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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 3 四半期決算短信」の一部訂正について 
 
 
平成 22 年 2 月 10 日に発表しました「平成 22 年３月期 第 3 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 3 四半期の連結業績（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績（累計） 

（％表示は対前年同四半期増減率） 

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

22 年 3 月期第 3 四半期 145,148 △10.3 1,828 △66.3 617 △86.9 △871 ── 

21 年 3 月期第 3 四半期 161,897 ── 5,421 ── 4,698 ── 1,019 ── 
 

 
1 株当たり四半期純利益 

潜在株式調整後 1 株当たり 

四半期純利益 
 円 銭 円 銭 

22 年 3 月期第 3 四半期 △2.09 ── 

21 年 3 月期第 3 四半期 2.44 ── 

(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3四半期 306,985 124,337 40.0 294.72

21 年 3 月期 309,465 121,682 38.9 288.62

(参考)自己資本   22 年 3 月期第 3 四半期 122,754 百万円   21 年 3 月期 120,227 百万円 
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【訂正後】 

1. 平成 22 年 3 月期第 3 四半期の連結業績（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績（累計） 

（％表示は対前年同四半期増減率） 

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

22 年 3 月期第 3 四半期 145,077 △10.4 1,772 △67.3 561 △88.1 △903 ── 

21 年 3 月期第 3 四半期 161,897 ── 5,421 ── 4,698 ── 1,019 ── 
 

 
1 株当たり四半期純利益 

潜在株式調整後 1 株当たり 

四半期純利益 
 円 銭 円 銭 

22 年 3 月期第 3 四半期 △2.17 ── 

21 年 3 月期第 3 四半期 2.44 ── 

(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 
 円 銭 円 銭

22年 3月期第3四半期 306,927 124,305 40.0 294.65

21 年 3 月期 309,465 121,682 38.9 288.62

(参考)自己資本   22 年 3 月期第 3 四半期 122,721 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３四半期(平成21年 4～12月)のわが国経済は、主要各国の積極的な政策対応を受けて持

ち直してきた感はあるものの、国内設備投資の減少や雇用情勢の悪化などの影響を受け、依然と

して厳しい状況で推移いたしました。 

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

加え、景気悪化により民需も低調に推移したことから、セメント国内需要は、前年同期を15.0％

下回る32,661千トンとなりました。一方、輸出は、前年同期を0.6％上回る8,445千トンとなり

ました。この結果、輸出分を含めた国内セメントメーカーの総販売数量は、前年同期を12.2％下

回る40,518千トンとなりました。 

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

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

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

への貢献や環境負荷低減にもグループ全体で積極的に取り組みました。 

 以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は、145,148百万円と前年同期に比べ16,748

百万円の減収、経常利益は617百万円と前年同期に比べ4,081百万円の減益となりました。また、

四半期純損失につきましては、871百万円と前年同期に比べ1,890百万円の減益となりました。 

 

【訂正後】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期(平成21年 4～12月)のわが国経済は、主要各国の積極的な政策対応を受けて持

ち直してきた感はあるものの、国内設備投資の減少や雇用情勢の悪化などの影響を受け、依然と

して厳しい状況で推移いたしました。 

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

加え、景気悪化により民需も低調に推移したことから、セメント国内需要は、前年同期を15.0％

下回る32,661千トンとなりました。一方、輸出は、前年同期を0.6％上回る8,445千トンとなり

ました。この結果、輸出分を含めた国内セメントメーカーの総販売数量は、前年同期を12.2％下

回る40,518千トンとなりました。 

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

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

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

への貢献や環境負荷低減にもグループ全体で積極的に取り組みました。 

  以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は、145,077百万円と前年同期に比べ16,820

百万円の減収、経常利益は561百万円と前年同期に比べ4,137百万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、903百万円と前年同期に比べ1,922百万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３四半期連結会計期間末の総資産は、306,985百万円と前連結会計年度末と比較して2,479

百万円減少しました。資産の部における増減の主なものは、建設仮勘定の減少12,430百万円、

投資有価証券の増加7,116百万円、機械装置及び運搬具の増加5,328百万円、現金及び預金の減

少4,893百万円です。また、負債の部における増減の主なものは、支払手形及び買掛金の減少4,628

百万円、繰延税金負債の増加2,688百万円、賞与引当金の減少1,052百万円です。 

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

て2,655百万円増加しました。増減の主なものは、その他有価証券評価差額金の増加4,249百万

円、利益剰余金の減少1,710百万円です。 

  

【訂正後】 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、306,927百万円と前連結会計年度末と比較して2,538

百万円減少しました。資産の部における増減の主なものは、建設仮勘定の減少12,430百万円、

投資有価証券の増加7,116百万円、機械装置及び運搬具の増加5,328百万円、現金及び預金の減

少4,893百万円です。また、負債の部における増減の主なものは、支払手形及び買掛金の減少4,628

百万円、繰延税金負債の増加2,664百万円、賞与引当金の減少1,052百万円です。 

 一方、当第３四半期連結会計期間末の純資産は、124,305百万円と前連結会計年度末と比較し

て2,623百万円増加しました。増減の主なものは、その他有価証券評価差額金の増加4,249百万

円、利益剰余金の減少1,742百万円です。 
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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３四半期連結会計期間末 

(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 21,365 26,258
    受取手形及び売掛金  41,788 42,237
    有価証券 0 0
    商品及び製品 7,155 7,480
    仕掛品 3,202 3,006
    原材料及び貯蔵品 9,720 11,580
    繰延税金資産 2,309 1,533
    短期貸付金 298 377
    その他 2,331 2,062
    貸倒引当金 △279 △230

    流動資産合計 87,893 94,306

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 148,956 143,316
        減価償却累計額 △95,247 △91,865

        建物及び構築物（純額） 53,708 51,450

      機械装置及び運搬具 363,070 346,349
        減価償却累計額 △301,852 △290,459

        機械装置及び運搬具（純額） 61,217 55,889

      土地 40,169 39,137
      建設仮勘定 3,461 15,891
      その他 31,620 27,258
        減価償却累計額 △16,353 △15,190

        その他（純額） 15,267 12,067

      有形固定資産合計 173,825 174,438

    無形固定資産     
      のれん  157 405
      その他 3,997 5,740

      無形固定資産合計 4,155 6,145

    投資その他の資産     
      投資有価証券 32,550 25,433
      長期貸付金 1,369 1,453
      繰延税金資産 1,052 1,015
      その他 6,664 7,287
      貸倒引当金 △524 △615

      投資その他の資産合計 41,111 34,575

    固定資産合計 219,092 215,159

  資産合計 306,985 309,465
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（単位：百万円）

      
当第３四半期連結会計期間末 

(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金  22,858 27,487
    短期借入金 32,998 33,116
    1年内返済予定の長期借入金 8,249 7,613
    1年内償還予定の社債 － 10,000
    未払法人税等 633 856
    繰延税金負債 12 13
    賞与引当金 1,003 2,056
    その他 11,591 13,758

    流動負債合計 77,348 94,902

  固定負債     
    社債 27,000 22,000
    長期借入金 59,729 54,767
    繰延税金負債 8,090 5,399
    退職給付引当金 1,085 828
    役員退職慰労引当金 273 315
    その他 9,121 9,570

    固定負債合計 105,299 92,881

  負債合計 182,648 187,783

純資産の部     
  株主資本     
    資本金 41,654 41,654
    資本剰余金 31,084 31,084
    利益剰余金 43,716 45,426
    自己株式 △1,939 △1,926

    株主資本合計 114,515 116,238

  評価・換算差額等     
    その他有価証券評価差額金 8,275 4,025
    為替換算調整勘定 △36 △35

    評価・換算差額等合計 8,238 3,989

  少数株主持分 1,583 1,454

  純資産合計 124,337 121,682

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

（単位：百万円）

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

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

売上高 161,897 145,148
売上原価 128,967 117,616

売上総利益 32,929 27,531

販売費及び一般管理費  27,507  25,702

営業利益 5,421 1,828

営業外収益     
  受取利息 73 57
  受取配当金 1,254 621
  持分法による投資利益 6 5
  その他 435 568

  営業外収益合計 1,769 1,253

営業外費用     
  支払利息 1,651 1,628
  その他 840 836

  営業外費用合計 2,492 2,465

経常利益 4,698 617

特別利益     
  固定資産売却益 181 222
  投資有価証券売却益 17 314
  貸倒引当金戻入額 82 25
  その他 16 1

  特別利益合計 297 563

特別損失     
  固定資産除却損 965 569
  固定資産売却損 1 2
  投資有価証券評価損 1,128 87
  貸倒引当金繰入額 72 －
  減損損失 68 12
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,829
  その他 10 2

  特別損失合計 2,248 2,503

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

2,748 △1,322

法人税、住民税及び事業税 1,383 543
法人税等調整額 307 △992

法人税等合計 1,690 △449

少数株主利益又は少数株主損失（△） 38 △1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,019 △871
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(第３四半期連結会計期間) 
（単位：百万円）

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

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

売上高 57,199 49,471
売上原価 44,664 39,365

売上総利益 12,534 10,106

販売費及び一般管理費  9,198  8,871

営業利益 3,336 1,234

営業外収益     
  受取利息 28 13
  受取配当金 872 171
  持分法による投資利益 9 14
  その他 149 236

  営業外収益合計 1,060 435

営業外費用     
  支払利息 560 546
  為替差損 320 －
  その他 215 286

  営業外費用合計 1,095 832

経常利益 3,300 837

特別利益     
  固定資産売却益 156 195
  投資有価証券売却益 － 258
  貸倒引当金戻入額 14 5
  その他 0 0

  特別利益合計 172 458

特別損失     
  固定資産除却損 574 108
  固定資産売却損 － 0
  投資有価証券評価損 995 32
  貸倒引当金繰入額 27 －
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,829
  その他 6 0

  特別損失合計 1,603 1,970

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

1,869 △674

法人税、住民税及び事業税 373 157
法人税等調整額 514 △305

法人税等合計 888 △147

少数株主利益又は少数株主損失（△） 28 △19

四半期純利益又は四半期純損失（△） 952 △507
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

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

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

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

半期純損失（△） 
2,748 △1,322

  減価償却費 14,988 15,263
  減損損失 68 12
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,352
  のれん償却額 103 122
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 29 △6
  受取利息及び受取配当金 △1,327 △679
  支払利息 1,651 1,628
  為替差損益（△は益） 186 91
  持分法による投資損益（△は益） △6 △5
  有形固定資産売却損益（△は益） △179 △220
  売上債権の増減額（△は増加） △4,808 1,712
  たな卸資産の増減額（△は増加） △3,931 2,850
  仕入債務の増減額（△は減少） 970 △5,613
  その他 1,501 △246

  小計 11,996 14,940

  利息及び配当金の受取額 1,309 668
  利息の支払額 △1,556 △1,510
  法人税等の支払額 △1,843 △996

  営業活動によるキャッシュ・フロー 9,905 13,102

投資活動によるキャッシュ・フロー     
  固定資産の取得による支出 △16,636 △15,833
  固定資産の売却による収入 232 353
  投資有価証券の取得による支出 △218 △295
  投資有価証券の売却による収入 38 599
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 
－ △1,170

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

－ 225

  貸付けによる支出 △506 △2,304
  貸付金の回収による収入 237 198
  その他 △69 349

  投資活動によるキャッシュ・フロー △16,922 △17,878

財務活動によるキャッシュ・フロー     
  短期借入金の純増減額（△は減少） 1,923 189
  長期借入れによる収入 10,938 9,854
  長期借入金の返済による支出 △3,206 △4,257
  社債の発行による収入 － 5,000
  社債の償還による支出 △5,000 △10,000
  自己株式の売却による収入 41 2
  自己株式の取得による支出 △232 △14
  配当金の支払額 △2,295 △833
  少数株主への配当金の支払額 △8 △6
  その他 △40 △42

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,120 △106

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △13
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（単位：百万円）

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

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

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,896 △4,895

現金及び現金同等物の期首残高 22,825 25,988

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,929 21,092
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【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３四半期連結会計期間末 

(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 21,365 26,258
    受取手形及び売掛金  41,714 42,237
    有価証券 0 0
    商品及び製品 7,183 7,480
    仕掛品 3,202 3,006
    原材料及び貯蔵品 9,707 11,580
    繰延税金資産 2,309 1,533
    短期貸付金 298 377
    その他 2,331 2,062
    貸倒引当金 △279 △230

    流動資産合計 87,834 94,306

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 148,956 143,316
        減価償却累計額 △95,247 △91,865

        建物及び構築物（純額） 53,708 51,450

      機械装置及び運搬具 363,070 346,349
        減価償却累計額 △301,852 △290,459

        機械装置及び運搬具（純額） 61,217 55,889

      土地 40,169 39,137
      建設仮勘定 3,461 15,891
      その他 31,620 27,258
        減価償却累計額 △16,353 △15,190

        その他（純額） 15,267 12,067

      有形固定資産合計 173,825 174,438

    無形固定資産     
      のれん  157 405
      その他 3,997 5,740

      無形固定資産合計 4,155 6,145

    投資その他の資産     
      投資有価証券 32,550 25,433
      長期貸付金 1,369 1,453
      繰延税金資産 1,052 1,015
      その他 6,664 7,287
      貸倒引当金 △524 △615

      投資その他の資産合計 41,111 34,575

    固定資産合計 219,092 215,159

  資産合計 306,927 309,465
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（単位：百万円）

      
当第３四半期連結会計期間末 

(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金  22,858 27,487
    短期借入金 32,998 33,116
    1年内返済予定の長期借入金 8,249 7,613
    1年内償還予定の社債 － 10,000
    未払法人税等 633 856
    繰延税金負債 12 13
    賞与引当金 1,003 2,056
    その他 11,589 13,758

    流動負債合計 77,346 94,902

  固定負債     
    社債 27,000 22,000
    長期借入金 59,729 54,767
    繰延税金負債 8,065 5,399
    退職給付引当金 1,085 828
    役員退職慰労引当金 273 315
    その他 9,121 9,570

    固定負債合計 105,275 92,881

  負債合計 182,622 187,783

純資産の部     
  株主資本     
    資本金 41,654 41,654
    資本剰余金 31,084 31,084
    利益剰余金 43,684 45,426
    自己株式 △1,939 △1,926

    株主資本合計 114,483 116,238

  評価・換算差額等     
    その他有価証券評価差額金 8,275 4,025
    為替換算調整勘定 △36 △35

    評価・換算差額等合計 8,238 3,989

  少数株主持分 1,583 1,454

  純資産合計 124,305 121,682

負債純資産合計 306,927 309,465
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（２）四半期連結損益計算書 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

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

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

売上高 161,897 145,077
売上原価 128,967 117,563

売上総利益 32,929 27,514

販売費及び一般管理費  27,507  25,741

営業利益 5,421 1,772

営業外収益     
  受取利息 73 57
  受取配当金 1,254 621
  持分法による投資利益 6 5
  その他 435 568

  営業外収益合計 1,769 1,253

営業外費用     
  支払利息 1,651 1,628
  その他 840 836

  営業外費用合計 2,492 2,465

経常利益 4,698 561

特別利益     
  固定資産売却益 181 222
  投資有価証券売却益 17 314
  貸倒引当金戻入額 82 25
  その他 16 1

  特別利益合計 297 563

特別損失     
  固定資産除却損 965 569
  固定資産売却損 1 2
  投資有価証券評価損 1,128 87
  貸倒引当金繰入額 72 －
  減損損失 68 12
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,829
  その他 10 2

  特別損失合計 2,248 2,503

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

2,748 △1,378

法人税、住民税及び事業税 1,383 543
法人税等調整額 307 △1,016

法人税等合計 1,690 △473

少数株主利益又は少数株主損失（△） 38 △1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,019 △903
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(第３四半期連結会計期間) 
（単位：百万円）

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

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

売上高 57,199 49,406
売上原価 44,664 39,303

売上総利益 12,534 10,102

販売費及び一般管理費  9,198  8,880

営業利益 3,336 1,221

営業外収益     
  受取利息 28 13
  受取配当金 872 171
  持分法による投資利益 9 14
  その他 149 236

  営業外収益合計 1,060 435

営業外費用     
  支払利息 560 546
  為替差損 320 －
  その他 215 286

  営業外費用合計 1,095 832

経常利益 3,300 824

特別利益     
  固定資産売却益 156 195
  投資有価証券売却益 － 258
  貸倒引当金戻入額 14 5
  その他 0 0

  特別利益合計 172 458

特別損失     
  固定資産除却損 574 108
  固定資産売却損 － 0
  投資有価証券評価損 995 32
  貸倒引当金繰入額 27 －
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,829
  その他 6 0

  特別損失合計 1,603 1,970

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

1,869 △687

法人税、住民税及び事業税 373 157
法人税等調整額 514 △311

法人税等合計 888 △153

少数株主利益又は少数株主損失（△） 28 △19

四半期純利益又は四半期純損失（△） 952 △514
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

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

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

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

半期純損失（△） 
2,748 △1,378

  減価償却費 14,988 15,263
  減損損失 68 12
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,352
  のれん償却額 103 122
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 29 △6
  受取利息及び受取配当金 △1,327 △679
  支払利息 1,651 1,628
  為替差損益（△は益） 186 91
  持分法による投資損益（△は益） △6 △5
  有形固定資産売却損益（△は益） △179 △220
  売上債権の増減額（△は増加） △4,808 1,786
  たな卸資産の増減額（△は増加） △3,931 2,835
  仕入債務の増減額（△は減少） 970 △5,613
  その他 1,501 △248

  小計 11,996 14,940

  利息及び配当金の受取額 1,309 668
  利息の支払額 △1,556 △1,510
  法人税等の支払額 △1,843 △996

  営業活動によるキャッシュ・フロー 9,905 13,102

投資活動によるキャッシュ・フロー     
  固定資産の取得による支出 △16,636 △15,833
  固定資産の売却による収入 232 353
  投資有価証券の取得による支出 △218 △295
  投資有価証券の売却による収入 38 599
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 
－ △1,170

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

－ 225

  貸付けによる支出 △506 △2,304
  貸付金の回収による収入 237 198
  その他 △69 349

  投資活動によるキャッシュ・フロー △16,922 △17,878

財務活動によるキャッシュ・フロー     
  短期借入金の純増減額（△は減少） 1,923 189
  長期借入れによる収入 10,938 9,854
  長期借入金の返済による支出 △3,206 △4,257
  社債の発行による収入 － 5,000
  社債の償還による支出 △5,000 △10,000
  自己株式の売却による収入 41 2
  自己株式の取得による支出 △232 △14
  配当金の支払額 △2,295 △833
  少数株主への配当金の支払額 △8 △6
  その他 △40 △42

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,120 △106

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △13
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（単位：百万円）

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

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

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,896 △4,895

現金及び現金同等物の期首残高 22,825 25,988

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,929 21,092
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(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３四半期連結会計期間（自 平成21年 10月１日 至 平成21年 12月 31日） 

  
セメント 

（百万円） 

鉱産品

（百万円）

建材 

（百万円）

光電子・

新材料 

（百万円）

不動産・

その他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高 40,870 2,011 2,958 2,242 1,388 49,471 － 49,471

(2）セグメント間の内部売上高

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

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

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

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

  
セメント 

（百万円） 

鉱産品

（百万円）

建材 

（百万円）

光電子・

新材料 

（百万円）

不動産・

その他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高 40,870 2,011 2,958 2,177 1,388 49,406 － 49,406

(2）セグメント間の内部売上高

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

計 41,664 2,974 3,865 2,180 2,207 52,892 △3,486 49,406

営業利益又は営業損失（△） 1,360 △15 △4 △371 268 1,237 △16 1,221

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

  
セメント 

（百万円） 

鉱産品

（百万円）

建材 

（百万円）

光電子・

新材料 

（百万円）

不動産・

その他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高 116,996 5,632 8,692 9,670 4,157 145,148 － 145,148

(2）セグメント間の内部売上高

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

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

営業利益又は営業損失（△） 2,079 △220 △37 △890 913 1,844 △16 1,828
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【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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年 12月 31日） 

  
セメント 

（百万円） 

鉱産品

（百万円）

建材 

（百万円）

光電子・

新材料 

（百万円）

不動産・

その他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高 116,996 5,632 8,692 9,598 4,157 145,077 － 145,077

(2）セグメント間の内部売上高

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

計 119,218 8,398 10,744 9,604 7,710 155,675 △10,598 145,077

営業利益又は営業損失（△） 2,074 △220 △37 △941 913 1,788 △16 1,772
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