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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６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 ％

2023年３月期第１四半期 45,500 3.9 △3,147 ― △2,795 ― △1,107 ―

2022年３月期第１四半期 43,779 ― 2,915 13.3 3,985 43.9 2,757 43.7

(注) 包括利益 2023年３月期第１四半期 △5,583百万円( ―％) 2022年３月期第１四半期 3,493百万円( 544.8％)

　

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

2023年３月期第１四半期 △32.20 ―

2022年３月期第１四半期 73.85 ―
　

(注)「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を2022年３月期の期首から適用してお
　 ります。売上高に大きな影響が生じるため、2022年３月期第１四半期の売上高の対前年同四半期増減率は記載して
　 おりません。

（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 ％

2023年３月期第１四半期 338,424 193,503 56.6
2022年３月期 331,107 203,173 60.7

(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 191,431百万円 2022年３月期 200,964百万円
　　

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

2022年３月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00

2023年３月期 ―

2023年３月期(予想) 60.00 ― 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
　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 98,000 10.0 △1,000 ― 200 △97.1 500 △91.7 14.56

通期 205,800 11.7 5,700 △17.1 7,200 △26.8 6,800 △29.7 198.27
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　　



※ 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) 2023年３月期１Ｑ 34,329,517株 2022年３月期 37,243,217株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 72,883株 2022年３月期 2,464,655株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 34,387,092株 2022年３月期１Ｑ 37,342,145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１四半期連結累計期間（2022年４～６月）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況

が緩和され、持ち直しの動きがみられます。

　セメント業界におきましては、再開発工事の進捗等により民需は好調であったものの、公共事業予算の減額や予算執

行率の低下により官公需が低調であったことから、セメント国内需要は前年同期を0.5%下回る9,176千tとなりました。

一方、輸出は前年同期を7.8%下回りました。

　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2.3%下回る11,807千tとなりました。

　このような情勢の中で、当社グループは、2020年度からスタートさせた「2020－22年度中期経営計画」に基づき、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、「既存主力商品の競争優位性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」を実行しています。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、45,500百万円と前年同期に比べ1,720百万円の増収、経常損失は

2,795百万円と前年同期に比べ6,780百万円の悪化となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純損失につきまし

ては、1,107百万円と前年同期に比べ3,865百万円の悪化となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、338,424百万円と前連結会計年度末と比較して7,316百万円増加しました。

増減の主なものは、原材料及び貯蔵品の増加12,181百万円、投資有価証券の減少6,848百万円です。

　負債は、144,921百万円と前連結会計年度末と比較して16,986百万円増加しました。増減の主なものは、コマーシャル

ペーパーの増加5,000百万円、社債の増加10,000百万円です。

　純資産は、193,503百万円と前連結会計年度末と比較して9,670百万円減少しました。増減の主なものは、自己株式の

取得と消却等による自己株式の減少（純資産の増加）8,306百万円及び利益剰余金の減少13,436百万円、その他有価証券

評価差額金の減少4,571百万円です。

（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

　2022年５月12日発表の連結業績予想については、変更ありません。
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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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,148 14,624

受取手形、売掛金及び契約資産 39,396 37,538

電子記録債権 6,156 6,617

商品及び製品 8,024 8,529

仕掛品 230 229

原材料及び貯蔵品 17,005 29,186

短期貸付金 800 456

その他 3,016 3,894

貸倒引当金 △22 △22

流動資産合計 87,756 101,054

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 177,463 176,538

減価償却累計額 △128,368 △127,548

建物及び構築物（純額） 49,094 48,989

機械装置及び運搬具 462,747 465,919

減価償却累計額 △405,895 △407,888

機械装置及び運搬具（純額） 56,852 58,031

土地 37,157 37,174

建設仮勘定 7,834 6,489

その他 38,748 39,235

減価償却累計額 △20,476 △20,567

その他（純額） 18,271 18,667

有形固定資産合計 169,211 169,351

無形固定資産

のれん 127 119

その他 3,317 3,214

無形固定資産合計 3,444 3,333

投資その他の資産

投資有価証券 59,401 52,552

長期貸付金 3,074 3,817

繰延税金資産 1,094 1,168

退職給付に係る資産 1,748 1,818

その他 5,496 5,440

貸倒引当金 △119 △113

投資その他の資産合計 70,695 64,684

固定資産合計 243,351 237,369

資産合計 331,107 338,424
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 28,344 33,171

電子記録債務 1,707 2,281

短期借入金 19,972 21,339

コマーシャルペーパー 5,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 5,843 5,773

未払法人税等 1,171 255

賞与引当金 2,523 1,472

その他 10,916 11,508

流動負債合計 75,479 85,804

固定負債

社債 10,000 20,000

長期借入金 15,825 16,114

繰延税金負債 12,183 9,373

役員退職慰労引当金 139 117

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 26 16

退職給付に係る負債 892 893

株式給付引当金 40 45

資産除去債務 1,003 308

その他 12,343 12,249

固定負債合計 52,454 59,117

負債合計 127,934 144,921

純資産の部

株主資本

資本金 41,654 41,654

資本剰余金 10,459 10,551

利益剰余金 127,896 114,460

自己株式 △8,566 △260

株主資本合計 171,443 166,406

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 28,892 24,320

為替換算調整勘定 197 259

退職給付に係る調整累計額 431 445

その他の包括利益累計額合計 29,520 25,025

非支配株主持分 2,209 2,071

純資産合計 203,173 193,503

負債純資産合計 331,107 338,424
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（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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 43,779 45,500

売上原価 32,296 39,348

売上総利益 11,483 6,151

販売費及び一般管理費 8,567 9,298

営業利益又は営業損失（△） 2,915 △3,147

営業外収益

受取利息 15 11

受取配当金 1,185 934

持分法による投資利益 36 －

受取賃貸料 29 31

その他 139 131

営業外収益合計 1,407 1,108

営業外費用

支払利息 146 148

為替差損 26 135

持分法による投資損失 － 21

その他 165 450

営業外費用合計 337 756

経常利益又は経常損失（△） 3,985 △2,795

特別利益

固定資産売却益 27 63

投資有価証券売却益 2 1,152

特別利益合計 29 1,216

特別損失

固定資産除却損 164 175

固定資産売却損 3 －

特別損失合計 168 175

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（△）

3,846 △1,754

法人税、住民税及び事業税 610 168

法人税等調整額 419 △835

法人税等合計 1,030 △666

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,815 △1,087

非支配株主に帰属する四半期純利益 58 19

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

2,757 △1,107
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,815 △1,087

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 592 △4,572

為替換算調整勘定 69 △60

退職給付に係る調整額 15 14

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 122

その他の包括利益合計 677 △4,495

四半期包括利益 3,493 △5,583

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,435 △5,602

非支配株主に係る四半期包括利益 57 19
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（３）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）

　 2021年11月25日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行ったことなどにより、当第１四半期連結累計

　 期間においては、自己株式が1,705百万円増加（株主資本の減少）しております。

　 また、2022年５月27日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の消却を行ったことにより、当第１四半期連結累

　 計期間においては、利益剰余金が10,008百万円減少し、自己株式が10,008百万円減少（株主資本の増加）しており

　 ます。

　 当第１四半期連結会計期間末の利益剰余金は114,460百万円、自己株式は260百万円となっております。

（表示方法の変更）

　 (連結貸借対照表関係）

　 前連結会計年度において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めていた「電子記録債務」は、金額的重

　要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映

　させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に表示していた

　30,051百万円は、「支払手形及び買掛金」28,344百万円、「電子記録債務」1,707百万円として組替えております。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年６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 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
29,923 2,951 5,232 809 3,389 1,471 43,779 ― 43,779

　(2)セグメント

　 間の内部売上高

　 又は振替高

711 983 519 ― ― 1,138 3,353 △3,353 ―

計 30,635 3,935 5,752 809 3,389 2,610 47,132 △3,353 43,779

　セグメント利益

　又は損失（△）
920 481 271 52 666 501 2,893 21 2,915

　 （注）１. セグメント利益又は損失の調整額21百万円は、セグメント間取引消去であります。

　 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おります。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自2022年４月１日 至2022年６月30日）

　 １．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 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
31,101 3,344 4,465 607 4,881 1,099 45,500 ― 45,500

　(2)セグメント

　 間の内部売上高

　 又は振替高

730 1,061 854 ― ― 2,587 5,233 △5,233 ―

計 31,832 4,405 5,320 607 4,881 3,686 50,733 △5,233 45,500

　セグメント利益

　又は損失（△）
△5,411 590 124 △134 1,268 479 △3,082 △65 △3,147

　 （注）１. セグメント利益又は損失の調整額△65百万円は、セグメント間取引消去であります。

　 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損失と調整を行っております。

　 ２．報告セグメントの変更等に関する事項

　 従来、区分して記載していた「電池材料」につきましては、2022年５月１日に住友金属鉱山株式会社に事業譲

渡したことにより重要性が乏しくなったため、当第１四半期連結累計期間より「その他」に含めて記載する方法

に変更しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載して

おります。
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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１四半期

連結累計期間

当第１四半期

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 29,923 31,101 1,177 3.9

鉱産品事業 2,951 3,344 392 13.3

建材事業 5,232 4,465 △767 △ 14.7

光電子事業 809 607 △202 △ 25.0

新材料事業 3,389 4,881 1,491 44.0

その他事業 1,471 1,099 △371 △ 25.3

外部顧客に対する売上高 43,779 45,500 1,720 3.9

　

セメント事業 920 △5,411 △6,332 ―

鉱産品事業 481 590 109 22.7

建材事業 271 124 △146 △ 54.0

光電子事業 52 △134 △186 ―

新材料事業 666 1,268 602 90.4

その他事業 501 479 △22 △ 4.4

調整額 21 △65 △87 ―

営業利益又は営業損失（△） 2,915 △3,147 △6,063 ―

　営業外収益 1,407 1,108 △298 △ 21.2

営業外費用 337 756 419 124.1

営業外損益 1,069 352 △717 △ 67.1

経常利益又は経常損失（△） 3,985 △2,795 △6,780 ―

　特別利益 29 1,216 1,186 ―

特別損失 168 175 7 4.2

特別損益 △139 1,040 1,179 ―

親会社株主に帰属する四半期純利益

又は

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

2,757 △1,107 △3,865 ―

　


