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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 23 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 22 年 11 月 5 日に発表しました「平成 23 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 23 年 3 月期第 2 四半期の連結業績（平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 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 %

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

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

 
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 △1.57 ── 

22 年 3 月期第 2 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

23年 3月期第2四半期 307,223 124,191 40.0 294.80

22 年 3 月期 311,968 125,197 39.6 296.78

(参考)自己資本   23 年 3 月期第 2 四半期 122,768 百万円   22 年 3 月期 123,601 百万円 
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【訂正後】 

1. 平成 23 年 3 月期第 2 四半期の連結業績（平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 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 %

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

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

 
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 

23 年 3 月期第 2 四半期 △1.79 ── 

22 年 3 月期第 2 四半期 △0.93 ── 

 (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

23年 3月期第2四半期 306,809 123,948 39.9 294.21

22 年 3 月期 311,707 125,044 39.6 296.41

(参考)自己資本   23 年 3 月期第 2 四半期 122,525 百万円   22 年 3 月期 123,449 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22年 4～9月)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した輸出の増加等により持ち直しの動きが見られたものの、

円高やデフレの影響に加え、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、官公需が公共事業予算の大幅削減等により減少したことに加

え、民需も減少したことから、セメント国内需要は、前年同期を5.7％下回る19,820千トンと

なりました。一方、輸出は、インド、中東向け等が減少したことなどから、前年同期を5.8%

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

5.3％下回る24,788千トンとなりました。 

このような情勢の中で、当社グループは、持続的発展を目指し、グループを挙げてコスト削

減、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、セメント事業等で減収となったことか

ら、95,060百万円と前期実績を0.6％下回りました。損益につきましては、セメント事業等で

増益となったことから、経常利益は、1,433百万円と前期に比べ1,653百万円の増益となりま

したが、四半期純利益は、固定資産の減損損失を特別損失に計上したことなどにより、654百

万円の四半期純損失となりました。 

 

【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22年 4～9月)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した輸出の増加等により持ち直しの動きが見られたものの、

円高やデフレの影響に加え、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、官公需が公共事業予算の大幅削減等により減少したことに加

え、民需も減少したことから、セメント国内需要は、前年同期を5.7％下回る19,820千トンと

なりました。一方、輸出は、インド、中東向け等が減少したことなどから、前年同期を5.8%

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

5.3％下回る24,788千トンとなりました。 

このような情勢の中で、当社グループは、持続的発展を目指し、グループを挙げてコスト削

減、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、セメント事業等で減収となったことか

ら、95,335百万円と前期実績を0.4％下回りました。損益につきましては、セメント事業等で

増益となったことから、経常利益は、1,279百万円と前期に比べ1,542百万円の増益となりま

したが、四半期純利益は、固定資産の減損損失を特別損失に計上したことなどにより、744百

万円の四半期純損失となりました。 
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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、307,223百万円と前連結会計年度末と比較して4,745

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3,550百万円、

投資有価証券の増加2,358百万円、土地の減少1,075百万円です。また、負債の部における増減の

主なものは借入金の減少3,570百万円です。 

一方、当第２四半期連結会計期間末の純資産は、124,191百万円と前連結会計年度末と比較し

て1,005百万円減少しました。増減の主なものは、利益剰余金の減少2,324百万円、その他有価証

券評価差額金の増加1,492百万円です。 

 

【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、306,809百万円と前連結会計年度末と比較して4,898

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3,550百万円、

投資有価証券の増加2,358百万円、土地の減少1,075百万円です。また、負債の部における増減の

主なものは借入金の減少3,570百万円です。 

一方、当第２四半期連結会計期間末の純資産は、123,948百万円と前連結会計年度末と比較し

て1,096百万円減少しました。増減の主なものは、利益剰余金の減少2,415百万円、その他有価証

券評価差額金の増加1,492百万円です。 
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(連結財務諸表)･･･添付資料4ページ目 

【訂正前】 
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）

          当第２四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 27,521 31,072
    受取手形及び売掛金 38,254 38,560
    有価証券 0 0
    商品及び製品 8,222 8,180
    仕掛品 1,600 1,669
    原材料及び貯蔵品 9,559 9,022
    繰延税金資産 1,694 1,816
    短期貸付金 258 307
    その他 2,007 2,240
    貸倒引当金 △279 △296

    流動資産合計 88,839 92,573

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 151,169 149,886
        減価償却累計額 △97,626 △96,088

        建物及び構築物（純額） 53,542 53,797

      機械装置及び運搬具 370,642 364,578
        減価償却累計額 △312,291 △305,604

        機械装置及び運搬具（純額） 58,351 58,973

      土地 39,108 40,184
      建設仮勘定 4,922 5,746
      その他 31,922 31,639
        減価償却累計額 △16,718 △16,434

        その他（純額） 15,203 15,204

      有形固定資産合計 171,128 173,906

    無形固定資産     
      のれん 16 110
      その他 3,681 3,802

      無形固定資産合計 3,697 3,912

    投資その他の資産     
      投資有価証券 35,724 33,366
      長期貸付金 1,353 1,397
      繰延税金資産 965 923
      その他 5,943 6,404
      貸倒引当金 △429 △515

      投資その他の資産合計 43,556 41,575

    固定資産合計 218,383 219,395

  資産合計 307,223 311,968
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（単位：百万円）

      当第２四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金 22,512 23,366
    短期借入金 33,488 33,559
    1年内返済予定の長期借入金 9,670 8,354
    1年内償還予定の社債 12,000 5,000
    未払法人税等 735 783
    繰延税金負債 0 12
    賞与引当金 2,065 2,130
    その他 10,769 11,343

    流動負債合計 91,241 84,550

  固定負債     
    社債 15,000 22,000
    長期借入金 56,141 60,956
    繰延税金負債 9,385 8,352
    退職給付引当金 1,071 1,095
    役員退職慰労引当金 254 294
    資産除去債務 254 －
    その他 9,683 9,521

    固定負債合計 91,790 102,220

  負債合計 183,031 186,771

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 41,413 43,738
    自己株式 △1,947 △1,941

    株主資本合計 112,204 114,534

  評価・換算差額等     
    その他有価証券評価差額金 10,594 9,101
    為替換算調整勘定 △30 △34

    評価・換算差額等合計 10,563 9,067

  少数株主持分 1,422 1,595

  純資産合計 124,191 125,197

負債純資産合計 307,223 311,968
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

売上高 95,677 95,060
売上原価 78,251 75,523

売上総利益 17,425 19,537

販売費及び一般管理費 16,831 17,650

営業利益 594 1,887

営業外収益     
  受取利息 44 36
  受取配当金 450 790
  持分法による投資利益 － 53
  その他 373 369

  営業外収益合計 868 1,250

営業外費用     
  支払利息 1,081 1,082
  持分法による投資損失 8 －
  その他 592 621

  営業外費用合計 1,683 1,704

経常利益又は経常損失（△） △220 1,433

特別利益     
  固定資産売却益 27 7
  投資有価証券売却益 56 71
  貸倒引当金戻入額 19 62
  負ののれん発生益 － 126
  その他 1 11

  特別利益合計 104 280

特別損失     
  固定資産除却損 460 286
  固定資産売却損 1 5
  投資有価証券評価損 55 34
  減損損失 12 1,085
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 198
  その他 1 2

  特別損失合計 532 1,613

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（△） 

△648 100

法人税、住民税及び事業税 385 580
法人税等調整額 △687 140

法人税等合計 △302 721

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △621

少数株主利益 17 33

四半期純損失（△） △363 △654
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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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 47,648 49,223
売上原価 38,602 38,967

売上総利益 9,045 10,256

販売費及び一般管理費 8,567 8,948

営業利益 478 1,307

営業外収益     
  受取利息 20 17
  受取配当金 6 513
  持分法による投資利益 － 11
  その他 214 172

  営業外収益合計 241 713

営業外費用     
  支払利息 549 539
  持分法による投資損失 0 －
  その他 392 295

  営業外費用合計 942 835

経常利益又は経常損失（△） △222 1,186

特別利益     
  固定資産売却益 21 5
  投資有価証券売却益 56 －
  貸倒引当金戻入額 11 23
  負ののれん発生益 － 126
  その他 0 －

  特別利益合計 90 155

特別損失     
  固定資産除却損 281 266
  固定資産売却損 0 －
  投資有価証券評価損 － 5
  減損損失 12 10
  その他 1 2

  特別損失合計 296 284

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（△） 

△428 1,056

法人税、住民税及び事業税 87 348
法人税等調整額 △145 290

法人税等合計 △58 639

少数株主損益調整前四半期純利益 － 417

少数株主損失（△） △11 △55

四半期純利益又は四半期純損失（△） △358 473
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

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（△） 

△648 100

  減価償却費 9,834 10,116
  減損損失 12 1,085
  のれん償却額 84 △32
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 △71
  受取利息及び受取配当金 △495 △826
  支払利息 1,081 1,082
  為替差損益（△は益） 120 163
  持分法による投資損益（△は益） 8 △53
  有形固定資産売却損益（△は益） △25 △2
  売上債権の増減額（△は増加） 3,908 330
  たな卸資産の増減額（△は増加） 1,847 △513
  仕入債務の増減額（△は減少） △5,491 △866
  その他 △763 △172

  小計 9,454 10,340

  利息及び配当金の受取額 484 827
  利息の支払額 △1,119 △1,092
  法人税等の支払額 △718 △709

  営業活動によるキャッシュ・フロー 8,101 9,365

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 △11,028 △7,800
  固定資産の売却による収入 114 11
  投資有価証券の取得による支出 △24 △88
  投資有価証券の売却による収入 159 276

  
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 △2,299 △188
  貸付金の回収による収入 189 137
  その他 349 127

  投資活動によるキャッシュ・フロー △12,312 △7,524

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） △1,296 △62
  長期借入れによる収入 8,400 634
  長期借入金の返済による支出 △3,793 △4,134
  社債の償還による支出 △10,000 －
  自己株式の売却による収入 2 －
  自己株式の取得による支出 △11 △5
  配当金の支払額 △833 △1,665
  少数株主への配当金の支払額 △6 △4
  その他 △35 △3

  財務活動によるキャッシュ・フロー △7,574 △5,241

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,809 △3,423

現金及び現金同等物の期首残高 25,988 30,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,178 27,376
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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）

          当第２四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 27,521 31,072
    受取手形及び売掛金 38,063 38,095
    有価証券 0 0
    商品及び製品 7,969 8,311
    仕掛品 1,600 1,669
    原材料及び貯蔵品 9,589 9,095
    繰延税金資産 1,694 1,816
    短期貸付金 258 307
    その他 2,007 2,240
    貸倒引当金 △279 △296

    流動資産合計 88,425 92,312

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 151,169 149,886
        減価償却累計額 △97,626 △96,088

        建物及び構築物（純額） 53,542 53,797

      機械装置及び運搬具 370,642 364,578
        減価償却累計額 △312,291 △305,604

        機械装置及び運搬具（純額） 58,351 58,973

      土地 39,108 40,184
      建設仮勘定 4,922 5,746
      その他 31,922 31,639
        減価償却累計額 △16,718 △16,434

        その他（純額） 15,203 15,204

      有形固定資産合計 171,128 173,906

    無形固定資産     
      のれん 16 110
      その他 3,681 3,802

      無形固定資産合計 3,697 3,912

    投資その他の資産     
      投資有価証券 35,724 33,366
      長期貸付金 1,353 1,397
      繰延税金資産 965 923
      その他 5,943 6,404
      貸倒引当金 △429 △515

      投資その他の資産合計 43,556 41,575

    固定資産合計 218,383 219,395

  資産合計 306,809 311,707
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（単位：百万円）

      当第２四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金 22,512 23,366
    短期借入金 33,488 33,559
    1年内返済予定の長期借入金 9,670 8,354
    1年内償還予定の社債 12,000 5,000
    未払法人税等 735 783
    繰延税金負債 0 12
    賞与引当金 2,065 2,130
    その他 10,769 11,343

    流動負債合計 91,241 84,550

  固定負債     
    社債 15,000 22,000
    長期借入金 56,141 60,956
    繰延税金負債 9,214 8,245
    退職給付引当金 1,071 1,095
    役員退職慰労引当金 254 294
    資産除去債務 254 －
    その他 9,683 9,521

    固定負債合計 91,619 102,112

  負債合計 182,861 186,663

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 41,170 43,585
    自己株式 △1,947 △1,941

    株主資本合計 111,961 114,381

  評価・換算差額等     
    その他有価証券評価差額金 10,594 9,101
    為替換算調整勘定 △30 △34

    評価・換算差額等合計 10,563 9,067

  少数株主持分 1,422 1,595

  純資産合計 123,948 125,044

負債純資産合計 306,809 311,707
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

売上高 95,671 95,335
売上原価 78,259 75,935

売上総利益 17,411 19,399

販売費及び一般管理費 16,860 17,666

営業利益 551 1,733

営業外収益     
  受取利息 44 36
  受取配当金 450 790
  持分法による投資利益 － 53
  その他 373 369

  営業外収益合計 868 1,250

営業外費用     
  支払利息 1,081 1,082
  持分法による投資損失 8 －
  その他 592 621

  営業外費用合計 1,683 1,704

経常利益又は経常損失（△） △263 1,279

特別利益     
  固定資産売却益 27 7
  投資有価証券売却益 56 71
  貸倒引当金戻入額 19 62
  負ののれん発生益 － 126
  その他 1 11

  特別利益合計 104 280

特別損失     
  固定資産除却損 460 286
  固定資産売却損 1 5
  投資有価証券評価損 55 34
  減損損失 12 1,085
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 198
  その他 1 2

  特別損失合計 532 1,613

税金等調整前四半期純損失（△） △691 △53

法人税、住民税及び事業税 385 580
法人税等調整額 △705 78

法人税等合計 △320 658

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △711

少数株主利益 17 33

四半期純損失（△） △389 △744

        
  



 13

（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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 47,709 49,074
売上原価 38,690 38,951

売上総利益 9,019 10,123

販売費及び一般管理費 8,591 8,962

営業利益 428 1,160

営業外収益     
  受取利息 20 17
  受取配当金 6 513
  持分法による投資利益 － 11
  その他 214 172

  営業外収益合計 241 713

営業外費用     
  支払利息 549 539
  持分法による投資損失 0 －
  その他 392 295

  営業外費用合計 942 835

経常利益又は経常損失（△） △252 1,039

特別利益     
  固定資産売却益 21 5
  投資有価証券売却益 56 －
  貸倒引当金戻入額 11 23
  負ののれん発生益 － 126
  その他 0 －

  特別利益合計 90 155

特別損失     
  固定資産除却損 281 266
  固定資産売却損 0 －
  投資有価証券評価損 － 5
  減損損失 12 10
  その他 1 2

  特別損失合計 296 284

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（△） 

△478 910

法人税、住民税及び事業税 87 348
法人税等調整額 △166 229

法人税等合計 △78 578

少数株主損益調整前四半期純利益 － 331

少数株主損失（△） △11 △55

四半期純利益又は四半期純損失（△） △388 387
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

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損失（△） △691 △53
  減価償却費 9,834 10,116
  減損損失 12 1,085
  のれん償却額 84 △32
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 △71
  受取利息及び受取配当金 △495 △826
  支払利息 1,081 1,082
  為替差損益（△は益） 120 163
  持分法による投資損益（△は益） 8 △53
  有形固定資産売却損益（△は益） △25 △2
  売上債権の増減額（△は増加） 3,914 56
  たな卸資産の増減額（△は増加） 1,884 △86
  仕入債務の増減額（△は減少） △5,491 △866
  その他 △763 △172

  小計 9,454 10,340

  利息及び配当金の受取額 484 827
  利息の支払額 △1,119 △1,092
  法人税等の支払額 △718 △709

  営業活動によるキャッシュ・フロー 8,101 9,365

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 △11,028 △7,800
  固定資産の売却による収入 114 11
  投資有価証券の取得による支出 △24 △88
  投資有価証券の売却による収入 159 276

  
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 △2,299 △188
  貸付金の回収による収入 189 137
  その他 349 127

  投資活動によるキャッシュ・フロー △12,312 △7,524

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） △1,296 △62
  長期借入れによる収入 8,400 634
  長期借入金の返済による支出 △3,793 △4,134
  社債の償還による支出 △10,000 －
  自己株式の売却による収入 2 －
  自己株式の取得による支出 △11 △5
  配当金の支払額 △833 △1,665
  少数株主への配当金の支払額 △6 △4
  その他 △35 △3

  財務活動によるキャッシュ・フロー △7,574 △5,241

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,809 △3,423

現金及び現金同等物の期首残高 25,988 30,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,178 27,376
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 (セグメント情報)･･･添付資料9ページ目 

【訂正前】 

２．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 

当第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 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)

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 

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 

損失(△) 

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

 

【訂正後】 

２．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 

当第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 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)

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 

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 

損失(△) 

1,124 138 △45 121 53 377 1,769 △35 1,733
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【訂正前】 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平 

成 21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間における、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 

情報は次の通りです。 

前第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） 

 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)

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 1,814 5,580 2,800 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 1,817 5,580 5,534 102,789 △7,111 95,677

セグメント利益又は 

損失(△) 

714 △205 △33 △108 △215 441 594 0 594

 

【訂正後】 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平 

成 21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間における、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 

情報は次の通りです。 

前第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） 

 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)

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 1,814 5,574 2,800 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 1,817 5,574 5,534 102,783 △7,111 95,671

セグメント利益又は 

損失(△) 

714 △205 △33 △108 △258 441 551 0 551
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