
 

 

 

平成 26年５月 13日 

各 位 

                                          会 社 名 太平洋セメント株式会社 

代表者名 代表取締役社長 福田 修二 

(コード番号 5233 東証第１部、福証) 

問合せ先 総 務 部 長   荒木 誠一 

(ＴＥＬ ０３－５５３１－７３３４) 

 

（訂正）「平成 22年３月期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成 26年５月９日付「過年度決算（個別）の訂正に関するお知らせ」において過年

度決算を訂正する旨の公表をしておりますが、これに基づき「平成 22年３月期決算短信」（平成

22年５月 11日公表）の記載事項の一部について訂正を行うことといたしましたので、お知らせ

いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、  下線を付して表示しております。 

また、連結財務諸表の訂正はありません。 

 

訂正の概要につきましては、本日付「過年度に係る有価証券報告書の訂正報告書等の提出およ

び決算短信における個別財務諸表の訂正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

1



５.【個別財務諸表】
 （１）【貸借対照表】
（訂正前） （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

　　（中略）

　固定資産

　　（中略）

　　投資その他の資産

　　（中略）

　　　貸倒引当金 △70,388 △71,674

　　　投資その他の資産合計 254,003 232,367

　　固定資産合計 504,653 460,720

　資産合計 614,819 628,462

（訂正前）

百万円

22年３月期

21年３月期

（訂正後）

百万円

22年３月期

21年３月期

 （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

【サマリー情報】

百万円 ％ 円 銭

１株当たり純資産

628,462 106,306 16.9 112.01

（参考）個別業績の概要
１．平成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）

15.5 101.11

614,819 144,943 23.6 153.06

　（参考） 自己資本 　　 　　　22年３月期　106,306百万円 　　 　　　21年３月期　144,943百万円

総資産 純資産 自己資本比率

604,476 134,600 22.3 142.14

　（参考） 自己資本 　　 　　　22年３月期　95,963百万円 　　 　　　21年３月期　134,600百万円

百万円 ％ 円 銭

618,119 95,963

純資産の部

　株主資本

　　（中略）

　　利益剰余金

　　　その他利益剰余金

　　（中略）

　　　　繰越利益剰余金 △37,911 △76,249

　　　利益剰余金合計 13,137 △26,421

　　自己株式 △985 △249

　　株主資本合計 139,872 100,684

　　（中略）

　純資産合計 144,943 106,306

負債純資産合計 614,819 628,462
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（訂正後） （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

　　（中略）

　固定資産

　　（中略）

　　投資その他の資産

　　（中略）

　　　貸倒引当金 △80,732 △82,017

　　　投資その他の資産合計 243,660 222,024

　　固定資産合計 494,310 450,377

　資産合計 604,476 618,119

純資産の部

　株主資本

　　（中略）

　　利益剰余金

　　　その他利益剰余金

　　（中略）

　　　　繰越利益剰余金 △48,254 △86,592

　　　利益剰余金合計 2,794 △36,764

　　自己株式 △985 △249

　　株主資本合計 129,528 90,341

　　（中略）

　純資産合計 134,600 95,963

負債純資産合計 604,476 618,119

 （３）【株主資本等変動計算書】
（訂正前） （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）（至 平成21年３月31日） （至 平成22年３月31日）

株主資本

　　（中略）

　利益剰余金

　　その他利益剰余金

　　（中略）

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 19,343 △37,911

　　（中略）

　　　　当期末残高 △37,911 △76,249

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 73,017 13,137

　　（中略）

　　　当期末残高 13,137 △26,421

　　（中略）

　株主資本合計

　　前期末残高 199,805 139,872

　　（中略）

　　当期末残高 139,872 100,684

　　（中略）

純資産合計

　前期末残高 207,336 144,943

　　（中略）

　当期末残高 144,943 106,306
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（訂正後） （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

　　（中略）

　利益剰余金

　　その他利益剰余金

　　（中略）

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 8,999 △48,254

　　（中略）

　　　　当期末残高 △48,254 △86,592

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 62,674 2,794

　　（中略）

　　　当期末残高 2,794 △36,764

　　（中略）

　株主資本合計

　　前期末残高 189,462 129,528

　　（中略）

　　当期末残高 129,528 90,341

　　（中略）

純資産合計

　前期末残高 196,993 134,600

　　（中略）

　当期末残高 134,600 95,963

以　　上
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