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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 決算短信」の一部訂正について 
 
 
平成 22 年 5 月 14 日に発表しました「平成 22 年３月期 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 月期の連結業績（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日） 
(1) 連結経営成績 

（％表示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 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

22 年 3 月期  195,089 △9.4 3,037 △49.2 1,046 △76.0 △849 ── 

21 年 3 月期  215,390 9.1 5,973 △49.9 4,363 △57.7 450 △91.1
 

 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  △2.04 ── △0.7 0.3 1.6

21 年 3 月期  1.08 ── 0.4 1.4 2.8

(参考)持分法投資損益 22 年 3 月期 △14 百万円   21 年 3 月期 15 百万円 
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(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  311,968 125,197 39.6 296.78 

21 年 3 月期  309,465 121,682 38.9 288.62 

(参考)自己資本   22 年 3 月期 123,601 百万円   21 年 3 月期 120,227 百万円 

 
【訂正後】 

1. 平成 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） 
(1) 連結経営成績 

（％表示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 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

22 年 3 月期  194,624 △9.6 2,776 △53.5 785 △82.0 △1,002 ── 

21 年 3 月期  215,390 9.1 5,973 △49.9 4,363 △57.7 450 △91.1
 

 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  △2.41 ── △0.8 0.3 1.4

21 年 3 月期  1.08 ── 0..4 1.4 2.8

(参考)持分法投資損益 22 年 3 月期 △14 百万円   21 年 3 月期 15 百万円 
 

(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  311,707 125,044 39.6 296.41 

21 年 3 月期  309,465 121,682 38.9 288.62 

(参考)自己資本   22 年 3 月期 123,449 百万円   21 年 3 月期 120,227 百万円 

 
【訂正前】 

（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） 

(1) 個別経営成績 
（％表示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 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

22 年 3 月期  131,086 △13.5 2,294 △42.0 407 △84.8 △938 ── 

21 年 3 月期  151,560 7.4 3,954 △56.0 2,687 △65.2 △98 ── 
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 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  △2.25 ── 

21 年 3 月期  △0.24 ── 

 
 (2) 個別財政状態 

 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  271,561 110,879 40.8 266.23 

21 年 3 月期  267,785 107,527 40.2 258.13 

(参考)自己資本   22 年 3 月期 110,879 百万円   21 年 3 月期 107,527 百万円 
 

【訂正後】 
（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） 
(1) 個別経営成績 

（％表示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 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

22 年 3 月期  130,621 △13.8 2,033 △48.6 146 △94.5 △1,091 ── 

21 年 3 月期  151,560 7.4 3,954 △56.0 2,687 △65.2 △98 ── 
  

 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  △2.62 ── 

21 年 3 月期  △0.24 ── 

 
 (2) 個別財政状態 

 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  271,300 110,726 40.8 265.86 

21 年 3 月期  267,785 107,527 40.2 258.13 

(参考)自己資本   22 年 3 月期 110,726 百万円   21 年 3 月期 107,527 百万円 
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(１．経営成績)･･･添付資料3ページ目 

【訂正前】 

(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、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

とする輸出等の持ち直しの動きが見られたものの、なお自律性は弱く、失業率が高水準にあるな

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、地方財政の悪化、補正予算の一部の執行凍結等の影響により官

公需が減少したことに加え、民間住宅投資の冷え込み等により民需も減少したことから、セメン

ト国内需要は、前期を14.7％下回る42,731千トンとなりました。一方、輸出は、シンガポール

向け等が増加したことにより、前期を3.6％上回りました。この結果、輸出分を含めた国内メー

カーの総販売数量は、前期を11.4％下回る53,030千トンとなりました。 

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、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に加え、新たな分野への事業展開のための企業買収を行うなど、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、当期の売上高は、セメント事業等で減収となったことから、195,089百万円と前

期実績を9.4％下回りました。 

損益につきましては、セメント事業等で減益となったことから、経常利益は、1,046百万円と

前期に比べ3,316百万円の減益となり、また、当期純利益は、設備の解体除却等についての特別

損失を計上したことにより、849百万円の当期純損失となりました。 

 

事業別の概況は、次のとおりであります。 

 

セメント事業 

 

販売価格が改善したものの、国内需要が大幅に減少したことにより販売数量が減少したことな

どから、売上高は、155,184百万円と前期に比べ19,540百万円（△11.2％）減となり、営業利益

は、2,797百万円と前期に比べ2,842百万円（△50.4％）減となりました。 

 

鉱産品事業 

 

骨材や鉄鋼向け石灰石の販売数量が減少したことなどから、売上高は、7,543百万円と前期に

比べ1,431百万円（△16.0％）減となり、478百万円の営業損失と前期に比べ606百万円の悪化

となりました。 

 

建材事業 

 

ヒューム管の製造・販売等を営む栗本コンクリート工業株式会社の経営権を取得したことなど

から、売上高は、13,666百万円と前期に比べ474百万円（3.6％）増となりました。しかしなが

ら、建設請負工事について、需要減に伴う競争激化により採算が悪化したことなどから、営業利

益は、255百万円と前期に比べ129百万円（△33.7％）減となりました。 

 

光電子・新材料事業 

 

光電子事業につきましては、光通信用部品の需要拡大により販売数量が増加したものの、円高

や競争激化による販売価格の下落により、減収減益となりました。一方、新材料事業につきまし



 5

ては、ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）用フィルターの販売数量が増加したことにより、

増収となり、損益も改善しました。この結果、光電子・新材料事業の売上高は、12,544百万円と

前期に比べ449百万円（3.7％）増となり、損益は、前期に比べ830百万円好転したものの、な

お844百万円の営業損失となりました。 

 

不動産・その他事業 

 

その他事業のエンジニアリング事業において設備工事が減少したことなどから、売上高は、

6,149百万円と前期に比べ252百万円（△4.0％）減となり、営業利益は、1,346百万円と前期に

比べ160百万円（△10.6％）減となりました。 

 

【訂正後】 

(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、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

とする輸出等の持ち直しの動きが見られたものの、なお自律性は弱く、失業率が高水準にあるな

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、地方財政の悪化、補正予算の一部の執行凍結等の影響により官

公需が減少したことに加え、民間住宅投資の冷え込み等により民需も減少したことから、セメン

ト国内需要は、前期を14.7％下回る42,731千トンとなりました。一方、輸出は、シンガポール

向け等が増加したことにより、前期を3.6％上回りました。この結果、輸出分を含めた国内メー

カーの総販売数量は、前期を11.4％下回る53,030千トンとなりました。 

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、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に加え、新たな分野への事業展開のための企業買収を行うなど、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、当期の売上高は、セメント事業等で減収となったことから、194,624百万円と前

期実績を9.6％下回りました。 

損益につきましては、セメント事業等で減益となったことから、経常利益は、785百万円と前

期に比べ3,577百万円の減益となり、また、当期純利益は、設備の解体除却等についての特別損

失を計上したことにより、1,002百万円の当期純損失となりました。 

 

事業別の概況は、次のとおりであります。 

 

セメント事業 

 

販売価格が改善したものの、国内需要が大幅に減少したことにより販売数量が減少したことな

どから、売上高は、155,184百万円と前期に比べ19,540百万円（△11.2％）減となり、営業利益

は、2,766百万円と前期に比べ2,873百万円（△50.9％）減となりました。 

 

鉱産品事業 

 

骨材や鉄鋼向け石灰石の販売数量が減少したことなどから、売上高は、7,543百万円と前期に

比べ1,431百万円（△16.0％）減となり、481百万円の営業損失と前期に比べ609百万円の悪化

となりました。 
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建材事業 

 

ヒューム管の製造・販売等を営む栗本コンクリート工業株式会社の経営権を取得したことなど

から、売上高は、13,666百万円と前期に比べ474百万円（3.6％）増となりました。しかしなが

ら、建設請負工事について、需要減に伴う競争激化により採算が悪化したことなどから、営業利

益は、253百万円と前期に比べ131百万円（△34.1％）減となりました。 

 

光電子・新材料事業 

 

光電子事業につきましては、光通信用部品の需要拡大により販売数量が増加したものの、円高

や競争激化による販売価格の下落により、減収減益となりました。一方、新材料事業につきまし

ては、ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）用フィルターの販売数量が増加したことにより、

増収となり、損益も改善しました。この結果、光電子・新材料事業の売上高は、12,079百万円と

前期に比べ15百万円（△0.1％）減となり、損益は、前期に比べ605百万円好転したものの、な

お1,069百万円の営業損失となりました。 

 

不動産・その他事業 

 

その他事業のエンジニアリング事業において設備工事が減少したことなどから、売上高は、

6,149百万円と前期に比べ252百万円（△4.0％）減となり、営業利益は、1,345百万円と前期に

比べ161百万円（△10.7％）減となりました。 
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 (連結財務諸表)･･･添付資料7ページ目 

【訂正前】 
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 26,258 31,072
    受取手形及び売掛金 42,237 38,560
    有価証券 0 0
    商品及び製品 7,480 8,180
    仕掛品 3,006 1,669
    原材料及び貯蔵品 11,580 9,022
    繰延税金資産 1,533 1,816
    短期貸付金 377 307
    その他 2,062 2,240
    貸倒引当金 △230 △296

    流動資産合計 94,306 92,573

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 143,316 149,886
        減価償却累計額 △91,865 △96,088

        建物及び構築物（純額） 51,450 53,797

      機械装置及び運搬具 346,349 364,578
        減価償却累計額 △290,459 △305,604

        機械装置及び運搬具（純額） 55,889 58,973

      土地 39,137 40,184
      建設仮勘定 15,891 5,746
      その他 27,258 31,639
        減価償却累計額 △15,190 △16,434

        その他（純額） 12,067 15,204

      有形固定資産合計 174,438 173,906

    無形固定資産     
      のれん 405 110
      その他 5,740 3,802

      無形固定資産合計 6,145 3,912

    投資その他の資産     
      投資有価証券 25,433 33,366
      長期貸付金 1,453 1,397
      繰延税金資産 1,015 923
      その他 7,287 6,404
      貸倒引当金 △615 △515

      投資その他の資産合計 34,575 41,575

    固定資産合計 215,159 219,395

  資産合計 309,465 311,968

              
  



 8

（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 27,487 23,366
    短期借入金 33,116 33,559
    1年内返済予定の長期借入金 7,613 8,354
    1年内償還予定の社債 10,000 5,000
    未払法人税等 856 783
    繰延税金負債 13 12
    賞与引当金 2,056 2,130
    その他 13,758 11,343

    流動負債合計 94,902 84,550

  固定負債     
    社債 22,000 22,000
    長期借入金 54,767 60,956
    繰延税金負債 5,399 8,352
    退職給付引当金 828 1,095
    役員退職慰労引当金 315 294
    その他 9,570 9,521

    固定負債合計 92,881 102,220

  負債合計 187,783 186,771

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 45,426 43,738
    自己株式 △1,926 △1,941

    株主資本合計 116,238 114,534

  評価・換算差額等     
    その他有価証券評価差額金 4,025 9,101
    為替換算調整勘定 △35 △34

    評価・換算差額等合計 3,989 9,067

  少数株主持分 1,454 1,595

  純資産合計 121,682 125,197

負債純資産合計 309,465 311,968
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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 215,390 195,089
売上原価 172,920 157,677

売上総利益 42,470 37,411

販売費及び一般管理費 36,496 34,374

営業利益 5,973 3,037

営業外収益     
  受取利息 91 84
  受取配当金 1,261 668
  持分法による投資利益 15 －
  受取賃貸料 － 163
  その他 574 581

  営業外収益合計 1,942 1,498

営業外費用     
  支払利息 2,222 2,225
  持分法による投資損失 － 14
  その他 1,330 1,249

  営業外費用合計 3,553 3,488

経常利益 4,363 1,046

特別利益     
  固定資産売却益 341 243
  投資有価証券売却益 18 525
  貸倒引当金戻入額 47 －
  抱合せ株式消滅差益 － 24
  その他 20 9

  特別利益合計 428 804

特別損失     
  固定資産除却損 1,273 650
  固定資産売却損 79 2
  投資有価証券評価損 1,168 56
  貸倒引当金繰入額 224 －
  たな卸資産廃棄損 304 －
  減損損失 68 12
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,943
  その他 14 6

  特別損失合計 3,134 2,670

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

1,657 △819

法人税、住民税及び事業税 1,260 899
過年度法人税等 468 －
法人税等調整額 △578 △879

法人税等合計 1,150 19

少数株主利益 56 9
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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) 

当期純利益又は当期純損失（△） 450 △849
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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 41,654 41,654
    当期変動額     
      当期変動額合計 － －

    当期末残高 41,654 41,654

  資本剰余金     
    前期末残高 31,086 31,084
    当期変動額     
      自己株式の処分 △2 0

      当期変動額合計 △2 0

    当期末残高 31,084 31,084

  利益剰余金     
    前期末残高 47,271 45,426
    当期変動額     
      剰余金の配当 △2,295 △839
      当期純利益又は当期純損失（△） 450 △849

      当期変動額合計 △1,844 △1,688

    当期末残高 45,426 43,738

  自己株式     
    前期末残高 △1,725 △1,926
    当期変動額     
      自己株式の取得 △246 △17
      自己株式の処分 45 2

      当期変動額合計 △201 △15

    当期末残高 △1,926 △1,941

  株主資本合計     
    前期末残高 118,286 116,238
    当期変動額     
      剰余金の配当 △2,295 △839
      当期純利益又は当期純損失（△） 450 △849
      自己株式の取得 △246 △17
      自己株式の処分 42 2

      当期変動額合計 △2,048 △1,703

    当期末残高 116,238 114,534
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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) 

評価・換算差額等     
  その他有価証券評価差額金     
    前期末残高 15,762 4,025
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△11,737 5,076

      当期変動額合計 △11,737 5,076

    当期末残高 4,025 9,101

  為替換算調整勘定     
    前期末残高 △52 △35
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
16 1

      当期変動額合計 16 1

    当期末残高 △35 △34

  評価・換算差額等合計     
    前期末残高 15,709 3,989
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△11,720 5,077

      当期変動額合計 △11,720 5,077

    当期末残高 3,989 9,067

少数株主持分     
  前期末残高 1,527 1,454
  当期変動額     
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72 140

    当期変動額合計 △72 140

  当期末残高 1,454 1,595

純資産合計     
  前期末残高 135,523 121,682
  当期変動額     
    剰余金の配当 △2,295 △839
    当期純利益又は当期純損失（△） 450 △849
    自己株式の取得 △246 △17
    自己株式の処分 42 2
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,793 5,218

    当期変動額合計 △13,841 3,515

  当期末残高 121,682 125,197
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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（△） 
1,657 △819

  減価償却費 20,291 20,871
  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 137 169
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 40
  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27 △45
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 225 22
  受取利息及び受取配当金 △1,352 △752
  支払利息 2,222 2,225
  為替差損益（△は益） 51 78
  持分法による投資損益（△は益） △15 14
  固定資産売却益 △341 △243
  固定資産売却損 79 2
  固定資産除却損 452 211
  投資有価証券売却損益（△は益） △18 △525
  投資有価証券評価損益（△は益） 1,168 56
  たな卸資産廃棄損 302 －
  売上債権の増減額（△は増加） △1,296 4,941
  たな卸資産の増減額（△は増加） △5,116 4,066
  仕入債務の増減額（△は減少） 1,695 △5,106
  その他 157 538

  小計 20,356 27,108

  利息及び配当金の受取額 1,324 742
  利息の支払額 △2,210 △2,232
  法人税等の支払額 △1,876 △1,063

  営業活動によるキャッシュ・フロー 17,593 24,555

投資活動によるキャッシュ・フロー     
  有価証券の償還による収入 0 0
  固定資産の取得による支出 △25,246 △20,324
  固定資産の売却による収入 515 381
  投資有価証券の取得による支出 △569 △311
  投資有価証券の売却による収入 40 1,421
  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 △511 △2,362
  貸付金の回収による収入 485 234
  その他 2,094 379

  投資活動によるキャッシュ・フロー △23,191 △21,525
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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) 

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） 2,210 742
  長期借入れによる収入 19,938 15,154
  長期借入金の返済による支出 △5,826 △8,225
  社債の発行による収入 － 5,000
  自己株式の売却による収入 42 2
  社債の償還による支出 △5,000 △10,000
  自己株式の取得による支出 △246 △17
  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 △61 △52

  財務活動によるキャッシュ・フロー 8,753 1,765

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,162 4,784

現金及び現金同等物の期首残高 22,825 25,988
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等
物の増加額 

－ 27

現金及び現金同等物の期末残高 25,988 30,800
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【訂正後】 

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 26,258 31,072
    受取手形及び売掛金 42,237 38,095
    有価証券 0 0
    商品及び製品 7,480 8,311
    仕掛品 3,006 1,669
    原材料及び貯蔵品 11,580 9,095
    繰延税金資産 1,533 1,816
    短期貸付金 377 307
    その他 2,062 2,240
    貸倒引当金 △230 △296

    流動資産合計 94,306 92,312

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 143,316 149,886
        減価償却累計額 △91,865 △96,088

        建物及び構築物（純額） 51,450 53,797

      機械装置及び運搬具 346,349 364,578
        減価償却累計額 △290,459 △305,604

        機械装置及び運搬具（純額） 55,889 58,973

      土地 39,137 40,184
      建設仮勘定 15,891 5,746
      その他 27,258 31,639
        減価償却累計額 △15,190 △16,434

        その他（純額） 12,067 15,204

      有形固定資産合計 174,438 173,906

    無形固定資産     
      のれん 405 110
      その他 5,740 3,802

      無形固定資産合計 6,145 3,912

    投資その他の資産     
      投資有価証券 25,433 33,366
      長期貸付金 1,453 1,397
      繰延税金資産 1,015 923
      その他 7,287 6,404
      貸倒引当金 △615 △515

      投資その他の資産合計 34,575 41,575

    固定資産合計 215,159 219,395

  資産合計 309,465 311,707
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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 27,487 23,366
    短期借入金 33,116 33,559
    1年内返済予定の長期借入金 7,613 8,354
    1年内償還予定の社債 10,000 5,000
    未払法人税等 856 783
    繰延税金負債 13 12
    賞与引当金 2,056 2,130
    その他 13,758 11,343

    流動負債合計 94,902 84,550

  固定負債     
    社債 22,000 22,000
    長期借入金 54,767 60,956
    繰延税金負債 5,399 8,245
    退職給付引当金 828 1,095
    役員退職慰労引当金 315 294
    その他 9,570 9,521

    固定負債合計 92,881 102,112

  負債合計 187,783 186,663

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 45,426 43,585
    自己株式 △1,926 △1,941

    株主資本合計 116,238 114,381

  評価・換算差額等     
    その他有価証券評価差額金 4,025 9,101
    為替換算調整勘定 △35 △34

    評価・換算差額等合計 3,989 9,067

  少数株主持分 1,454 1,595

  純資産合計 121,682 125,044

負債純資産合計 309,465 311,707
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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 215,390 194,624
売上原価 172,920 157,432

売上総利益 42,470 37,192

販売費及び一般管理費 36,496 34,415

営業利益 5,973 2,776

営業外収益     
  受取利息 91 84
  受取配当金 1,261 668
  持分法による投資利益 15 －
  受取賃貸料 － 163
  その他 574 581

  営業外収益合計 1,942 1,498

営業外費用     
  支払利息 2,222 2,225
  持分法による投資損失 － 14
  その他 1,330 1,249

  営業外費用合計 3,553 3,488

経常利益 4,363 785

特別利益     
  固定資産売却益 341 243
  投資有価証券売却益 18 525
  貸倒引当金戻入額 47 －
  抱合せ株式消滅差益 － 24
  その他 20 9

  特別利益合計 428 804

特別損失     
  固定資産除却損 1,273 650
  固定資産売却損 79 2
  投資有価証券評価損 1,168 56
  貸倒引当金繰入額 224 －
  たな卸資産廃棄損 304 －
  減損損失 68 12
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,943
  その他 14 6

  特別損失合計 3,134 2,670

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

1,657 △1,080

法人税、住民税及び事業税 1,260 899
過年度法人税等 468 －
法人税等調整額 △578 △987

法人税等合計 1,150 △87

少数株主利益 56 9
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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) 

当期純利益又は当期純損失（△） 450 △1,002
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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 41,654 41,654
    当期変動額     
      当期変動額合計 － －

    当期末残高 41,654 41,654

  資本剰余金     
    前期末残高 31,086 31,084
    当期変動額     
      自己株式の処分 △2 0

      当期変動額合計 △2 0

    当期末残高 31,084 31,084

  利益剰余金     
    前期末残高 47,271 45,426
    当期変動額     
      剰余金の配当 △2,295 △839
      当期純利益又は当期純損失（△） 450 △1,002

      当期変動額合計 △1,844 △1,841

    当期末残高 45,426 43,585

  自己株式     
    前期末残高 △1,725 △1,926
    当期変動額     
      自己株式の取得 △246 △17
      自己株式の処分 45 2

      当期変動額合計 △201 △15

    当期末残高 △1,926 △1,941

  株主資本合計     
    前期末残高 118,286 116,238
    当期変動額     
      剰余金の配当 △2,295 △839
      当期純利益又は当期純損失（△） 450 △1,002
      自己株式の取得 △246 △17
      自己株式の処分 42 2

      当期変動額合計 △2,048 △1,856

    当期末残高 116,238 114,381
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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) 

評価・換算差額等     
  その他有価証券評価差額金     
    前期末残高 15,762 4,025
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△11,737 5,076

      当期変動額合計 △11,737 5,076

    当期末残高 4,025 9,101

  為替換算調整勘定     
    前期末残高 △52 △35
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
16 1

      当期変動額合計 16 1

    当期末残高 △35 △34

  評価・換算差額等合計     
    前期末残高 15,709 3,989
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△11,720 5,077

      当期変動額合計 △11,720 5,077

    当期末残高 3,989 9,067

少数株主持分     
  前期末残高 1,527 1,454
  当期変動額     
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72 140

    当期変動額合計 △72 140

  当期末残高 1,454 1,595

純資産合計     
  前期末残高 135,523 121,682
  当期変動額     
    剰余金の配当 △2,295 △839
    当期純利益又は当期純損失（△） 450 △1,002
    自己株式の取得 △246 △17
    自己株式の処分 42 2
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,793 5,218

    当期変動額合計 △13,841 3,362

  当期末残高 121,682 125,044
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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（△） 
1,657 △1,080

  減価償却費 20,291 20,871
  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 137 169
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 40
  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27 △45
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 225 22
  受取利息及び受取配当金 △1,352 △752
  支払利息 2,222 2,225
  為替差損益（△は益） 51 78
  持分法による投資損益（△は益） △15 14
  固定資産売却益 △341 △243
  固定資産売却損 79 2
  固定資産除却損 452 211
  投資有価証券売却損益（△は益） △18 △525
  投資有価証券評価損益（△は益） 1,168 56
  たな卸資産廃棄損 302 －
  売上債権の増減額（△は増加） △1,296 5,406
  たな卸資産の増減額（△は増加） △5,116 3,862
  仕入債務の増減額（△は減少） 1,695 △5,106
  その他 157 538

  小計 20,356 27,108

  利息及び配当金の受取額 1,324 742
  利息の支払額 △2,210 △2,232
  法人税等の支払額 △1,876 △1,063

  営業活動によるキャッシュ・フロー 17,593 24,555

投資活動によるキャッシュ・フロー     
  有価証券の償還による収入 0 0
  固定資産の取得による支出 △25,246 △20,324
  固定資産の売却による収入 515 381
  投資有価証券の取得による支出 △569 △311
  投資有価証券の売却による収入 40 1,421
  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 △511 △2,362
  貸付金の回収による収入 485 234
  その他 2,094 379

  投資活動によるキャッシュ・フロー △23,191 △21,525
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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) 

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） 2,210 742
  長期借入れによる収入 19,938 15,154
  長期借入金の返済による支出 △5,826 △8,225
  社債の発行による収入 － 5,000
  自己株式の売却による収入 42 2
  社債の償還による支出 △5,000 △10,000
  自己株式の取得による支出 △246 △17
  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 △61 △52

  財務活動によるキャッシュ・フロー 8,753 1,765

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,162 4,784

現金及び現金同等物の期首残高 22,825 25,988
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等
物の増加額 

－ 27

現金及び現金同等物の期末残高 25,988 30,800
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 (セグメント情報)･･･添付資料23ページ目 

【訂正前】 
（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 
ａ．事業の種類別セグメント情報 
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 

（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）

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 
155,184 7,543 13,666 12,544 6,149 195,089 － 195,089

(2）セグメント間の 

 内部売上高又は振替

高 

3,585 3,768 2,676 3 4,742 14,775 △14,775 －

計 158,769 11,312 16,342 12,547 10,892 209,864 △14,775 195,089

営業費用 155,972 11,791 16,087 13,392 9,545 206,788 △14,736 192,052

営業利益又は 

営業損失（△） 
2,797 △478 255 △844 1,346 3,076 △39 3,037

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出
                

資産 207,428 31,267 12,383 13,196 30,437 294,712 17,256 311,968

減価償却費 16,435 2,413 392 884 757 20,882 △10 20,871

減損損失 7 － － － － 7 5 12

資本的支出 15,027 3,638 220 249 161 19,297 － 19,297

 

【訂正後】 
（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 
ａ．事業の種類別セグメント情報 
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 

（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）

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 
155,184 7,543 13,666 12,079 6,149 194,624 － 194,624

(2）セグメント間の 

 内部売上高又は振替

高 

3,585 3,768 2,676 3 4,742 14,775 △14,775 －

計 158,769 11,312 16,342 12,083 10,892 209,400 △14,775 194,624

営業費用 156,003 11,793 16,089 13,152
9,546

 
206,584 △14,736 191,848

営業利益又は 

営業損失（△） 
2,766 △481 253 △1,069 1,345 2,815 △39 2,776

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出
                

資産 207,428 31,267 12,383 12,935 30,437 294,451 17,256 311,707

減価償却費 16,435 2,413 392 884 757 20,882 △10 20,871

減損損失 7 － － － － 7 5 12

資本的支出 15,027 3,638 220 249 161 19,297 － 19,297
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(1株当たり情報)･･･添付資料25ページ目 

【訂正前】 

（１株当たり情報） 

項目 

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） 288.62 296.78 

１株当たり当期純利益（円） 1.08 △2.04 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式

が存在しないため記載してい

ない。 

同左 

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りである。 

  

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 

当期純利益（百万円） 450 △849 

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（百万円） 450 △849 

期中平均株式数（株） 417,104,533 416,521,141 

 

【訂正後】 

（１株当たり情報） 

項目 

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） 288.62 296.41 

１株当たり当期純利益（円） 1.08 △2.41 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式

が存在しないため記載してい

ない。 

同左 

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りである。 

  

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 

当期純利益（百万円） 450 △1,002 

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（百万円） 450 △1,002 

期中平均株式数（株） 417,104,533 416,521,141 
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(個別財務諸表)･･･添付資料26ページ目 

【訂正前】 

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 20,758 25,137
    受取手形 4,738 3,932
    売掛金 21,131 18,957
    有価証券 0 0
    商品及び製品 6,503 6,587
    仕掛品 10 0
    原材料及び貯蔵品 9,570 7,277
    前払費用 167 83
    繰延税金資産 1,118 1,308
    関係会社短期貸付金 5,947 5,575
    その他 1,213 1,408
    貸倒引当金 △157 △130

    流動資産合計 71,003 70,137

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物 62,844 63,660
        減価償却累計額 △38,978 △40,332

        建物（純額） 23,866 23,328

      構築物 63,987 66,441
        減価償却累計額 △43,291 △44,569

        構築物（純額） 20,695 21,872

      機械及び装置 286,489 296,297
        減価償却累計額 △241,112 △250,780

        機械及び装置（純額） 45,376 45,516

      車両運搬具 465 466
        減価償却累計額 △426 △443

        車両運搬具（純額） 39 22

      工具、器具及び備品 6,196 6,247
        減価償却累計額 △5,386 △5,436

        工具、器具及び備品（純額） 810 811

      原料地 18,338 21,321
        減価償却累計額 △7,863 △8,042

        原料地（純額） 10,475 13,278

      土地 36,909 37,005
      建設仮勘定 13,602 5,146

      有形固定資産合計 151,776 146,981

    無形固定資産     
      借地権 1,300 48
      鉱業権 631 627
      ソフトウエア 1,923 1,608
      その他 498 222

      無形固定資産合計 4,353 2,507
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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 22,111 30,497
      関係会社株式 9,716 11,377
      出資金 87 87
      関係会社出資金 225 225
      長期貸付金 111 96
      従業員に対する長期貸付金 2 1
      関係会社長期貸付金 4,060 5,824
      破産更生債権等 30 17
      長期前払費用 1,787 1,674
      その他 2,759 2,375
      貸倒引当金 △239 △242

      投資その他の資産合計 40,652 51,935

    固定資産合計 196,782 201,424

  資産合計 267,785 271,561

負債の部     
  流動負債     
    支払手形 510 456
    買掛金 17,901 14,782
    短期借入金 22,005 22,005
    関係会社短期借入金 6,447 7,089
    1年内返済予定の長期借入金 6,298 6,396
    1年内償還予定の社債 10,000 5,000
    未払金 6,816 7,740
    未払費用 544 561
    未払法人税等 213 155
    前受金 20 29
    預り金 100 11
    前受収益 8 －
    賞与引当金 1,372 1,363
    その他 2,069 538

    流動負債合計 74,309 66,129

  固定負債     
    社債 22,000 22,000
    長期借入金 50,271 56,375
    繰延税金負債 5,014 7,796
    長期預り金 6,754 6,426
    その他 1,908 1,953

    固定負債合計 85,949 94,552

  負債合計 160,258 160,682
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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 41,654 41,654
    資本剰余金     
      資本準備金 10,413 10,413
      その他資本剰余金 20,626 20,626

      資本剰余金合計 31,039 31,040

    利益剰余金     
      その他利益剰余金     
        固定資産圧縮積立金 3,290 2,721
        別途積立金 25,097 25,097
        繰越利益剰余金 4,362 3,158

      利益剰余金合計 32,749 30,977

    自己株式 △1,926 △1,941

    株主資本合計 103,516 101,729

  評価・換算差額等     
    その他有価証券評価差額金 4,010 9,149

    評価・換算差額等合計 4,010 9,149

  純資産合計 107,527 110,879

負債純資産合計 267,785 271,561
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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 151,560 131,086
売上原価     

  製品期首たな卸高 3,135 4,083
  当期製品製造原価 70,368 62,508
  当期製品仕入高 39,413 31,886
  容器費 1,161 863
  運搬費 11,717 9,319
  他勘定受入高 211 254

  合計 126,008 108,916

  他勘定振替高 2,845 2,443
  製品期末たな卸高 4,083 3,633

  製品売上原価 119,079 102,839

売上総利益 32,481 28,246

販売費及び一般管理費     
  販売費 16,995 14,559
  一般管理費 11,531 11,392

  販売費及び一般管理費合計 28,527 25,952

営業利益 3,954 2,294

営業外収益     
  受取利息 165 171
  受取配当金 1,260 697
  受取賃貸料 144 139
  その他 126 112

  営業外収益合計 1,696 1,121

営業外費用     
  支払利息 1,600 1,649
  社債利息 423 344
  その他 939 1,013

  営業外費用合計 2,964 3,008

経常利益 2,687 407

特別利益     
  固定資産売却益 304 54
  投資有価証券売却益 17 394
  貸倒引当金戻入額 39 24

  特別利益合計 360 473
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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) 

特別損失     
  固定資産除却損 1,294 681
  固定資産売却損 77 1
  投資有価証券評価損 1,092 56
  貸倒引当金繰入額 22 －
  たな卸資産廃棄損 304 －
  減損損失 68 12
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,943

  特別損失合計 2,860 2,694

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 187 △1,813

法人税、住民税及び事業税 180 104
過年度法人税等 468 －
法人税等調整額 △361 △979

法人税等合計 286 △874

当期純損失（△） △98 △938
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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 41,654 41,654
    当期変動額     
      当期変動額合計 － －

    当期末残高 41,654 41,654

  資本剰余金     
    資本準備金     
      前期末残高 10,413 10,413
      当期変動額     
        当期変動額合計 － －

      当期末残高 10,413 10,413

    その他資本剰余金     
      前期末残高 20,628 20,626
      当期変動額     
        自己株式の処分 △2 0

        当期変動額合計 △2 0

      当期末残高 20,626 20,626

    資本剰余金合計     
      前期末残高 31,042 31,039
      当期変動額     
        自己株式の処分 △2 0

        当期変動額合計 △2 0

      当期末残高 31,039 31,040

  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 3,477 3,290
        当期変動額     
          固定資産圧縮積立金の取崩 △187 △568

          当期変動額合計 △187 △568

        当期末残高 3,290 2,721

      別途積立金     
        前期末残高 20,097 25,097
        当期変動額     
          別途積立金の積立 5,000 －

          当期変動額合計 5,000 －

        当期末残高 25,097 25,097
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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) 

      繰越利益剰余金     
        前期末残高 11,569 4,362
        当期変動額     
          別途積立金の積立 △5,000 －
          剰余金の配当 △2,295 △833
          固定資産圧縮積立金の取崩 187 568
          当期純損失（△） △98 △938

          当期変動額合計 △7,206 △1,203

        当期末残高 4,362 3,158

    利益剰余金合計     
      前期末残高 35,143 32,749
      当期変動額     
        剰余金の配当 △2,295 △833
        当期純損失（△） △98 △938

        当期変動額合計 △2,394 △1,772

      当期末残高 32,749 30,977

  自己株式     
    前期末残高 △1,725 △1,926
    当期変動額     
      自己株式の取得 △246 △17
      自己株式の処分 45 2

      当期変動額合計 △201 △15

    当期末残高 △1,926 △1,941

  株主資本合計     
    前期末残高 106,115 103,516
    当期変動額     
      剰余金の配当 △2,295 △833
      当期純損失（△） △98 △938
      自己株式の取得 △246 △17
      自己株式の処分 42 2

      当期変動額合計 △2,598 △1,786

    当期末残高 103,516 101,729
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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 15,716 4,010
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△11,706 5,139

      当期変動額合計 △11,706 5,139

    当期末残高 4,010 9,149

  評価・換算差額等合計     
    前期末残高 15,716 4,010
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△11,706 5,139

      当期変動額合計 △11,706 5,139

    当期末残高 4,010 9,149

純資産合計     
  前期末残高 121,831 107,527
  当期変動額     
    剰余金の配当 △2,295 △833
    当期純損失（△） △98 △938
    自己株式の取得 △246 △17
    自己株式の処分 42 2
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,706 5,139

    当期変動額合計 △14,304 3,352

  当期末残高 107,527 110,879
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【訂正後】 

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 20,758 25,137
    受取手形 4,738 3,932
    売掛金 21,131 18,493
    有価証券 0 0
    商品及び製品 6,503 6,718
    仕掛品 10 0
    原材料及び貯蔵品 9,570 7,349
    前払費用 167 83
    繰延税金資産 1,118 1,308
    関係会社短期貸付金 5,947 5,575
    その他 1,213 1,408
    貸倒引当金 △157 △130

    流動資産合計 71,003 69,876

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物 62,844 63,660
        減価償却累計額 △38,978 △40,332

        建物（純額） 23,866 23,328

      構築物 63,987 66,441
        減価償却累計額 △43,291 △44,569

        構築物（純額） 20,695 21,872

      機械及び装置 286,489 296,297
        減価償却累計額 △241,112 △250,780

        機械及び装置（純額） 45,376 45,516

      車両運搬具 465 466
        減価償却累計額 △426 △443

        車両運搬具（純額） 39 22

      工具、器具及び備品 6,196 6,247
        減価償却累計額 △5,386 △5,436

        工具、器具及び備品（純額） 810 811

      原料地 18,338 21,321
        減価償却累計額 △7,863 △8,042

        原料地（純額） 10,475 13,278

      土地 36,909 37,005
      建設仮勘定 13,602 5,146

      有形固定資産合計 151,776 146,981

    無形固定資産     
      借地権 1,300 48
      鉱業権 631 627
      ソフトウエア 1,923 1,608
      その他 498 222

      無形固定資産合計 4,353 2,507
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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 22,111 30,497
      関係会社株式 9,716 11,377
      出資金 87 87
      関係会社出資金 225 225
      長期貸付金 111 96
      従業員に対する長期貸付金 2 1
      関係会社長期貸付金 4,060 5,824
      破産更生債権等 30 17
      長期前払費用 1,787 1,674
      その他 2,759 2,375
      貸倒引当金 △239 △242

      投資その他の資産合計 40,652 51,935

    固定資産合計 196,782 201,424

  資産合計 267,785 271,300

負債の部     
  流動負債     
    支払手形 510 456
    買掛金 17,901 14,782
    短期借入金 22,005 22,005
    関係会社短期借入金 6,447 7,089
    1年内返済予定の長期借入金 6,298 6,396
    1年内償還予定の社債 10,000 5,000
    未払金 6,816 7,740
    未払費用 544 561
    未払法人税等 213 155
    前受金 20 29
    預り金 100 11
    前受収益 8 －
    賞与引当金 1,372 1,363
    その他 2,069 538

    流動負債合計 74,309 66,129

  固定負債     
    社債 22,000 22,000
    長期借入金 50,271 56,375
    繰延税金負債 5,014 7,688
    長期預り金 6,754 6,426
    その他 1,908 1,953

    固定負債合計 85,949 94,444

  負債合計 160,258 160,574
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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 41,654 41,654
    資本剰余金     
      資本準備金 10,413 10,413
      その他資本剰余金 20,626 20,626

      資本剰余金合計 31,039 31,040

    利益剰余金     
      その他利益剰余金     
        固定資産圧縮積立金 3,290 2,721
        別途積立金 25,097 25,097
        繰越利益剰余金 4,362 3,005

      利益剰余金合計 32,749 30,824

    自己株式 △1,926 △1,941

    株主資本合計 103,516 101,576

  評価・換算差額等     
    その他有価証券評価差額金 4,010 9,149

    評価・換算差額等合計 4,010 9,149

  純資産合計 107,527 110,726

負債純資産合計 267,785 271,300
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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 151,560 130,621
売上原価     

  製品期首たな卸高 3,135 4,083
  当期製品製造原価 70,368 62,263
  当期製品仕入高 39,413 31,886
  容器費 1,161 863
  運搬費 11,717 9,319
  他勘定受入高 211 254

  合計 126,008 108,671

  他勘定振替高 2,845 2,443
  製品期末たな卸高 4,083 3,633

  製品売上原価 119,079 102,594

売上総利益 32,481 28,027

販売費及び一般管理費     
  販売費 16,995 14,601
  一般管理費 11,531 11,392

  販売費及び一般管理費合計 28,527 25,993

営業利益 3,954 2,033

営業外収益     
  受取利息 165 171
  受取配当金 1,260 697
  受取賃貸料 144 139
  その他 126 112

  営業外収益合計 1,696 1,121

営業外費用     
  支払利息 1,600 1,649
  社債利息 423 344
  その他 939 1,013

  営業外費用合計 2,964 3,008

経常利益 2,687 146

特別利益     
  固定資産売却益 304 54
  投資有価証券売却益 17 394
  貸倒引当金戻入額 39 24

  特別利益合計 360 473
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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) 

特別損失     
  固定資産除却損 1,294 681
  固定資産売却損 77 1
  投資有価証券評価損 1,092 56
  貸倒引当金繰入額 22 －
  たな卸資産廃棄損 304 －
  減損損失 68 12
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 － 1,943

  特別損失合計 2,860 2,694

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 187 △2,074

法人税、住民税及び事業税 180 104
過年度法人税等 468 －
法人税等調整額 △361 △1,087

法人税等合計 286 △982

当期純損失（△） △98 △1,091
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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 41,654 41,654
    当期変動額     
      当期変動額合計 － －

    当期末残高 41,654 41,654

  資本剰余金     
    資本準備金     
      前期末残高 10,413 10,413
      当期変動額     
        当期変動額合計 － －

      当期末残高 10,413 10,413

    その他資本剰余金     
      前期末残高 20,628 20,626
      当期変動額     
        自己株式の処分 △2 0

        当期変動額合計 △2 0

      当期末残高 20,626 20,626

    資本剰余金合計     
      前期末残高 31,042 31,039
      当期変動額     
        自己株式の処分 △2 0

        当期変動額合計 △2 0

      当期末残高 31,039 31,040

  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 3,477 3,290
        当期変動額     
          固定資産圧縮積立金の取崩 △187 △568

          当期変動額合計 △187 △568

        当期末残高 3,290 2,721

      別途積立金     
        前期末残高 20,097 25,097
        当期変動額     
          別途積立金の積立 5,000 －

          当期変動額合計 5,000 －

        当期末残高 25,097 25,097
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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) 

      繰越利益剰余金     
        前期末残高 11,569 4,362
        当期変動額     
          別途積立金の積立 △5,000 －
          剰余金の配当 △2,295 △833
          固定資産圧縮積立金の取崩 187 568
          当期純損失（△） △98 △1,091

          当期変動額合計 △7,206 △1,356

        当期末残高 4,362 3,005

    利益剰余金合計     
      前期末残高 35,143 32,749
      当期変動額     
        剰余金の配当 △2,295 △833
        当期純損失（△） △98 △1,091

        当期変動額合計 △2,394 △1,924

      当期末残高 32,749 30,824

  自己株式     
    前期末残高 △1,725 △1,926
    当期変動額     
      自己株式の取得 △246 △17
      自己株式の処分 45 2

      当期変動額合計 △201 △15

    当期末残高 △1,926 △1,941

  株主資本合計     
    前期末残高 106,115 103,516
    当期変動額     
      剰余金の配当 △2,295 △833
      当期純損失（△） △98 △1,091
      自己株式の取得 △246 △17
      自己株式の処分 42 2

      当期変動額合計 △2,598 △1,939

    当期末残高 103,516 101,576
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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 15,716 4,010
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△11,706 5,139

      当期変動額合計 △11,706 5,139

    当期末残高 4,010 9,149

  評価・換算差額等合計     
    前期末残高 15,716 4,010
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△11,706 5,139

      当期変動額合計 △11,706 5,139

    当期末残高 4,010 9,149

純資産合計     
  前期末残高 121,831 107,527
  当期変動額     
    剰余金の配当 △2,295 △833
    当期純損失（△） △98 △1,091
    自己株式の取得 △246 △17
    自己株式の処分 42 2
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,706 5,139

    当期変動額合計 △14,304 3,199

  当期末残高 107,527 110,726
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