
  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

   平成23年３月期の期末配当につきましては、未定です。 
  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無  
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  （百万円未満切捨て）

（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１四半期  45,837  △4.6  579  400.0  246  －  △1,127  －

22年3月期第１四半期  48,029  △6.8  115  △90.9  2  △99.8  △5  －

  
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１四半期  △2  71  －      

22年3月期第１四半期  △0  01  －      

  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１四半期  306,286  122,060  39.3  289  13

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１四半期 120,415百万円 22年3月期 123,601百万円

  
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 

22年3月期  －        0 00 －      4 00  4  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  0 00 －      未定          未定           

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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 
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）  88,000  △8.0  300  △49.5  △300  －  △900  －  △2  16

通期  185,000  △5.2  4,200  38.3  2,500  138.8  400  －  0  96



４．その他（詳細は、【添付資料】2ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

詳細は、【添付資料】2ページ「２．その他の情報(２) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に

特有の会計処理の適用」をご覧ください。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

詳細は、【添付資料】2ページ「２．その他の情報(３) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・

手続、表示方法等の変更」をご覧ください。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想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.当四半期の連結業績等に関する定性的情報(３)連結

業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 427,432,175株 22年3月期 427,432,175株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 10,962,874株 22年3月期 10,948,439株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 416,475,833株 22年3月期１Ｑ 416,552,422株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①当期の経営成績 

当第１四半期(平成22年4～6月)におけるわが国経済は、中国や米国の経済改善など、緩やかな改善傾向が見られ

るものの、設備投資の全般的な回復が見られぬまま、欧州の財政問題等により株安・円高傾向が再び強まるなど、

依然として本格的な景気回復には至っておりません。 

セメント業界におきましては、官公需が減少したことに加え、設備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7.6％下回る9,598千トンとなりました。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3.2％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4.8％下回る12,187千トンとなりました。 

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、生産コストの削減等に努めました。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、当第１四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、45,837百万円と

前期実績を4.6％下回りました。損益につきましては、鉱産品事業等で増益となったことから、経常利益は、246百

万円と前期に比べ244百万円の増益となりましたが、当期純利益は、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、1,127百万円の当期純損失となりました。 

   

（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、306,286百万円と前連結会計年度末と比較して5,682百万円減少しまし

た。資産の部における増減の主なものは、有形固定資産の減少2,520百万円、受取手形及び売掛金の減少1,573百万

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789百万円です。 

一方、当第１四半期連結会計期間末の純資産は、122,060百万円と前連結会計年度末と比較して3,136百万円減少

しました。増減の主なものは、利益剰余金の減少2,798百万円です。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年5月14日発表の連結業績予想については、見直しは行っておりません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら 

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状 

況に著しい変化がないと認められたため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン 

ニングを利用する方法によっております。 

   

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

これによる営業利益、経常利益への影響は軽微ですが、税金等調整前四半期純利益は199百万円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の増加額は253百万円です。 

  

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微です。 

  

③企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発等に係る会計基 

準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準 

第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及 

び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月 

26日）を適用しております。 

  

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書において、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26

日）に基づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で掲記しております。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 30,068 31,072

受取手形及び売掛金 36,986 38,560

有価証券 0 0

商品及び製品 8,769 8,180

仕掛品 2,024 1,669

原材料及び貯蔵品 9,206 9,022

繰延税金資産 1,833 1,816

短期貸付金 283 307

その他 1,597 2,240

貸倒引当金 △268 △296

流動資産合計 90,501 92,573

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 150,437 149,886

減価償却累計額 △96,939 △96,088

建物及び構築物（純額） 53,497 53,797

機械装置及び運搬具 367,927 364,578

減価償却累計額 △309,045 △305,604

機械装置及び運搬具（純額） 58,881 58,973

土地 39,111 40,184

建設仮勘定 4,692 5,746

その他 31,811 31,639

減価償却累計額 △16,607 △16,434

その他（純額） 15,204 15,204

有形固定資産合計 171,386 173,906

無形固定資産   

のれん 63 110

その他 3,825 3,802

無形固定資産合計 3,889 3,912

投資その他の資産   

投資有価証券 32,543 33,366

長期貸付金 1,418 1,397

繰延税金資産 880 923

その他 6,160 6,404

貸倒引当金 △494 △515

投資その他の資産合計 40,509 41,575

固定資産合計 215,785 219,395

資産合計 306,286 311,968
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 22,832 23,366

短期借入金 33,317 33,559

1年内返済予定の長期借入金 8,396 8,354

1年内償還予定の社債 12,000 5,000

未払法人税等 339 783

繰延税金負債 9 12

賞与引当金 1,351 2,130

その他 11,531 11,343

流動負債合計 89,778 84,550

固定負債   

社債 15,000 22,000

長期借入金 60,367 60,956

繰延税金負債 7,859 8,352

退職給付引当金 1,110 1,095

役員退職慰労引当金 262 294

資産除去債務 253 －

その他 9,594 9,521

固定負債合計 94,447 102,220

負債合計 184,226 186,771

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 40,940 43,738

自己株式 △1,944 △1,941

株主資本合計 111,734 114,534

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,714 9,101

為替換算調整勘定 △32 △34

評価・換算差額等合計 8,681 9,067

少数株主持分 1,644 1,595

純資産合計 122,060 125,197

負債純資産合計 306,286 311,968
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（２）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 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 48,029 45,837

売上原価 39,649 36,556

売上総利益 8,380 9,280

販売費及び一般管理費 8,264 8,701

営業利益 115 579

営業外収益   

受取利息 24 19

受取配当金 443 277

持分法による投資利益 － 42

その他 158 197

営業外収益合計 627 536

営業外費用   

支払利息 531 543

持分法による投資損失 8 －

その他 200 325

営業外費用合計 741 868

経常利益 2 246

特別利益   

固定資産売却益 5 2

投資有価証券売却益 － 71

貸倒引当金戻入額 8 39

その他 0 11

特別利益合計 14 124

特別損失   

固定資産除却損 178 20

固定資産売却損 1 5

投資有価証券評価損 55 29

減損損失 － 1,074

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 198

その他 0 －

特別損失合計 236 1,328

税金等調整前四半期純損失（△） △220 △956

法人税、住民税及び事業税 297 231

法人税等調整額 △541 △149

法人税等合計 △244 81

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,038

少数株主利益 29 88

四半期純損失（△） △5 △1,127
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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（△） △220 △956

減価償却費 4,852 5,012

減損損失 0 1,074

のれん償却額 42 31

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 △49

受取利息及び受取配当金 △468 △296

支払利息 531 543

為替差損益（△は益） 6 82

持分法による投資損益（△は益） 8 △42

有形固定資産売却損益（△は益） △3 2

売上債権の増減額（△は増加） 4,203 1,600

たな卸資産の増減額（△は増加） △0 △1,127

仕入債務の増減額（△は減少） △3,533 △548

その他 △1,761 △508

小計 3,649 4,817

利息及び配当金の受取額 455 295

利息の支払額 △482 △436

法人税等の支払額 △751 △639

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,872 4,037

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 △2,875 △2,721

固定資産の売却による収入 72 2

投資有価証券の取得による支出 △13 △30

投資有価証券の売却による収入 0 252

貸付けによる支出 △97 △184

貸付金の回収による収入 183 116

その他 199 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,531 △2,569

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） △836 △244

長期借入れによる収入 － 101

長期借入金の返済による支出 △575 △648

社債の償還による支出 △10,000 －

自己株式の売却による収入 1 －

自己株式の取得による支出 △7 △2

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 △20 8

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,277 △2,456

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,946 △998

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 14,041 29,801
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該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当社は、セメントセグメント及び事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「セメ

ント」、「鉱産品」、「建材」、「光電子」、「新材料」、「その他」の６つを報告セグメントとしております。 

各セグメントの主要な製品は以下の通りです。 

  

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１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△5百万円は、セグメント間取引消去です。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「その他」セグメントにおいて保有している賃貸倉庫物件について、土地の時価の下落と賃貸収入の減少が発生

したため、固定資産にかかる減損損失を計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は1,074百万円です。 

  

（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。 

それに伴い、従来の「光・新材料」セグメントについては「光電子」セグメントと「新材料」セグメントに分割

し、それぞれを報告セグメントとし、従来の「不動産・その他」セグメントについては、名称を「その他」セグメ

ントに変更しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

報告セグメント 主要製品 

セメント 各種セメント、生コンクリート、セメント系固化材、セメント工場におけ

る電力の供給、原燃料リサイクル 

鉱産品 石灰石他鉱産品 

建材 コンクリート構造物向け補修材料、コンクリート２次製品 

光電子 光通信部品及び計測機器 

新材料 セラミックス製品、ＰＤＰ用フィルター、ナノ粒子材料 

その他 不動産賃貸、エンジニアリング、ソフトウェア開発、二次電池材料 

  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 

36,865 2,709 2,773 848 1,292 1,347 45,837 － 45,837

(2)セグメント間の 

 内部売上高又は 

 振替高 

769 995 569 3 0 1,248 3,585 △3,585 －

計 37,635 3,704 3,342 851 1,292 2,596 49,422 △3,585 45,837

営業利益又は 

営業損失(△) 

157 76 △26 30 26 320 584 △5 579
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また、従来、「光・新材料」セグメントに含まれていた二次電池材料は、「その他」セグメントに変更しており

ます。 

「セメント」、「鉱産品」、「建材」の３セグメントについては変更ありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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