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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 112,119 △6.4 6,021 △5.4 6,589 △3.9 4,501 △1.2

2020年３月期第２四半期 119,837 △0.9 6,363 7.5 6,856 △9.1 4,555 93.1
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 3,005百万円(△62.5％) 2020年３月期第２四半期 8,012百万円( ―％)
　

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

2021年３月期第２四半期 116.71 ―

2020年３月期第２四半期 118.11 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 323,434 199,381 61.0

2020年３月期 321,108 198,699 61.3
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 197,354百万円 2020年３月期 196,724百万円
　　

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年３月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00

2021年３月期 ― 60.00

2021年３月期(予想) ― 60.00 120.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 234,100 △4.5 15,000 △7.0 15,500 △8.5 10,000 △8.4 259.30
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 40,643,217株 2020年３月期 40,643,217株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 2,078,888株 2020年３月期 2,077,354株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 38,565,272株 2020年３月期２Ｑ 38,570,154株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている将来に基づく記述には、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業
績は今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資
料２ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する定性的情報」を
ご参照ください。
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１．当四半期決算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２四半期連結累計期間（2020年４～９月）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、企

業収益が大幅に減少するなど、厳しい状況が続きました。

　セメント業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による工事中断や技能労働者不足、都市部にお

ける再開発工事の遅延等の影響により、官公需、民需ともに減少したことから、セメント国内需要は、前年同期を6.4％

下回る19,051千トンとなりました。一方、輸出は、前年同期を4.8％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、前年同期を4.2％下回る24,304千トンとなりました。

　このような情勢の中で、当社グループは、2020年度から「2020－22年度 中期経営計画」をスタートさせており、事業

戦略として、セメント関連事業においては、「セメント・固化材の収益力向上と事業基盤整備」・「関連事業の拡大」、

高機能品事業においては、「既存主力製品の競争優位性の確保と新製品の開発」に係る諸施策に取り組み、また、環境

対策として、「環境対策強化」・「ＣＯ２排出削減への取り組み」を実行してまいりました。

　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、112,119百万円と前年

同期に比べ7,718百万円の減収となりました。経常利益は、鉱産品事業等で減益となったことから、6,589百万円と前年

同期に比べ266百万円の減益となり、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、4,501百万円と前年同期に比べ54百

万円の減益となりました。

（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、323,434百万円と前連結会計年度末と比較して2,325百万円増加しました。

増減の主なものは、現金及び預金の増加5,998百万円、受取手形及び売掛金の減少3,990百万円です。

負債は、124,052百万円と前連結会計年度末と比較して1,643百万円増加しました。増減の主なものは、長期借入金の増

加2,018百万円です。

純資産は、199,381百万円と前連結会計年度末と比較して681百万円増加しました。増減の主なものは、利益剰余金の

増加2,187百万円、その他有価証券評価差額金の減少1,659百万円です。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する定性的情報

　通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績及び今後の見通しを踏まえ、前回予想（2020

年８月６日発表）の見直しを行っております。

　2021年３月期通期連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（A） 230,000 14,500 15,500 10,000 259.30

今回修正予想（B） 234,100 15,000 15,500 10,000 259.30

増減額（B-A） 4,100 500 ― ― ―
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,863 21,861

受取手形及び売掛金 48,359 44,368

商品及び製品 7,067 7,536

仕掛品 1,433 2,560

原材料及び貯蔵品 12,876 12,375

短期貸付金 547 531

その他 1,740 2,081

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 87,885 91,313

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 173,057 174,323

減価償却累計額 △122,620 △124,075

建物及び構築物（純額） 50,437 50,247

機械装置及び運搬具 446,055 450,801

減価償却累計額 △389,326 △394,028

機械装置及び運搬具（純額） 56,728 56,773

土地 37,180 37,183

建設仮勘定 4,339 5,415

その他 37,529 37,978

減価償却累計額 △19,808 △19,906

その他（純額） 17,721 18,072

有形固定資産合計 166,407 167,691

無形固定資産 3,017 2,981

投資その他の資産

投資有価証券 54,089 51,458

長期貸付金 2,774 3,001

繰延税金資産 1,216 1,243

退職給付に係る資産 382 428

その他 5,455 5,431

貸倒引当金 △120 △115

投資その他の資産合計 63,797 61,447

固定資産合計 233,222 232,120

資産合計 321,108 323,434
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 27,593 27,614

短期借入金 21,354 20,439

1年内返済予定の長期借入金 5,470 5,784

未払法人税等 2,736 2,191

賞与引当金 2,438 2,463

その他 10,848 12,431

流動負債合計 70,441 70,923

固定負債

社債 10,000 10,000

長期借入金 15,783 17,801

繰延税金負債 10,525 9,817

役員退職慰労引当金 147 137

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 107 85

退職給付に係る負債 2,176 1,973

資産除去債務 1,041 1,031

その他 12,184 12,281

固定負債合計 51,966 53,128

負債合計 122,408 124,052

純資産の部

株主資本

資本金 41,654 41,654

資本剰余金 24,558 24,516

利益剰余金 117,100 119,287

自己株式 △10,819 △10,783

株主資本合計 172,493 174,674

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 24,517 22,858

為替換算調整勘定 504 574

退職給付に係る調整累計額 △791 △752

その他の包括利益累計額合計 24,231 22,680

非支配株主持分 1,975 2,026

純資産合計 198,699 199,381

負債純資産合計 321,108 323,434



住友大阪セメント株式会社(5232) 2021年３月期 第２四半期決算短信

― 5 ―

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 119,837 112,119

売上原価 95,707 89,125

売上総利益 24,130 22,994

販売費及び一般管理費 17,767 16,972

営業利益 6,363 6,021

営業外収益

受取利息 46 32

受取配当金 1,039 1,111

持分法による投資利益 139 70

受取賃貸料 64 66

その他 213 333

営業外収益合計 1,503 1,614

営業外費用

支払利息 363 313

為替差損 207 246

その他 439 486

営業外費用合計 1,010 1,045

経常利益 6,856 6,589

特別利益

固定資産売却益 74 95

投資有価証券売却益 - 273

特別利益合計 74 369

特別損失

固定資産除却損 617 472

固定資産売却損 0 -

減損損失 - 11

特別損失合計 618 484

税金等調整前四半期純利益 6,312 6,474

法人税、住民税及び事業税 1,527 1,927

法人税等調整額 173 △9

法人税等合計 1,700 1,918

四半期純利益 4,611 4,556

非支配株主に帰属する四半期純利益 55 55

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,555 4,501
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四半期連結包括利益計算書

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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 4,611 4,556

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,301 △1,659

為替換算調整勘定 83 70

退職給付に係る調整額 16 38

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 3,401 △1,550

四半期包括利益 8,012 3,005

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 7,957 2,950

非支配株主に係る四半期包括利益 55 55
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 6,312 6,474

減価償却費 8,718 8,889

減損損失 - 11

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 △3

受取利息及び受取配当金 △1,085 △1,143

支払利息 363 313

為替差損益（△は益） 206 179

持分法による投資損益（△は益） △139 △70

固定資産売却損益（△は益） △73 △95

投資有価証券売却損益（△は益） - △273

売上債権の増減額（△は増加） 4,179 3,981

たな卸資産の増減額（△は増加） △182 △1,114

仕入債務の増減額（△は減少） 185 44

その他 △346 △579

小計 18,126 16,613

利息及び配当金の受取額 1,114 1,199

利息の支払額 △372 △313

法人税等の支払額 △1,653 △2,407

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,215 15,092

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 △8,411 △8,463

固定資産の売却による収入 147 117

投資有価証券の取得による支出 △651 △2

投資有価証券の売却による収入 0 509

貸付けによる支出 △110 △407

貸付金の回収による収入 114 114

その他 △8 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,920 △8,155

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） △1,285 △909

長期借入れによる収入 250 5,370

長期借入金の返済による支出 △3,473 △3,021

社債の発行による収入 5,000 -

コマーシャルペーパーの発行による収入 - 5,000

コマーシャルペーパーの償還による支出 - △5,000

自己株式の売却による収入 0 114

自己株式の取得による支出 △11 △119

配当金の支払額 △2,121 △2,313

非支配株主への配当金の支払額 △5 △4

その他 △22 △41

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,669 △925

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,592 5,997

現金及び現金同等物の期首残高 15,270 15,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,863 21,797
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自2019年４月１日 至2019年９月30日）

　 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 （単位：百万円）

報告セグメント 注1 注2

セメント 鉱産品 建材 光電子 新材料 電池材料 その他 計 調整額

四半期連結

損益計算書

計上額

売上高

(1)外部顧客

　 に対する売上高
93,384 6,426 7,562 3,184 5,707 717 2,854 119,837 ― 119,837

(2)セグメント

　 間の内部売上高

　 又は振替高

1,458 2,001 1,223 ― ― ― 2,776 7,461 △7,461 ―

計 94,843 8,427 8,786 3,184 5,707 717 5,631 127,298 △7,461 119,837

セグメント利益

又は損失（△）
2,857 1,219 490 28 946 △16 867 6,393 △29 6,363

　 （注）１. セグメント利益の調整額△29百万円は、セグメント間取引消去である。

　 ２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年９月30日）

　 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 （単位：百万円）

報告セグメント 注1 注2

セメント 鉱産品 建材 光電子 新材料 電池材料 その他 計 調整額

四半期連結

損益計算書

計上額

売上高

(1)外部顧客

に対する売上高
88,464 5,710 6,969 3,043 5,082 177 2,669 112,119 ― 112,119

(2)セグメント

　 間の内部売上高

　 又は振替高

1,511 1,989 1,080 16 ― ― 2,360 6,958 △6,958 ―

計 89,976 7,699 8,050 3,060 5,082 177 5,030 119,078 △6,958 112,119

セグメント利益

又は損失（△）
3,311 848 328 213 791 △329 797 5,961 59 6,021

　 （注）１. セグメント利益の調整額59百万円は、セグメント間取引消去である。

　 ２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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３．補足情報

（１）連結セグメント損益（期間比較） （単位：百万円）

　 前第２四半期

連結累計期間

当第２四半期

連結累計期間

対前年同期

増減額

対前年同期

増減率(%)

　

セメント事業 93,384 88,464 △4,919 △5.3

鉱産品事業 6,426 5,710 △715 △11.1

建材事業 7,562 6,969 △592 △7.8

光電子事業 3,184 3,043 △140 △4.4

新材料事業 5,707 5,082 △624 △10.9

電池材料事業 717 177 △539 △75.2

その他事業 2,854 2,669 △184 △6.5

外部顧客に対する売上高 119,837 112,119 △7,718 △6.4

　

セメント事業 2,857 3,311 454 15.9

鉱産品事業 1,219 848 △371 △30.4

建材事業 490 328 △162 △33.1

光電子事業 28 213 185 652.5

新材料事業 946 791 △154 △16.3

電池材料事業 △16 △329 △312 ―

その他事業 867 797 △69 △8.0

調整額 △29 59 89 ―

営業利益 6,363 6,021 △342 △5.4

　営業外収益 1,503 1,614 110 7.4

営業外費用 1,010 1,045 35 3.5

営業外損益 492 568 75 15.3

経常利益 6,856 6,589 △266 △3.9

　特別利益 74 369 294 395.9

特別損失 618 484 △134 △21.7

特別損益 △543 △115 428 ―

親会社株主に帰属する

四半期純利益
4,555 4,501 △54 △1.2


