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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)「平成 22 年３月期 第 2 四半期決算短信」の一部訂正について 
 
 
平成 21 年 11 月 5 日に発表しました「平成 22 年３月期 第 2 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 2 四半期の連結業績（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 9 月 30 日） 
(1) 連結経営成績（累計） 

（％表示は対前年同四半期増減率） 

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

22 年 3 月期第 2 四半期 95,677 △8.6 594 △71.5 △220 ── △363 ── 

21 年 3 月期第 2 四半期 104,698 ── 2,084 ── 1,397 ── 66 ── 
 

 
1 株当たり四半期純利益 

潜在株式調整後 1 株当たり 

四半期純利益 
 円 銭 円 銭 

22 年 3 月期第２四半期 △0.87 ── 

21 年 3 月期第２四半期 0.15 ── 

(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２四半期 303,129 126,300 41.1 299.37

21 年 3 月期 309,465 121,682 38.9 288.62

(参考)自己資本   22 年 3 月期第 2 四半期 124,693 百万円   21 年 3 月期 120,227 百万円 
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【訂正後】 

1. 平成 22 年 3 月期第 2 四半期の連結業績（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 9 月 30 日） 
(1) 連結経営成績（累計） 

（％表示は対前年同四半期増減率） 

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

22 年 3 月期第 2 四半期 95,671 △8.6 551 △73.6 △263 ── △389 ── 

21 年 3 月期第 2 四半期 104,698 ── 2,084 ── 1,397 ── 66 ── 
 

 
1 株当たり四半期純利益 

潜在株式調整後 1 株当たり 

四半期純利益 
 円 銭 円 銭 

22 年 3 月期第２四半期 △0.93 ── 

21 年 3 月期第２四半期 0.15 ── 

(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２四半期 303,086 126,275 41.1 299.31

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 2 四半期 124,668 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２四半期(平成21年 4～9月)のわが国経済は、政府の経済対策による個人消費の下支えや

海外経済の回復を背景に、輸出等に持ち直しの動きが見られたものの、雇用情勢が悪化するなど、

依然として厳しい状況が続きました。 

セメント業界におきましては、官公需が公共事業予算の縮小等により引き続き減少したことに

加え、景気悪化により民需も低調に推移したことから、セメント国内需要は、前年同期を14.0％

下回る21,017千トンとなりました。一方、輸出は、韓国、オセアニア、中東向け等が減少した

ことなどから、前年同期を0.9％下回りました。この結果、輸出分を含めた国内セメントメーカ

ーの総販売数量は、前年同期を11.5％下回る26,168千トンとなりました。 

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

めるとともに、補修費等の生産コストの削減にも注力しました。その他の事業におきましては、

既存製品の拡販や新製品の市場投入を行うなど、事業拡大に努めました。また、循環型社会構築

への貢献や環境負荷低減にもグループ全体で積極的に取り組みました。 

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、95,677百万円と前年同期に比べ9,020百

万円の減収、経常損失は220百万円と前年同期に比べ1,617百万円の減益となりました。また、

四半期純損失につきましては、363百万円と前年同期に比べ430百万円の減益となりました。 

 

【訂正後】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期(平成21年 4～9月)のわが国経済は、政府の経済対策による個人消費の下支えや

海外経済の回復を背景に、輸出等に持ち直しの動きが見られたものの、雇用情勢が悪化するなど、

依然として厳しい状況が続きました。 

セメント業界におきましては、官公需が公共事業予算の縮小等により引き続き減少したことに

加え、景気悪化により民需も低調に推移したことから、セメント国内需要は、前年同期を14.0％

下回る21,017千トンとなりました。一方、輸出は、韓国、オセアニア、中東向け等が減少した

ことなどから、前年同期を0.9％下回りました。この結果、輸出分を含めた国内セメントメーカ

ーの総販売数量は、前年同期を11.5％下回る26,168千トンとなりました。 

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

めるとともに、補修費等の生産コストの削減にも注力しました。その他の事業におきましては、

既存製品の拡販や新製品の市場投入を行うなど、事業拡大に努めました。また、循環型社会構築

への貢献や環境負荷低減にもグループ全体で積極的に取り組みました。 

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、95,671百万円と前年同期に比べ9,026百

万円の減収、経常損失は263百万円と前年同期に比べ1,660百万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、389百万円と前年同期に比べ455百万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２四半期連結会計期間末の総資産は、303,129百万円と前連結会計年度末と比較して6,336

百万円減少しました。 

資産の部における増減の主なものは、現金及び預金の減少11,808百万円、投資有価証券の増加

9,449百万円、建設仮勘定の減少9,001百万円、機械装置及び運搬具の増加4,003百万円です。ま

た、負債の部における増減の主なものは、借入金及び社債の減少6,693百万円、支払手形及び買

掛金の減少4,772百万円、繰延税金負債の増加4,046百万円です。 

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

4,618百万円増加しました。増減の主なものは、その他有価証券評価差額金の増加5,673百万円で

す。 

 

【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、303,086百万円と前連結会計年度末と比較して6,379

百万円減少しました。 

資産の部における増減の主なものは、現金及び預金の減少11,808百万円、投資有価証券の増加

9,449百万円、建設仮勘定の減少9,001百万円、機械装置及び運搬具の増加4,003百万円です。ま

た、負債の部における増減の主なものは、借入金及び社債の減少6,693百万円、支払手形及び買

掛金の減少4,772百万円、繰延税金負債の増加4,029百万円です。 

   一方、当第２四半期連結会計期間末の純資産は、126,275百万円と前連結会計年度末と比較して

4,592百万円増加しました。増減の主なものは、その他有価証券評価差額金の増加5,673百万円で

す。 
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(連結財務諸表)･･･添付資料5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２四半期連結会計期間末 

(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 14,449 26,258
    受取手形及び売掛金  38,953 42,237
    有価証券 0 0
    商品及び製品 8,315 7,480
    仕掛品 2,091 3,006
    原材料及び貯蔵品 10,582 11,580
    繰延税金資産 2,204 1,533
    短期貸付金 292 377
    その他 1,856 2,062
    貸倒引当金 △205 △230

    流動資産合計 78,541 94,306

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 147,763 143,316
        減価償却累計額 △94,035 △91,865

        建物及び構築物（純額） 53,727 51,450

      機械装置及び運搬具 357,282 346,349
        減価償却累計額 △297,389 △290,459

        機械装置及び運搬具（純額） 59,893 55,889

      土地 39,774 39,137
      建設仮勘定 6,890 15,891
      その他 31,277 27,258
        減価償却累計額 △16,188 △15,190

        その他（純額） 15,089 12,067

      有形固定資産合計 175,376 174,438

    無形固定資産     
      のれん  25 405
      その他 5,477 5,740

      無形固定資産合計 5,502 6,145

    投資その他の資産     
      投資有価証券 34,883 25,433
      長期貸付金 1,337 1,453
      繰延税金資産 1,083 1,015
      その他 7,028 7,287
      貸倒引当金 △624 △615

      投資その他の資産合計 43,709 34,575

    固定資産合計 224,588 215,159

  資産合計 303,129 309,465
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（単位：百万円）

      
当第２四半期連結会計期間末 

(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金  22,714 27,487
    短期借入金 31,816 33,116
    1年内返済予定の長期借入金 7,895 7,613
    1年内償還予定の社債 － 10,000
    未払法人税等 660 856
    繰延税金負債 11 13
    賞与引当金 2,126 2,056
    その他 10,783 13,758

    流動負債合計 76,008 94,902

  固定負債     
    社債 22,000 22,000
    長期借入金 59,092 54,767
    繰延税金負債 9,448 5,399
    退職給付引当金 904 828
    役員退職慰労引当金 252 315
    その他 9,122 9,570

    固定負債合計 100,820 92,881

  負債合計 176,828 187,783

純資産の部     
  株主資本     
    資本金 41,654 41,654
    資本剰余金 31,084 31,084
    利益剰余金 44,223 45,426
    自己株式 △1,936 △1,926

    株主資本合計 115,025 116,238

  評価・換算差額等     
    その他有価証券評価差額金 9,698 4,025
    為替換算調整勘定 △29 △35

    評価・換算差額等合計 9,668 3,989

  少数株主持分 1,606 1,454

  純資産合計 126,300 121,682

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

（単位：百万円）

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

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

売上高 104,698 95,677
売上原価 84,303 78,251

売上総利益 20,394 17,425

販売費及び一般管理費 18,310  16,831

営業利益 2,084 594

営業外収益     
  受取利息 45 44
  受取配当金 381 450
  その他 376 373

  営業外収益合計 803 868

営業外費用     
  支払利息 1,090 1,081
 持分法による投資損失 3 8
  その他 396 592

  営業外費用合計 1,491 1,683

経常利益又は経常損失(△) 1,397 △220

特別利益     
  固定資産売却益 24 27
  投資有価証券売却益 17 56
  貸倒引当金戻入額 72 19
  その他 15 1

  特別利益合計 130 104

特別損失     
  固定資産除却損 390 460
  固定資産売却損 1 1
  投資有価証券評価損 133 55
  貸倒引当金繰入額 49 －
  減損損失 68 12
  その他 4 1

  特別損失合計 648 532

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

878 △648

法人税、住民税及び事業税 1,009 385
法人税等調整額 △206 △687

法人税等合計 802 △302

少数株主利益 9 17

四半期純利益又は四半期純損失（△） 66 △363
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(第２四半期連結会計期間) 
（単位：百万円）

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

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

売上高 53,185 47,648
売上原価 42,956 38,602

売上総利益 10,228 9,045

販売費及び一般管理費 9,440 8,567

営業利益 788 478

営業外収益     
  受取利息 25 20
  受取配当金 11 6
  その他 145 214

  営業外収益合計 181 241

営業外費用     
  支払利息 545 549
 持分法による投資損失 11 0
  その他 202 392

  営業外費用合計 759 942

経常利益又は経常損失(△) 211 △222

特別利益     
  固定資産売却益 2 21
  投資有価証券売却益 － 56
  貸倒引当金戻入額 49 11
  その他 15 0

  特別利益合計 67 90

特別損失     
  固定資産除却損 380 281
  固定資産売却損 － 0
  投資有価証券評価損 120 －
  貸倒引当金繰入額 49 －
  減損損失 68 12
  その他 4 1

  特別損失合計 622 296

税金等調整前四半期純損失（△） △343 △428

法人税、住民税及び事業税 397 87
法人税等調整額 △429 △145

法人税等合計 △31 △58

少数株主損失（△） △13 △11

四半期純損失（△） △298 △358
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

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

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

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

半期純損失（△） 
878 △648

  減価償却費 9,719 9,834
  減損損失 68 12
  のれん償却額 68 84
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △19
  受取利息及び受取配当金 △426 △495
  支払利息 1,090 1,081
  為替差損益（△は益） △82 120
  持分法による投資損益（△は益） 3 8
  有形固定資産売却損益（△は益） △23 △25
  売上債権の増減額（△は増加） 19 3,908
  たな卸資産の増減額（△は増加） △2,819 1,847
  仕入債務の増減額（△は減少） 1,512 △5,491
  その他 567 △763

  小計 10,573 9,454

  利息及び配当金の受取額 420 484
  利息の支払額 △1,104 △1,119
  法人税等の支払額 △1,318 △718

  営業活動によるキャッシュ・フロー 8,571 8,101

投資活動によるキャッシュ・フロー     
  固定資産の取得による支出 △11,877 △11,028
  固定資産の売却による収入 48 114
  投資有価証券の取得による支出 △14 △24
  投資有価証券の売却による収入 28 159
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る収入 
－ 225

  貸付けによる支出 △333 △2,229
  貸付金の回収による収入 133 189
  その他 △65 349

  投資活動によるキャッシュ・フロー △12,080 △12,312

財務活動によるキャッシュ・フロー     
  短期借入金の純増減額（△は減少） 913 △1,296
  長期借入れによる収入 6,897 8,400
  長期借入金の返済による支出 △2,567 △3,793
  社債の償還による支出 △5,000 △10,000
  自己株式の売却による収入 0 2
  自己株式の取得による支出 △175 △11
  配当金の支払額 △1,461 △833
  少数株主への配当金の支払額 △1 △6
  その他 － △35

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,394 △7,574

現金及び現金同等物に係る換算差額 15 △24 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,888 △11,809

現金及び現金同等物の期首残高 22,825 25,988

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,937 14,178
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【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２四半期連結会計期間末 

(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 14,449 26,258
    受取手形及び売掛金  38,946 42,237
    有価証券 0 0
    商品及び製品 8,308 7,480
    仕掛品 2,091 3,006
    原材料及び貯蔵品 10,552 11,580
    繰延税金資産 2,204 1,533
    短期貸付金 292 377
    その他 1,856 2,062
    貸倒引当金 △205 △230

    流動資産合計 78,498 94,306

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 147,763 143,316
        減価償却累計額 △94,035 △91,865

        建物及び構築物（純額） 53,727 51,450

      機械装置及び運搬具 357,282 346,349
        減価償却累計額 △297,389 △290,459

        機械装置及び運搬具（純額） 59,893 55,889

      土地 39,774 39,137
      建設仮勘定 6,890 15,891
      その他 31,277 27,258
        減価償却累計額 △16,188 △15,190

        その他（純額） 15,089 12,067

      有形固定資産合計 175,376 174,438

    無形固定資産     
      のれん  25 405
      その他 5,477 5,740

      無形固定資産合計 5,502 6,145

    投資その他の資産     
      投資有価証券 34,883 25,433
      長期貸付金 1,337 1,453
      繰延税金資産 1,083 1,015
      その他 7,028 7,287
      貸倒引当金 △624 △615

      投資その他の資産合計 43,709 34,575

    固定資産合計 224,588 215,159

  資産合計 303,086 309,465
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（単位：百万円）

      
当第２四半期連結会計期間末 

(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金  22,714 27,487
    短期借入金 31,816 33,116
    1年内返済予定の長期借入金 7,895 7,613
    1年内償還予定の社債 － 10,000
    未払法人税等 660 856
    繰延税金負債 11 13
    賞与引当金 2,126 2,056
    その他 10,783 13,758

    流動負債合計 76,008 94,902

  固定負債     
    社債 22,000 22,000
    長期借入金 59,092 54,767
    繰延税金負債 9,431 5,399
    退職給付引当金 904 828
    役員退職慰労引当金 252 315
    その他 9,122 9,570

    固定負債合計 100,802 92,881

  負債合計 176,811 187,783

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 44,198 45,426
    自己株式 △1,936 △1,926

    株主資本合計 114,999 116,238

  評価・換算差額等     
    その他有価証券評価差額金 9,698 4,025
    為替換算調整勘定 △29 △35

    評価・換算差額等合計 9,668 3,989

  少数株主持分 1,606 1,454

  純資産合計 126,275 121,682

負債純資産合計 303,086 309,465
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（２）四半期連結損益計算書 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

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

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

売上高 104,698 95,671
売上原価 84,303 78,259

売上総利益 20,394 17,411

販売費及び一般管理費 18,310  16,860

営業利益 2,084 551

営業外収益     
  受取利息 45 44
  受取配当金 381 450
  その他 376 373

  営業外収益合計 803 868

営業外費用     
  支払利息 1,090 1,081
 持分法による投資損失 3 8
  その他 396 592

  営業外費用合計 1,491 1,683

経常利益又は経常損失(△) 1,397 △263

特別利益     
  固定資産売却益 24 27
  投資有価証券売却益 17 56
  貸倒引当金戻入額 72 19
  その他 15 1

  特別利益合計 130 104

特別損失     
  固定資産除却損 390 460
  固定資産売却損 1 1
  投資有価証券評価損 133 55
  貸倒引当金繰入額 49 －
  減損損失 68 12
  その他 4 1

  特別損失合計 648 532

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

878 △691

法人税、住民税及び事業税 1,009 385
法人税等調整額 △206 △705

法人税等合計 802 △320

少数株主利益 9 17

四半期純利益又は四半期純損失（△） 66 △389
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(第２四半期連結会計期間) 
（単位：百万円）

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

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

売上高 53,185 47,709
売上原価 42,956 38,690

売上総利益 10,228 9,019

販売費及び一般管理費 9,440 8,591

営業利益 788 428

営業外収益     
  受取利息 25 20
  受取配当金 11 6
  その他 145 214

  営業外収益合計 181 241

営業外費用     
  支払利息 545 549
 持分法による投資損失 11 0
  その他 202 392

  営業外費用合計 759 942

経常利益又は経常損失(△) 211 △272

特別利益     
  固定資産売却益 2 21
  投資有価証券売却益 － 56
  貸倒引当金戻入額 49 11
  その他 15 0

  特別利益合計 67 90

特別損失     
  固定資産除却損 380 281
  固定資産売却損 － 0
  投資有価証券評価損 120 －
  貸倒引当金繰入額 49 －
  減損損失 68 12
  その他 4 1

  特別損失合計 622 296

税金等調整前四半期純損失（△） △343 △478

法人税、住民税及び事業税 397 87
法人税等調整額 △429 △166

法人税等合計 △31 △78

少数株主損失（△） △13 △11

四半期純損失（△） △298 △388
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

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

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

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

半期純損失（△） 
878 △691

  減価償却費 9,719 9,834
  減損損失 68 12
  のれん償却額 68 84
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △19
  受取利息及び受取配当金 △426 △495
  支払利息 1,090 1,081
  為替差損益（△は益） △82 120
  持分法による投資損益（△は益） 3 8
  有形固定資産売却損益（△は益） △23 △25
  売上債権の増減額（△は増加） 19 3,914
  たな卸資産の増減額（△は増加） △2,819 1,884
  仕入債務の増減額（△は減少） 1,512 △5,491
  その他 567 △763

  小計 10,573 9,454

  利息及び配当金の受取額 420 484
  利息の支払額 △1,104 △1,119
  法人税等の支払額 △1,318 △718

  営業活動によるキャッシュ・フロー 8,571 8,101

投資活動によるキャッシュ・フロー     
  固定資産の取得による支出 △11,877 △11,028
  固定資産の売却による収入 48 114
  投資有価証券の取得による支出 △14 △24
  投資有価証券の売却による収入 28 159
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る収入 
－ 225

  貸付けによる支出 △333 △2,229
  貸付金の回収による収入 133 189
  その他 △65 349

  投資活動によるキャッシュ・フロー △12,080 △12,312

財務活動によるキャッシュ・フロー     
  短期借入金の純増減額（△は減少） 913 △1,296
  長期借入れによる収入 6,897 8,400
  長期借入金の返済による支出 △2,567 △3,793
  社債の償還による支出 △5,000 △10,000
  自己株式の売却による収入 0 2
  自己株式の取得による支出 △175 △11
  配当金の支払額 △1,461 △833
  少数株主への配当金の支払額 △1 △6
  その他 － △35

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,394 △7,574

現金及び現金同等物に係る換算差額 15 △24 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,888 △11,809

現金及び現金同等物の期首残高 22,825 25,988

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,937 14,178
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(セグメント情報)･･･添付資料10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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  
セメント 

（百万円） 

鉱産品

（百万円）

建材 

（百万円）

光電子・

新材料 

（百万円）

不動産・

その他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高 37,894 1,850 2,701 3,984 1,217 47,648 － 47,648

(2）セグメント間の内部売上高

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

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

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

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

  
セメント 

（百万円） 

鉱産品

（百万円）

建材 

（百万円）

光電子・

新材料 

（百万円）

不動産・

その他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高 37,894 1,850 2,701 4,046 1,217 47,709 － 47,709

(2）セグメント間の内部売上高

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

計 38,654 2,709 3,356 4,045 2,496 51,263 △3,553 47,709

営業利益又は営業損失（△） 572 △75 △9 △388 324 423 4 428

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

  
セメント 

（百万円） 

鉱産品

（百万円）

建材 

（百万円）

光電子・

新材料 

（百万円）

不動産・

その他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高 76,125 3,621 5,733 7,427 2,768 95,677 － 95,677

(2）セグメント間の内部売上高

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

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

営業利益又は営業損失（△） 714 △205 △33 △528 645 594 0 594
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【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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  
セメント 

（百万円） 

鉱産品

（百万円）

建材 

（百万円）

光電子・

新材料 

（百万円）

不動産・

その他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高 76,125 3,621 5,733 7,421 2,768 95,671 － 95,671

(2）セグメント間の内部売上高

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

計 77,554 5,423 6,878 7,424 5,502 102,783 △7,111 95,671

営業利益又は営業損失（△） 714 △205 △33 △570 645 551 0 551
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