      土地 39,101 39,137
      建設仮勘定 7,171 15,891
      その他 27,330 27,258
        減価償却累計額 △15,324 △15,190

        その他（純額） 12,005 12,067

      有形固定資産合計 171,021 174,438

    無形固定資産     
      のれん  362 405
      その他 5,638 5,740

      無形固定資産合計 6,001 6,145

    投資その他の資産     
      投資有価証券 33,629 25,433
      長期貸付金 1,420 1,453
      繰延税金資産 1,081 1,015
      その他 7,138 7,287
      貸倒引当金 △613 △615

      投資その他の資産合計 42,656 34,575

    固定資産合計 219,678 215,159

  資産合計 298,634 309,465
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（単位：百万円）

      
当第１四半期連結会計期間末 

(平成21年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金  23,958 27,487
    短期借入金 32,275 33,116
    1年内返済予定の長期借入金 7,624 7,613
    1年内償還予定の社債 － 10,000
    未払法人税等 378 856
    繰延税金負債 14 13
    賞与引当金 1,282 2,056
    その他 11,800 13,758

    流動負債合計 77,333 94,902

  固定負債     
    社債 22,000 22,000
    長期借入金 54,181 54,767
    繰延税金負債 8,771 5,399
    退職給付引当金 835 828
    役員退職慰労引当金 321 315
    その他 9,450 9,570

    固定負債合計 95,561 92,881

  負債合計 172,894 187,783

純資産の部     
  株主資本     
    資本金 41,654 41,654
    資本剰余金 31,084 31,084
    利益剰余金 44,582 45,426
    自己株式 △1,932 △1,926

    株主資本合計 115,387 116,238

  評価・換算差額等     
    その他有価証券評価差額金 8,891 4,025
    為替換算調整勘定 △26 △35

    評価・換算差額等合計 8,864 3,989

  少数株主持分 1,486 1,454

  純資産合計 125,739 121,682

負債純資産合計 298,634 309,465
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（２）四半期連結損益計算書 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

    前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年6月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年6月30日) 

売上高 51,512 48,029
売上原価 41,346 39,649

売上総利益 10,166 8,380

販売費及び一般管理費 8,888  8,264

営業利益 1,277 115

営業外収益     
  受取利息 20 24
  受取配当金 370 443
  持分法による投資利益 7 －
  その他 232 158

  営業外収益合計 629 627

営業外費用     
  支払利息 545 531
 持分法による投資損失 － 8
  その他 194 200

  営業外費用合計 740 741

経常利益 1,166 2

特別利益     
  固定資産売却益 22 5
  投資有価証券売却益 17 －
  貸倒引当金戻入額 42 8
  その他 － 0

  特別利益合計 82 14

特別損失     
  固定資産除却損 10 178
  固定資産売却損 1 1
  投資有価証券評価損 13 55
  貸倒引当金繰入額 0 －
  その他 0 0

  特別損失合計 26 236

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

1,222 △220

法人税、住民税及び事業税 612 297
法人税等調整額 222 △541

法人税等合計 834 △244

少数株主利益 22 29

四半期純利益又は四半期純損失（△） 365 △5
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

    前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年6月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年6月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     
  税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四

半期純損失（△） 
1,222 △220

  減価償却費 4,787 4,852
  減損損失 － 0
  のれん償却額 34 42
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △30 △9
  受取利息及び受取配当金 △390 △468
  支払利息 545 531
  為替差損益（△は益） △113 6
  持分法による投資損益（△は益） △7 8
  有形固定資産売却損益（△は益） △20 △3
  売上債権の増減額（△は増加） 333 4,203
  たな卸資産の増減額（△は増加） △667 △0
  仕入債務の増減額（△は減少） 31 △3,533
  その他 △1,140 △1,761

  小計 4,583 3,649

  利息及び配当金の受取額 393 455
  利息の支払額 △490 △482
  法人税等の支払額 △1,031 △751

  営業活動によるキャッシュ・フロー 3,453 2,872

投資活動によるキャッシュ・フロー     
  固定資産の取得による支出 △5,606 △2,875
  固定資産の売却による収入 38 72
  投資有価証券の取得による支出 △1 △13
  投資有価証券の売却による収入 21 0
  貸付けによる支出 △323 △97
  貸付金の回収による収入 127 183
  その他 △43 199

  投資活動によるキャッシュ・フロー △5,788 △2,531

財務活動によるキャッシュ・フロー     
  短期借入金の純増減額（△は減少） 664 △836
  長期借入れによる収入 669 －
  長期借入金の返済による支出 △1,111 △575
  社債の償還による支出 △5,000 △10,000
  自己株式の売却による収入 0 1
  自己株式の取得による支出 △10 △7
  配当金の支払額 △1,461 △833
  少数株主への配当金の支払額 △1 △6
  その他 － △20

  財務活動によるキャッシュ・フロー △6,252 △12,277

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △9 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,583 △11,946

現金及び現金同等物の期首残高 22,825 25,988

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,242 14,041
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【訂正後】 

５．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

          
当第１四半期連結会計期間末 

(平成21年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 14,315 26,258
    受取手形及び売掛金  37,968 42,237
    有価証券 0 0
    商品及び製品 8,537 7,480
    仕掛品 2,272 3,006
    原材料及び貯蔵品 11,341 11,580
    繰延税金資産 2,082 1,533
    短期貸付金 305 377
    その他 2,358 2,062
    貸倒引当金 △218 △230

    流動資産合計 78,962 94,306

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 145,145 143,316
        減価償却累計額 △92,665 △91,865

        建物及び構築物（純額） 52,480 51,450

      機械装置及び運搬具 354,150 346,349
        減価償却累計額 △293,887 △290,459

        機械装置及び運搬具（純額） 60,262 55,889

      土地 39,101 39,137
      建設仮勘定 7,171 15,891
      その他 27,330 27,258
        減価償却累計額 △15,324 △15,190

        その他（純額） 12,005 12,067

      有形固定資産合計 171,021 174,438

    無形固定資産     
      のれん  362 405
      その他 5,638 5,740

      無形固定資産合計 6,001 6,145

    投資その他の資産     
      投資有価証券 33,629 25,433
      長期貸付金 1,420 1,453
      繰延税金資産 1,081 1,015
      その他 7,138 7,287
      貸倒引当金 △613 △615

      投資その他の資産合計 42,656 34,575

    固定資産合計 219,678 215,159

  資産合計 298,640 309,465
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（単位：百万円）

      
当第１四半期連結会計期間末 

(平成21年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金  23,958 27,487
    短期借入金 32,275 33,116
    1年内返済予定の長期借入金 7,624 7,613
    1年内償還予定の社債 － 10,000
    未払法人税等 378 856
    繰延税金負債 14 13
    賞与引当金 1,282 2,056
    その他 11,799 13,758

    流動負債合計 77,333 94,902

  固定負債     
    社債 22,000 22,000
    長期借入金 54,181 54,767
    繰延税金負債 8,774 5,399
    退職給付引当金 835 828
    役員退職慰労引当金 321 315
    その他 9,450 9,570

    固定負債合計 95,563 92,881

  負債合計 172,897 187,783

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 44,586 45,426
    自己株式 △1,932 △1,926

    株主資本合計 115,391 116,238

  評価・換算差額等     
    その他有価証券評価差額金 8,891 4,025
    為替換算調整勘定 △26 △35

    評価・換算差額等合計 8,864 3,989

  少数株主持分 1,486 1,454

  純資産合計 125,743 121,682

負債純資産合計 298,640 309,465
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（２）四半期連結損益計算書 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

    前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年6月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年6月30日) 

売上高 51,512 47,961
売上原価 41,346 39,569

売上総利益 10,166 8,392

販売費及び一般管理費 8,888  8,269

営業利益 1,277 123

営業外収益     
  受取利息 20 24
  受取配当金 370 443
  持分法による投資利益 7 －
  その他 232 158

  営業外収益合計 629 627

営業外費用     
  支払利息 545 531
 持分法による投資損失 － 8
  その他 194 200

  営業外費用合計 740 741

経常利益 1,166 9

特別利益     
  固定資産売却益 22 5
  投資有価証券売却益 17 －
  貸倒引当金戻入額 42 8
  その他 － 0

  特別利益合計 82 14

特別損失     
  固定資産除却損 10 178
  固定資産売却損 1 1
  投資有価証券評価損 13 55
  貸倒引当金繰入額 0 －
  その他 0 0

  特別損失合計 26 236

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

1,222 △213

法人税、住民税及び事業税 612 297
法人税等調整額 222 △539

法人税等合計 834 △241

少数株主利益 22 29

四半期純利益又は四半期純損失（△） 365 △1
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

    前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年6月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年6月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     
  税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四

半期純損失（△） 
1,222 △213

  減価償却費 4,787 4,852
  減損損失 － 0
  のれん償却額 34 42
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △30 △9
  受取利息及び受取配当金 △390 △468
  支払利息 545 531
  為替差損益（△は益） △113 6
  持分法による投資損益（△は益） △7 8
  有形固定資産売却損益（△は益） △20 △3
  売上債権の増減額（△は増加） 333 4,272
  たな卸資産の増減額（△は増加） △667 △75
  仕入債務の増減額（△は減少） 31 △3,533
  その他 △1,140 △1,761

  小計 4,583 3,649

  利息及び配当金の受取額 393 455
  利息の支払額 △490 △482
  法人税等の支払額 △1,031 △751

  営業活動によるキャッシュ・フロー 3,453 2,872

投資活動によるキャッシュ・フロー     
  固定資産の取得による支出 △5,606 △2,875
  固定資産の売却による収入 38 72
  投資有価証券の取得による支出 △1 △13
  投資有価証券の売却による収入 21 0
  貸付けによる支出 △323 △97
  貸付金の回収による収入 127 183
  その他 △43 199

  投資活動によるキャッシュ・フロー △5,788 △2,531

財務活動によるキャッシュ・フロー     
  短期借入金の純増減額（△は減少） 664 △836
  長期借入れによる収入 669 －
  長期借入金の返済による支出 △1,111 △575
  社債の償還による支出 △5,000 △10,000
  自己株式の売却による収入 0 1
  自己株式の取得による支出 △10 △7
  配当金の支払額 △1,461 △833
  少数株主への配当金の支払額 △1 △6
  その他 － △20

  財務活動によるキャッシュ・フロー △6,252 △12,277

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △9 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,583 △11,946

現金及び現金同等物の期首残高 22,825 25,988

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,242 14,041
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(セグメント情報)･･･添付資料8ページ目 
【訂正前】 
（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  
セメント 

（百万円） 

鉱産品

（百万円）

建材 

（百万円）

光電子・

新材料 

（百万円）

不動産・

その他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高 38,231 1,771 3,032 3,443 1,551 48,029 － 48,029

(2）セグメント間の内部売上高

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

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

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

 
【訂正後】 
（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  
セメント 

（百万円） 

鉱産品

（百万円）

建材 

（百万円）

光電子・

新材料 

（百万円）

不動産・

その他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高 38,231 1,771 3,032 3,375 1,551 47,961 － 47,961

(2）セグメント間の内部売上高

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

計 38,899 2,713 3,522 3,378 3,005 51,520 △3,558 47,961

営業利益又は営業損失（△） 141 △129 △23 △182 320 127 △4 123
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