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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・数値データ訂正)「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 
 
平成 23 年 5 月 13 日に発表しました「平成 23 年 3 月期 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 月期の連結業績（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日） 
(1) 連結経営成績 

（％表示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 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

23 年 3 月期  201,220 3.1 7,425 144.5 5,949 468.3 1,339 ── 

22 年 3 月期  195,089 △9.4 3,037 △49.2 1,046 △76.0 △849 ── 

(注)包括利益 23 年 3 月期 5,843 百万円 (37.9%)   22 年 3 月期 4,238 百万円 ( ─ %) 
 

 1 株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 1 株
当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23 年 3 月期  3.22 ── 1.1 1.9 3.7

22 年 3 月期  △2.04 ── △0.7 0.3 1.6

(参考)持分法投資損益 23 年 3 月期 0 百万円   22 年 3 月期 △14 百万円 
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(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  311,696 129,113 41.0 306.74 

22 年 3 月期  311,968 125,197 39.6 296.78 

(参考)自己資本   23 年 3 月期 127,723 百万円   22 年 3 月期 123,601 百万円 

 
【訂正後】 

1. 平成 23 年 3 月期の連結業績（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日） 
(1) 連結経営成績 

（％表示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 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

23 年 3 月期  201,644 3.6 6,738 142.7 5,262 569.5 920 ── 

22 年 3 月期  194,624 △9.6 2,776 △53.5 785 △82.0 △1,002 ── 

(注)包括利益 23 年 3 月期 5,424 百万円 (32.8%)   22 年 3 月期 4,085 百万円 ( ─ %) 
 

 1 株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 1 株
当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23 年 3 月期  2.21 ── 0.7 1.7 3.3

22 年 3 月期  △2.41 ── △0.8 0.3 1.4

(参考)持分法投資損益 23 年 3 月期 0 百万円   22 年 3 月期 △14 百万円 

 
(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  310,746 128,541 40.9 305.37 

22 年 3 月期  311,707 125,044 39.6 296.41 

(参考)自己資本   23 年 3 月期 127,151 百万円   22 年 3 月期 123,449 百万円 

 
【訂正前】 

（参考）個別業績の概要 

1. 23 年 3 月期の個別業績（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日） 

(1) 個別経営成績 
（％表示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 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

23 年 3 月期  132,605 1.2 5,800 152.8 4,455 992.7 1,160 ── 

22 年 3 月期  131,086 △13.5 2,294 △42.0 407 △84.8 △938 ── 
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 1 株当たり当期純利益 潜在株式調整後 
1 株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭

23 年 3 月期  2.79 ── 

22 年 3 月期  △2.25 ── 

 
 (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 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

23 年 3 月期  270,030 114,836 42.5 275.79 

22 年 3 月期  271,561 110,879 40.8 266.23 

(参考)自己資本   23 年 3 月期 114,836 百万円   22 年 3 月期 110,879 百万円 
 
【訂正後】 
（参考）個別業績の概要 

1. 23 年 3 月期の個別業績（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日） 

(1) 個別経営成績 
（％表示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 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

23 年 3 月期  133,029 1.8 5,113 151.5 3,768 ── 741 ── 

22 年 3 月期  130,621 △13.8 2,033 △48.6 146 △94.5 △1,091 ── 
  
 

 1 株当たり当期純利益 潜在株式調整後 
1 株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭

23 年 3 月期  1.78 ── 

22 年 3 月期  △2.62 ── 

 
 (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 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

23 年 3 月期  269,080 114,264 42.5 274.42 

22 年 3 月期  271,300 110,726 40.8 265.86 

(参考)自己資本   23 年 3 月期 114,264 百万円   22 年 3 月期 110,726 百万円 
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(１．経営成績)･･･添付資料2ページ目 

【訂正前】 

(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当期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改善を背景と

した輸出の増加等により、引き続き持ち直しの動きが見られたものの、なお自律性は弱く、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、民間住宅投資の回復により民需が増加したものの、国の公共事業

関係予算の大幅な削減の影響により官公需が減少したことから、セメント国内需要は、前期を2.6％

下回る41,613千トンとなりました。一方、輸出は、インド、中東向け等が減少したことにより、前

期を9.8％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、前期を3.8％下

回る51,007千トンとなりました。 

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、当期の売上高は、セメント事業、鉱産品事業等で増収となったことから、201,220

百万円と前期実績を3.1％上回りました。 

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、5,949百万円と前

期に比べ4,902百万円の増益となりました。また、当期純利益は、固定資産の減損損失および東日

本大震災により生じたセメント製品の出荷拠点であるサービスステーションの固定資産、棚卸資産

等への被害やセメント工場の操業停止等の影響による災害損失を特別損失に計上したものの、

1,339百万円と前期に比べ2,188百万円の増益となりました。 

 

事業別の概況は、次のとおりであります。 

 

セメント事業 

 

販売数量が前期を若干上回ったことに加え、生産・物流等のコストを削減したことなどから、売上

高は、158,128百万円と前期に比べ2,943百万円（1.9％）増となり、営業利益は、5,393百万円と

前期に比べ2,595百万円（92.8％）増となりました。 

 

鉱産品事業 

 

石灰製品の製造・販売等を営む位登産業株式会社の全株式を平成21年12月に取得したことに加え、

国内外の鉄鋼向け石灰石の販売数量が増加したことなどから、売上高は、11,031百万円と前期に

比べ3,487百万円（46.2％）増となり、営業利益は、354百万円と前期に比べ833百万円増となり

ました。 

 

建材事業 

 

土木構造物等の新設工事の減少により競争が激化したものの、ヒューム管の製造・販売等を営む栗

本コンクリート工業株式会社の経営権を平成21年９月に取得したことなどから、売上高は、14,680

百万円と前期に比べ1,013百万円（7.4％）増となり、営業利益は、260百万円と前期に比べ5百

万円（2.1％）増となりました。 

 

 

 

 

 



 5

光電子事業 

 

光通信用部品について、円高等の影響により販売価格の下落があったものの、販売数量の増加、生

産コストの削減等により、売上高は、3,897百万円と前期に比べ403百万円（11.5％）増となり、

営業利益は、269百万円と前期に比べ467百万円増となりました。 

 

新材料事業 

 

ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）用フィルターの販売数量が大幅に減少したことにより、売

上高は、7,873百万円と前期に比べ1,108百万円（12.3％）減となったものの、半導体製造装置向

け電子材料の販売増等により、営業利益は、515百万円と前期に比べ794百万円増となりました。 

 

その他事業 

 

二次電池材料事業において電力貯蔵用大型リチウム電池向け正極材料の量産販売を開始したもの

の、ソフトウエア販売事業において販売件数が減少したことなどから、売上高は、5,610百万円と

前期に比べ607百万円（9.8％）減となり、営業利益は、667百万円と前期に比べ312百万円（31.9％）

減となりました。 

 

【訂正後】 

(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当期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改善を背景と

した輸出の増加等により、引き続き持ち直しの動きが見られたものの、なお自律性は弱く、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、民間住宅投資の回復により民需が増加したものの、国の公共事業

関係予算の大幅な削減の影響により官公需が減少したことから、セメント国内需要は、前期を2.6％

下回る41,613千トンとなりました。一方、輸出は、インド、中東向け等が減少したことにより、前

期を9.8％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、前期を3.8％下

回る51,007千トンとなりました。 

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、当期の売上高は、セメント事業、鉱産品事業等で増収となったことから、201,644

百万円と前期実績を3.6％上回りました。 

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、5,262百万円と前

期に比べ4,476百万円の増益となりました。また、当期純利益は、固定資産の減損損失および東日

本大震災により生じたセメント製品の出荷拠点であるサービスステーションの固定資産、棚卸資産

等への被害やセメント工場の操業停止等の影響による災害損失を特別損失に計上したものの、920

百万円と前期に比べ1,922百万円の増益となりました。 

 

事業別の概況は、次のとおりであります。 

 

セメント事業 

 

販売数量が前期を若干上回ったことに加え、生産・物流等のコストを削減したことなどから、売上

高は、158,128百万円と前期に比べ2,943百万円（1.9％）増となり、営業利益は、5,419百万円と

前期に比べ2,652百万円（95.9％）増となりました。 
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鉱産品事業 

 

石灰製品の製造・販売等を営む位登産業株式会社の全株式を平成21年12月に取得したことに加え、

国内外の鉄鋼向け石灰石の販売数量が増加したことなどから、売上高は、11,031百万円と前期に

比べ3,487百万円（46.2％）増となり、営業利益は、357百万円と前期に比べ838百万円増となり

ました。 

 

建材事業 

 

土木構造物等の新設工事の減少により競争が激化したものの、ヒューム管の製造・販売等を営む栗

本コンクリート工業株式会社の経営権を平成21年９月に取得したことなどから、売上高は、14,680

百万円と前期に比べ1,013百万円（7.4％）増となり、営業利益は、261百万円と前期に比べ8百

万円（3.3％）増となりました。 

 

光電子事業 

 

光通信用部品について、円高等の影響により販売価格の下落があったものの、販売数量の増加、生

産コストの削減等により、売上高は、3,897百万円と前期に比べ403百万円（11.5％）増となり、

営業利益は、270百万円と前期に比べ469百万円増となりました。 

 

新材料事業 

 

ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）用フィルターの販売数量が大幅に減少したことにより、売

上高は、8,296百万円と前期に比べ220百万円（2.7％）減となったものの、半導体製造装置向け

電子材料の販売増等により、営業損失は、203百万円と前期に比べ300百万円の改善となりました。 

 

その他事業 

 

二次電池材料事業において電力貯蔵用大型リチウム電池向け正極材料の量産販売を開始したもの

の、ソフトウエア販売事業において販売件数が減少したことなどから、売上高は、5,610百万円と

前期に比べ607百万円（9.8％）減となり、営業利益は、668百万円と前期に比べ310百万円（31.7％）

減となりました。 
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【訂正前】 

(2）財政状態に関する分析 

当期の営業キャッシュ・フローは、21,548百万円、投資キャッシュ・フローは、△15,048百万円、

財務キャッシュ・フローは、△10,991百万円となり、その結果、現金及び現金同等物の期末残高は、

26,277百万円と前年同期に比べて4,522百万円（14.7％）の減少となりました。 

 

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 

自己資本比率（％） 42.3 38.9 39.6 41.0

時価ベースの自己資本比率 30.5 30.6 22.2 33.0

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（倍） 

5.0 7.2 5.3 5.6

インタレスト・ガバレッジ・ 

レシオ（倍） 

11.2 8.0 11.0 9.9

 

【訂正後】 

(2）財政状態に関する分析 

当期の営業キャッシュ・フローは、21,548百万円、投資キャッシュ・フローは、△15,048百万円、

財務キャッシュ・フローは、△10,991百万円となり、その結果、現金及び現金同等物の期末残高は、

26,277百万円と前年同期に比べて4,522百万円（14.7％）の減少となりました。 

 

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 

自己資本比率（％） 42.3 38.9 39.6 40.9

時価ベースの自己資本比率 30.5 30.6 22.2 33.2

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（倍） 

5.0 7.2 5.3 5.6

インタレスト・ガバレッジ・ 

レシオ（倍） 

11.2 8.0 11.0 9.9
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 (連結財務諸表)･･･添付資料7ページ目 
【訂正前】 
４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

          前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 31,072 26,419
    受取手形及び売掛金 38,560 42,381
    有価証券 0 0
    商品及び製品 8,180 8,243
    仕掛品 1,669 1,571
    原材料及び貯蔵品 9,022 10,962
    繰延税金資産 1,816 1,767
    短期貸付金 307 256
    その他 2,240 1,697
    貸倒引当金 △296 △275

    流動資産合計 92,573 93,027

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 149,886 152,184
        減価償却累計額 △96,088 △99,115

        建物及び構築物（純額） 53,797 53,069

      機械装置及び運搬具 364,578 372,610
        減価償却累計額 △305,604 △318,595

        機械装置及び運搬具（純額） 58,973 54,015

      土地 40,184 39,409
      建設仮勘定 5,746 5,039
      その他 31,639 31,977
        減価償却累計額 △16,434 △17,003

        その他（純額） 15,204 14,974

      有形固定資産合計 173,906 166,507

    無形固定資産     
      のれん 110 485
      その他 3,802 3,184

      無形固定資産合計 3,912 3,670

    投資その他の資産     
      投資有価証券 33,366 40,724
      長期貸付金 1,397 1,541
      繰延税金資産 923 979
      その他 6,404 5,702
      貸倒引当金 △515 △456

      投資その他の資産合計 41,575 48,491

    固定資産合計 219,395 218,669

  資産合計 311,968 311,696
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（単位：百万円）

      前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金 23,366 24,560
    短期借入金 33,559 34,278
    1年内返済予定の長期借入金 8,354 9,369
    1年内償還予定の社債 5,000 7,000
    未払法人税等 783 1,719
    繰延税金負債 12 －
    賞与引当金 2,130 2,050
    災害損失引当金 － 481
    その他 11,343 10,265

    流動負債合計 84,550 89,725

  固定負債     
    社債 22,000 15,000
    長期借入金 60,956 54,928
    繰延税金負債 8,352 11,544
    退職給付引当金 1,095 1,058
    役員退職慰労引当金 294 260
    資産除去債務 － 256
    その他 9,521 9,810

    固定負債合計 102,220 92,857

  負債合計 186,771 182,583

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 43,738 43,411
    自己株式 △1,941 △1,959

    株主資本合計 114,534 114,190

  その他の包括利益累計額     
    その他有価証券評価差額金 9,101 13,578
    為替換算調整勘定 △34 △46

    その他の包括利益累計額合計 9,067 13,532

  少数株主持分 1,595 1,390

  純資産合計 125,197 129,113

負債純資産合計 311,968 311,696
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

    前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 195,089 201,220
売上原価 157,677 158,463

売上総利益 37,411 42,757

販売費及び一般管理費 34,374 35,331

営業利益 3,037 7,425

営業外収益     
  受取利息 84 83
  受取配当金 668 1,034
  持分法による投資利益 － 0
  受取賃貸料 163 172
  その他 581 468

  営業外収益合計 1,498 1,760

営業外費用     
  支払利息 2,225 2,141
  持分法による投資損失 14 －
  その他 1,249 1,095

  営業外費用合計 3,488 3,236

経常利益 1,046 5,949

特別利益     
  固定資産売却益 243 56
  投資有価証券売却益 525 102
  抱合せ株式消滅差益 24 －
  負ののれん発生益 － 126
  その他 9 11

  特別利益合計 804 295

特別損失     
  固定資産除却損 650 532
  固定資産売却損 2 5
  投資有価証券評価損 56 28
  減損損失 12 1,357
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 1,943 －
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 198
  災害による損失 － 786
  その他 6 7

  特別損失合計 2,670 2,916

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

△819 3,328

法人税、住民税及び事業税 899 1,890
法人税等調整額 △879 58

法人税等合計 19 1,949

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,378

少数株主利益 9 39

当期純利益又は当期純損失（△） △849 1,339
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（連結包括利益計算書） 
（単位：百万円）

    前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,378
その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 － 4,478
  為替換算調整勘定 － △12
  持分法適用会社に対する持分相当額 － △1

  その他の包括利益合計 － 4,465

包括利益 － 5,843

（内訳）     
  親会社株主に係る包括利益 － 5,804
  少数株主に係る包括利益 － 39
        

  



 12

（３）連結株主資本等変動計算書 
（単位：百万円）

        前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本     
  資本金     
    前期末残高 41,654 41,654
    当期変動額     
      当期変動額合計 － －

    当期末残高 41,654 41,654

  資本剰余金     
    前期末残高 31,084 31,084
    当期変動額     
      自己株式の処分 0 △0

      当期変動額合計 0 △0

    当期末残高 31,084 31,084

  利益剰余金     
    前期末残高 45,426 43,738
    当期変動額     
      剰余金の配当 △839 △1,665
      当期純利益又は当期純損失（△） △849 1,339

      当期変動額合計 △1,688 △326

    当期末残高 43,738 43,411

  自己株式     
    前期末残高 △1,926 △1,941
    当期変動額     
      自己株式の取得 △17 △18
      自己株式の処分 2 1

      当期変動額合計 △15 △17

    当期末残高 △1,941 △1,959

  株主資本合計     
    前期末残高 116,238 114,534
    当期変動額     
      剰余金の配当 △839 △1,665
      当期純利益又は当期純損失（△） △849 1,339
      自己株式の取得 △17 △18
      自己株式の処分 2 1

      当期変動額合計 △1,703 △343

    当期末残高 114,534 114,190
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（単位：百万円）

        前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額     
  その他有価証券評価差額金     
    前期末残高 4,025 9,101
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
5,076 4,477

      当期変動額合計 5,076 4,477

    当期末残高 9,101 13,578

  為替換算調整勘定     
    前期末残高 △35 △34
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
1 △12

      当期変動額合計 1 △12

    当期末残高 △34 △46

  その他の包括利益累計額合計     
    前期末残高 3,989 9,067
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
5,077 4,465

      当期変動額合計 5,077 4,465

    当期末残高 9,067 13,532

少数株主持分     
  前期末残高 1,454 1,595
  当期変動額     
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 140 △205

    当期変動額合計 140 △205

  当期末残高 1,595 1,390

純資産合計     
  前期末残高 121,682 125,197
  当期変動額     
    剰余金の配当 △839 △1,665
    当期純利益又は当期純損失（△） △849 1,339
    自己株式の取得 △17 △18
    自己株式の処分 2 1
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,218 4,260

    当期変動額合計 3,515 3,916

  当期末残高 125,197 129,113
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

    前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     
  税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当

期純損失（△） 
△819 3,328

  減価償却費 20,871 20,741
  減損損失 12 1,357
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 1,352 －
  のれん償却額 169 217
  負ののれん発生益 － △126
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 40 △37
  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △45 △33
  災害損失引当金の増減額(△は減少) － 481
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 22 9
  受取利息及び受取配当金 △752 △1,118
  支払利息 2,225 2,141
  為替差損益（△は益） 78 175
  持分法による投資損益（△は益） 14 △0
  固定資産売却益 △243 △56
  固定資産売却損 2 5
  固定資産除却損 211 251
  投資有価証券売却損益（△は益） △525 △102
  投資有価証券評価損益（△は益） 56 28
  売上債権の増減額（△は増加） 4,941 △3,799
  たな卸資産の増減額（△は増加） 4,066 △1,912
  仕入債務の増減額（△は減少） △5,106 1,185
  その他 538 844

  小計 27,108 23,580

  利息及び配当金の受取額 742 1,120
  利息の支払額 △2,232 △2,166
  法人税等の支払額 △1,063 △985

  営業活動によるキャッシュ・フロー 24,555 21,548

投資活動によるキャッシュ・フロー     
  有価証券の償還による収入 0 0
  固定資産の取得による支出 △20,324 △15,219
  固定資産の売却による収入 381 92
  投資有価証券の取得による支出 △311 △131
  投資有価証券の売却による収入 1,421 316
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出 
△1,170 －

  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 △2,362 △432
  貸付金の回収による収入 234 182
  その他 379 143

  投資活動によるキャッシュ・フロー △21,525 △15,048
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（単位：百万円）

    前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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） 742 742
  長期借入れによる収入 15,154 3,448
  長期借入金の返済による支出 △8,225 △8,460
  社債の発行による収入 5,000 －
  自己株式の売却による収入 2 1
  社債の償還による支出 △10,000 △5,000
  自己株式の取得による支出 △17 △18
  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 △52 △33

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,765 △10,991

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,784 △4,522

現金及び現金同等物の期首残高 25,988 30,800
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等
物の増加額 

27 －

現金及び現金同等物の期末残高 30,800 26,277
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【訂正後】 
４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 
（単位：百万円）

          前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 31,072 26,419
    受取手形及び売掛金 38,095 42,340
    有価証券 0 0
    商品及び製品 8,311 7,622
    仕掛品 1,669 1,571
    原材料及び貯蔵品 9,095 10,676
    繰延税金資産 1,816 1,765
    短期貸付金 307 256
    その他 2,240 1,697
    貸倒引当金 △296 △275

    流動資産合計 92,312 92,076

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 149,886 152,184
        減価償却累計額 △96,088 △99,115

        建物及び構築物（純額） 53,797 53,069

      機械装置及び運搬具 364,578 372,610
        減価償却累計額 △305,604 △318,595

        機械装置及び運搬具（純額） 58,973 54,015

      土地 40,184 39,409
      建設仮勘定 5,746 5,039
      その他 31,639 31,977
        減価償却累計額 △16,434 △17,003

        その他（純額） 15,204 14,974

      有形固定資産合計 173,906 166,507

    無形固定資産     
      のれん 110 485
      その他 3,802 3,184

      無形固定資産合計 3,912 3,670

    投資その他の資産     
      投資有価証券 33,366 40,724
      長期貸付金 1,397 1,541
      繰延税金資産 923 979
      その他 6,404 5,702
      貸倒引当金 △515 △456

      投資その他の資産合計 41,575 48,491

    固定資産合計 219,395 218,669

  資産合計   311,707 310,746
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（単位：百万円）

      前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金 23,366 24,560
    短期借入金 33,559 34,278
    1年内返済予定の長期借入金 8,354 9,369
    1年内償還予定の社債 5,000 7,000
    未払法人税等 783 1,719
    繰延税金負債 12 －
    賞与引当金 2,130 2,050
    災害損失引当金 － 481
    その他 11,343 10,265

    流動負債合計 84,550 89,725

  固定負債     
    社債 22,000 15,000
    長期借入金 60,956 54,928
    繰延税金負債 8,245 11,166
    退職給付引当金 1,095 1,058
    役員退職慰労引当金 294 260
    資産除去債務 － 256
    その他 9,521 9,810

    固定負債合計 102,112 92,479

  負債合計 186,663 182,205

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 43,585 42,839
    自己株式 △1,941 △1,959

    株主資本合計 114,381 113,619

  その他の包括利益累計額     
    その他有価証券評価差額金 9,101 13,578
    為替換算調整勘定 △34 △46

    その他の包括利益累計額合計 9,067 13,532

  少数株主持分 1,595 1,390

  純資産合計 125,044 128,541

負債純資産合計 311,707 310,746

          
  



 18

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

    前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 194,624 201,644
売上原価 157,432 159,542

売上総利益 37,192 42,101

販売費及び一般管理費 34,415 35,362

営業利益 2,776 6,738

営業外収益     
  受取利息 84 83
  受取配当金 668 1,034
  持分法による投資利益 － 0
  受取賃貸料 163 172
  その他 581 468

  営業外収益合計 1,498 1,760

営業外費用     
  支払利息 2,225 2,141
  持分法による投資損失 14 －
  その他 1,249 1,095

  営業外費用合計 3,488 3,236

経常利益 785 5,262

特別利益     
  固定資産売却益 243 56
  投資有価証券売却益 525 102
  抱合せ株式消滅差益 24 －
  負ののれん発生益 － 126
  その他 9 11

  特別利益合計 804 295

特別損失     
  固定資産除却損 650 532
  固定資産売却損 2 5
  投資有価証券評価損 56 28
  減損損失 12 1,357
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 1,943 －
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 198
  災害による損失 － 786
  その他 6 7

  特別損失合計 2,670 2,916

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

△1,080 2,641

法人税、住民税及び事業税 899 1,890
法人税等調整額 △987 △209

法人税等合計 △87 1,681

少数株主損益調整前当期純利益 － 959

少数株主利益 9 39

当期純利益又は当期純損失（△） △1,002 920
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（連結包括利益計算書） 
（単位：百万円）

    前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 959
その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 － 4,478
  為替換算調整勘定 － △12
  持分法適用会社に対する持分相当額 － △1

  その他の包括利益合計 － 4,465

包括利益 － 5,424

（内訳）     
  親会社株主に係る包括利益 － 5,385
  少数株主に係る包括利益 － 39
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（３）連結株主資本等変動計算書 
（単位：百万円）

        前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本     
  資本金     
    前期末残高 41,654 41,654
    当期変動額     
      当期変動額合計 － －

    当期末残高 41,654 41,654

  資本剰余金     
    前期末残高 31,084 31,084
    当期変動額     
      自己株式の処分 0 △0

      当期変動額合計 0 △0

    当期末残高 31,084 31,084

  利益剰余金     
    前期末残高 45,426 43,585
    当期変動額     
      剰余金の配当 △839 △1,665
      当期純利益又は当期純損失（△） △1,002 920

      当期変動額合計 △1,841 △745

    当期末残高 43,585 42,839

  自己株式     
    前期末残高 △1,926 △1,941
    当期変動額     
      自己株式の取得 △17 △18
      自己株式の処分 2 1

      当期変動額合計 △15 △17

    当期末残高 △1,941 △1,959

  株主資本合計     
    前期末残高 116,238 114,381
    当期変動額     
      剰余金の配当 △839 △1,665
      当期純利益又は当期純損失（△） △1,002 920
      自己株式の取得 △17 △18
      自己株式の処分 2 1

      当期変動額合計 △1,856 △762

    当期末残高 114,381 113,619
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（単位：百万円）

        前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額     
  その他有価証券評価差額金     
    前期末残高 4,025 9,101
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
5,076 4,477

      当期変動額合計 5,076 4,477

    当期末残高 9,101 13,578

  為替換算調整勘定     
    前期末残高 △35 △34
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
1 △12

      当期変動額合計 1 △12

    当期末残高 △34 △46

  その他の包括利益累計額合計     
    前期末残高 3,989 9,067
    当期変動額     
      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
5,077 4,465

      当期変動額合計 5,077 4,465

    当期末残高 9,067 13,532

少数株主持分     
  前期末残高 1,454 1,595
  当期変動額     
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 140 △205

    当期変動額合計 140 △205

  当期末残高 1,595 1,390

純資産合計     
  前期末残高 121,682 125,044
  当期変動額     
    剰余金の配当 △839 △1,665
    当期純利益又は当期純損失（△） △1,002 920
    自己株式の取得 △17 △18
    自己株式の処分 2 1
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,218 4,260

    当期変動額合計 3,362 3,497

  当期末残高 125,044 128,541
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

    前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     
  税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当

期純損失（△） 
△1,080 2,641

  減価償却費 20,871 20,741
  減損損失 12 1,357
  賃貸先 生コン工場閉鎖損 1,352 －
  のれん償却額 169 217
  負ののれん発生益 － △126
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 40 △37
  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △45 △33
  災害損失引当金の増減額(△は減少) － 481
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 22 9
  受取利息及び受取配当金 △752 △1,118
  支払利息 2,225 2,141
  為替差損益（△は益） 78 175
  持分法による投資損益（△は益） 14 △0
  固定資産売却益 △243 △56
  固定資産売却損 2 5
  固定資産除却損 211 251
  投資有価証券売却損益（△は益） △525 △102
  投資有価証券評価損益（△は益） 56 28
  売上債権の増減額（△は増加） 5,406 △4,222
  たな卸資産の増減額（△は増加） 3,862 △801
  仕入債務の増減額（△は減少） △5,106 1,185
  その他 538 844

  小計 27,108 23,580

  利息及び配当金の受取額 742 1,120
  利息の支払額 △2,232 △2,166
  法人税等の支払額 △1,063 △985

  営業活動によるキャッシュ・フロー 24,555 21,548

投資活動によるキャッシュ・フロー     
  有価証券の償還による収入 0 0
  固定資産の取得による支出 △20,324 △15,219
  固定資産の売却による収入 381 92
  投資有価証券の取得による支出 △311 △131
  投資有価証券の売却による収入 1,421 316
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出 
△1,170 －

  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 △2,362 △432
  貸付金の回収による収入 234 182
  その他 379 143

  投資活動によるキャッシュ・フロー △21,525 △15,048
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（単位：百万円）

    前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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） 742 742
  長期借入れによる収入 15,154 3,448
  長期借入金の返済による支出 △8,225 △8,460
  社債の発行による収入 5,000 －
  自己株式の売却による収入 2 1
  社債の償還による支出 △10,000 △5,000
  自己株式の取得による支出 △17 △18
  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 △52 △33

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,765 △10,991

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,784 △4,522

現金及び現金同等物の期首残高 25,988 30,800
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等
物の増加額 

27 －

現金及び現金同等物の期末残高 30,800 26,277
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 (注記) ･･･添付資料19ページ目 

【訂正前】 

（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 

１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 4,228百万円 

少数株主に係る包括利益    9百万円 

計   4,238百万円 

 

２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金  5,074百万円 

為替換算調整勘定     1百万円 

持分法適用会社への持分相当額    1百万円 

計    5,078百万円 
 
 

【訂正後】 

（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 

１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 4,075百万円 

少数株主に係る包括利益    9百万円 

計   4,085百万円 

 

２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金  5,074百万円 

為替換算調整勘定     1百万円 

持分法適用会社への持分相当額    1百万円 

計    5,078百万円 
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 (セグメント情報)･･･添付資料21ページ目 

【訂正前】 
（セグメント情報等） 
ａ．事業の種類別セグメント情報 
前連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

  
セメント 
（百万円） 

鉱産品 
（百万円）

建材 
（百万円）

光電子・

新材料 
（百万円）

不動産・

その他 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 

全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益                 
売上高                 

(1）外部顧客に対する 

売上高 
155,184 7,543 13,666 12,544 6,149 195,089 － 195,089

(2）セグメント間の 

 内部売上高又は振

替高 
3,585 3,768 2,676 3 4,742 14,775 △14,775 －

計 158,769 11,312 16,342 12,547 10,892 209,864 △14,775 195,089

営業費用 155,972 11,791 16,087 13,392 9,545 206,788 △14,736 192,052

営業利益又は 

営業損失（△） 
2,797 △478 255 △844 1,346 3,076 △39 3,037

Ⅱ 資産、減価償却費、 

 減損損失及び資本的

支出 
                

資産 207,428 31,267 12,383 13,196 30,437 294,712 17,256 311,968

減価償却費 16,435 2,413 392 884 757 20,882 △10 20,871

減損損失 7 － － － － 7 5 12

資本的支出 15,027 3,638 220 249 161 19,297 － 19,297

 

【訂正後】 
（セグメント情報等） 
ａ．事業の種類別セグメント情報 
前連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

  
セメント 
（百万円） 

鉱産品 
（百万円）

建材 
（百万円）

光電子・

新材料 
（百万円）

不動産・

その他 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 

全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益                 
売上高                 

(1）外部顧客に対する 

売上高 
155,184 7,543 13,666 12,079 6,149 194,624 － 194,624

(2）セグメント間の 

 内部売上高又は振

替高 
3,585 3,768 2,676 3 4,742 14,775 △14,775 －

計 158,769 11,312 16,342 12,083 10,892 209,400 △14,775 194,624

営業費用 156,003 11,793 16,089 13,152 9,545 206,584 △14,736 191,848

営業利益又は 

営業損失（△） 
2,766 △481 253 △1,069 1,346 2,815 △39 2,776

Ⅱ 資産、減価償却費、 

 減損損失及び資本的

支出 
                

資産 207,428 31,267 12,383 12,935 30,437 294,451 17,256 311,707

減価償却費 16,435 2,413 392 884 757 20,882 △10 20,871

減損損失 7 － － － － 7 5 12

資本的支出 15,027 3,638 220 249 161 19,297 － 19,297
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【訂正前】 
ｄ．セグメント情報 
当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 
３．報告セグメントごとの売上高、利益（又は損失）、資産等に関する情報 

  報告セグメント 注 1 注 2 

  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 

158,128 11,031 14,680 3,897 7,873 5,610 201,220 － 201,220

(2)セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

3,242 3,952 2,084 18     －  
   

5,244 14,542 △14,542 －

計 161,371 14,983 16,764 3,915 7,873 10,855 215,763 △14,542 201,220

セグメント利益又は 
損失(△) 

5,393 354 260 269 515 667 7,460 △34 7,425

セグメント資産 206,392 31,885 11,794 4,322 10,885  29,235 294,515 17,181 311,696

その他の項目   
減価償却費 16,343 2,440 548 211 421 791 20,756 △14 20,741
のれんの償却額 239 34   △59   －   － 2 217 － 217
有形固定資産及び 
無形固定資産の 
増加額 

11,416 2,741 487 107 101 151 15,005 35 15,040

 
 
【訂正後】 
ｄ．セグメント情報 
当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 
３．報告セグメントごとの売上高、利益（又は損失）、資産等に関する情報 

  報告セグメント 注 1 注 2 

  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 

158,128 11,031 14,680 3,897 8,296 5,610 201,644 － 201,644

(2)セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

3,242 3,952 2,084 18     －  5,244 14,542 △14,542 －

計 161,371 14,983 16,764 3,915 8,296 10,855 216,187 △14,542 201,644

セグメント利益又は 
損失(△) 

5,419 357 261 270   △203 668 6,773 △34 6,738

セグメント資産 206,392 31,885 11,794 4,322 9,935  29,235 293,565 17,181 310,746

その他の項目   
減価償却費 16,343 2,440 548 211 421 791 20,756 △14 20,741
のれんの償却額 239 34   △59   －   － 2 217 － 217
有形固定資産及び 
無形固定資産の 
増加額 

11,416 2,741 487 107 101 151 15,005 35 15,040
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【訂正前】 
(追加情報)  

当連結会計年度より、「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）を適用している。 
なお、前連結会計年度における、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

次の通りである。 
  

前連結会計年度（自  平成 21 年４月１日  至  平成 22 年３月 31 日） 

  報告セグメント 注 1 注 2 

  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 

155,184 7,543 13,666 3,493 8,982 6,218 195,089 － 195,089

(2)セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

3,585 3,768 2,676 3     － 4,742 14,775 △14,775     －

計 158,769 11,312 16,342 3,496 8,982 10,960 209,864 △14,775 195,089

セグメント利益又は 
損失(△) 

2,797 △478 255 △198 △279 980 3,076 △39 3,037

セグメント資産 207,428 31,267 12,383 3,474 9,449  30,709 294,712 17,255 311,968

その他の項目 
減価償却費 
のれんの償却額 
有形固定資産及び 
無形固定資産の 
増加額 

16,435
213

15,027

2,413
8

3,638

392
△29
220

270
－
119

507
－
83

862
△22
208

20,882
169

19,297

 
△10 
－ 
－ 

20,871
169

19,297

 
【訂正後】 

(追加情報)  
当連結会計年度より、「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）を適用している。 
なお、前連結会計年度における、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

次の通りである。 
  

前連結会計年度（自  平成 21 年４月１日  至  平成 22 年３月 31 日） 

  報告セグメント 注 1 注 2 

  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 

155,184 7,543 13,666 3,493 8,517 6,218 194,624 － 194,624

(2)セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

3,585 3,768 2,676 3     － 4,742 14,775 △14,775     －

計 158,769 11,312 16,342 3,496 8,517 10,960 209,400 △14,775 194,624

セグメント利益又は 
損失(△) 

2,766 △481 253 △199 △503 979 2,815 △39 2,776

セグメント資産 207,428 31,267 12,383 3,474 9,188  30,709 294,452 17,255 311,707

その他の項目 
減価償却費 
のれんの償却額 
有形固定資産及び 
無形固定資産の 
増加額 

16,435
213

15,027

2,413
8

3,638

392
△29
220

270
－
119

507
－
83

862
△22
208

20,882
169

19,297

 
△10 
－ 
－ 

20,871
169

19,297
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 (1株当たり情報)･･･添付資料25ページ目 

【訂正前】 

（１株当たり情報） 

項目 

前連結会計年度 

自 平成 21 年４月１日 

至 平成 22 年３月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 22 年４月１日 

至 平成 23 年３月 31 日 

１株当たり純資産額（円） 296.78 306.74 

１株当たり当期純利益又は 

当期純損失（△）（円） 
△2.04 3.22 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、１株当た

り当期純損失であり、また、潜

在株式が存在しないため記載

していない。 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式

が存在しないため記載してい

ない。 

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りである。 

  

前連結会計年度 

自 平成 21 年４月１日 

至 平成 22 年３月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 22 年４月１日 

至 平成 23 年３月 31 日 

当期純利益又は 

当期純損失（△）（百万円） 
△849 1,339 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失（△）（百万円） 
△849 1,339 

期中平均株式数（株） 416,521,141 416,442,708 

 

【訂正後】 

（１株当たり情報） 

項目 

前連結会計年度 

自 平成 21 年４月１日 

至 平成 22 年３月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 22 年４月１日 

至 平成 23 年３月 31 日 

１株当たり純資産額（円） 296.41 305.37 

１株当たり当期純利益又は 

当期純損失（△）（円） 
△2.41 2.21 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、１株当た

り当期純損失であり、また、潜

在株式が存在しないため記載

していない。 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式

が存在しないため記載してい

ない。 

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りである。 

  

前連結会計年度 

自 平成 21 年４月１日 

至 平成 22 年３月 31 日 

当連結会計年度 

自 平成 22 年４月１日 

至 平成 23 年３月 31 日 

当期純利益又は 

当期純損失（△）（百万円） 
△1,002 920 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失（△）（百万円） 
△1,002 920 

期中平均株式数（株） 416,521,141 416,442,708 
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(補足情報)･･･添付資料27ページ目 

【訂正前】 

６．補足情報 

(1)連結セグメント損益(期間比較) 

  前連結会計年度 当連結会計年度  前年同期比  増減率(％) 

 セメント事業 155,184 158,128 2,943 1.9

 鉱産品事業 7,543 11,031 3,487 46.2

 建材事業 13,666 14,680 1,013 7.4

 光電子事業 3,493 3,897 403 11.5

 新材料事業 8,982 7,873 △1,108 △12.3

 

 その他事業 6,218 5,610 △607 △9.8

外部顧客に対する売上高 195,089 201,220 6,131 3.1

セメント事業 2,797 5,393 2,595 92.8

鉱産品事業 △478 354 833 －

建材事業 255 260 5 2.1

光電子事業 △198 269 467 －

新材料事業 △279 515 794 －

その他事業 980 667 △312 △31.9

 
 
 
 
 
 
 
調整額 △39 △34 4 －

営業利益  3,037 7,425 4,388 144.5

営業外収益 1,498 1,760 261 17.5 
 営業外費用 3,488 3,236 △251 △7.2

営業外損益 △1,990 △1,476 513 －

経常利益 1,046 5,949 4,902 468.3

特別利益 804 295 △508 △63.2 
 特別損失 2,670 2,916 246 9.2

特別損益 △1,866 △1,866 △754 －

当期純利益 △849 1,339 2,188 －
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(2)個別財務諸表  
（個別貸借対照表）                                       
(百万円) 

 科目 
前事業年度 

(平成 22 年３月 31 日)
当事業年度 

(平成 23 年 3 月 31 日) 
比較 

(資産の部) 271,561 270,030 △1,530
 流動資産 70,137 68,242 △1,894
  現金及び預金 25,137 20,924 △4,212
  受取手形及び売掛金 22,889 24,248 1,358
  棚卸資産 13,864 15,755 1,891
  その他流動資産 8,245 7,314 △930
 固定資産 201,424 201,787 363
  有形・無形固定資産 149,489 143,543 △5,945
  投資有価証券 30,497 37,850 7,353
  その他固定資産 21,438 20,394 △1,043

資産合計 271,561 270,030 △1,530

(負債の部) 160,682 155,194 △5,487
 流動負債 66,129 70,155 4,025
  支払手形及び買掛金 15,239 14,796 △442
  社債・短期借入金 40,490 43,941 3,451
  その他流動負債 10,399 11,416 1,017
 固定負債 94,552 85,039 △9,513
  社債・長期借入金 78,375 65,370 △13,005
  繰延税金負債 7,796 10,966 3,170
  その他固定負債 8,380 8,702 321

(純資産の部) 110,879 114,836 3,956
  資本金  41,654 41,654               －
  資本剰余金 31,040 31,039 △0
  利益剰余金 30,977 30,471 △505
  自己株式 △1,941 △1,959 △17
  評価・換算差額等 9,149 13,629 4,480

負債、純資産合計 271,561 270,030 △1,530
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（個別損益計算）                                       (百万円) 

 科目 

 前事業年度 
(自 平成 21 年４月 1日
 至 平成 22 年３月 31

日) 

当事業年度 
(自 平成 22年４月 1日
 至 平成 23 年３月 31

日)  

比較 

 売上高 131,086 132,605 1,519
  売上原価 102,839 101,154 △1,685
  販売費及び一般管理費 25,952 25,651 △301

 営業利益 2,294 5,800 3,505

  営業外収益 1,121 1,477 355
   受取利息及び配当金 868 1,233 364
   その他営業外収益 252 244 △8
  営業外費用 3,008 2,822 △185
   支払利息 1,994 1,941 △52
   その他営業外費用 1,013 880 △132

 経常利益 407 4,455 4,047

  特別利益 473 135 △337
   固定資産売却益 54 34 △20
   投資有価証券売却益 394 101 △292
   その他特別利益 24 － △24
  特別損失 2,694 2,277 △416
   固定資産除売却損 682 495 △186
   投資有価証券評価損 56 28 △28
   減損損失 12 1,085 1,072
   資産除去債務会計基準の 
   適用に伴う影響額 

－ 185 185

   災害による損失 － 483 483
   賃貸先 生コン工場閉鎖損 1,943 － △1,943

 税引前当期純利益又は純損失（△） △1,813 2,313 4,127
  法人税・住民税及び事業税 104 1,074 969
  法人税等調整額 △979 79 1,058

 当期純利益又は純損失（△） △938 1,160 2,099
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（個別株主資本等変動計算書） (平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)        (百万円) 

  株主資本 

  資本剰余金 利益剰余金 

  その他利益剰余金  

  

資本金 資本 
準備金

その他
資本 
剰余金

資本 
剰余金
合計 

固定資産
圧縮 
積立金

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金
合計 

 前期末残高 41,654 10,413 20,626 31,040 2,721 25,097 3,158 30,977

 当期変動額                 

  剰余金の配当    －    －   －  －  －  － △1,665 △1,665

  固定資産圧縮積立金
  の取崩 

－    －   －   － △141    － 141    －

  当期純利益    －   －  －   －   －  － 1,160 1,160

  自己株式の取得   －   －     －   －   －       －     －  －

  自己株式の処分  －    － △0 △0  －    －   －   －

  株主資本以外の項目
  の当期変動額(純額)

                                        

 当期変動額合計 －     － △0 △0 △141 － △364 △505

 当期末残高 41,654 10,413 20,626 31,039 2,580 25,097 2,794 30,471

 
 

  株主資本  評価・換算差額等

  

  

  
  

自己株式 
株主資本
合計 

 その他 
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

純資産 
合計 

 前期末残高 △1,941 101,729 9,149 9,149 110,879

 当期変動額                     

  剰余金の配当    －  △1,665     －    －  △1,665 

  固定資産圧縮積立金 
  の取崩 

   －    －     －     －     －

  当期純利益       －   1,160   －  －   1,160 

  自己株式の取得   △18   △18     －    －   △18 

  自己株式の処分  1    1       －     －  1 

  株主資本以外の項目 
  の当期変動額(純額)  

        4,480 4,480 4,480

 当期変動額合計 △17     △523 4,480 4,480 3,956

 当期末残高 △1,959 101,206 13,629 13,629 114,836
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【訂正後】 

６．補足情報 

(1)連結セグメント損益(期間比較) 

  前連結会計年度 当連結会計年度  前年同期比  増減率(％) 

 セメント事業 155,184 158,128 2,943 1.9

 鉱産品事業 7,543 11,031 3,487 46.2

 建材事業 13,666 14,680 1,013 7.4

 光電子事業 3,493 3,897 403 11.5

 新材料事業 8,517 8,296 △220 △2.6

 

 その他事業 6,218 5,610 △607 △9.8

外部顧客に対する売上高 194,624 201,644 7,020 3.6

セメント事業 2,766 5,419 2,652 95.9

鉱産品事業 △481 357 838 －

建材事業 253 261 8 3.3

光電子事業 △199 270 469 －

新材料事業 △503 △203 300 －

その他事業 979 668 △310 △31.7

 
 
 
 
 
 
 
調整額 △39 △34 4 －

営業利益  2,776 6,738 3,962 142.7

営業外収益 1,498 1,760 261 17.5 
 営業外費用 3,488 3,236 △251 △7.2

営業外損益 △1,990 △1,476 513 －

経常利益 785 5,262 4,476 569.5

特別利益 804 295 △508 △63.2 
 特別損失 2,670 2,916 246 9.2

特別損益 △1,866 △2,620 △754 －

当期純利益 △1,002 920 1,922 －
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(2)個別財務諸表  
（個別貸借対照表）                                       
(百万円) 

 科目 
前事業年度 

(平成 22 年３月 31 日)
当事業年度 

(平成 23 年 3 月 31 日) 
比較 

(資産の部) 271,300 269,080 △2,220
 流動資産 69,876 67,292 △2,583
  現金及び預金 25,137 20,924 △4,212
  受取手形及び売掛金 22,425 24,206 1,781
  棚卸資産 14,068 14,849 780
  その他流動資産 8,245 7,314 △930
 固定資産 201,424 201,787 363
  有形・無形固定資産 149,489 143,543 △5,945
  投資有価証券 30,497 37,850 7,353
  その他固定資産 21,438 20,394 △1,043

資産合計 271,300 269,080 △2,220

(負債の部) 160,574 154,815 △5,758
 流動負債 66,129 70,154 4,025
  支払手形及び買掛金 15,239 14,796 △442
  社債・短期借入金 40,490 43,941 3,451
  その他流動負債 10,399 11,416 1,017
 固定負債 94,444 84,661 △9,783
  社債・長期借入金 78,375 65,370 △13,005
  繰延税金負債 7,688 10,588 2,900
  その他固定負債 8,380 8,702 321

(純資産の部) 110,726 114,264 3,538
  資本金  41,654 41,654               －
  資本剰余金 31,040 31,039 △0
  利益剰余金 30,824 29,899 △924
  自己株式 △1,941 △1,959 △17
  評価・換算差額等 9,149 13,629 4,480

負債、純資産合計 271,300 269,080 △2,220
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（個別損益計算）                                       (百万円) 

 科目 

 前事業年度 
(自 平成 21 年４月 1日
 至 平成 22 年３月 31

日) 

当事業年度 
(自 平成 22年４月 1日
 至 平成 23 年３月 31

日)  

比較 

 売上高 130,621 133,029 2,407
  売上原価 102,594 102,233 △360
  販売費及び一般管理費 25,993 25,682 △311

 営業利益 2,033 5,113 3,079

  営業外収益 1,121 1,477 355
   受取利息及び配当金 868 1,233 364
   その他営業外収益 252 244 △8
  営業外費用 3,008 2,822 △185
   支払利息 1,994 1,941 △52
   その他営業外費用 1,013 880 △132

 経常利益 146 3,768 3,621

  特別利益 473 135 △337
   固定資産売却益 54 34 △20
   投資有価証券売却益 394 101 △292
   その他特別利益 24 － △24
  特別損失 2,694 2,277 △416
   固定資産除売却損 682 495 △186
   投資有価証券評価損 56 28 △28
   減損損失 12 1,085 1,072
   資産除去債務会計基準の 
   適用に伴う影響額 

－ 185 185

   災害による損失 － 483 483
   賃貸先 生コン工場閉鎖損 1,943 － △1,943

 税引前当期純利益又は純損失（△） △2,074 1,626 3,701
  法人税・住民税及び事業税 104 1,074 969
  法人税等調整額 △1,087 △188 898

 当期純利益又は純損失（△） △1,091 741 1,833
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（個別株主資本等変動計算書） (平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)        (百万円) 

  株主資本 

  資本剰余金 利益剰余金 

  その他利益剰余金  

  

資本金 資本 
準備金

その他
資本 
剰余金

資本 
剰余金
合計 

固定資産
圧縮 
積立金

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金
合計 

 前期末残高 41,654 10,413 20,626 31,040 2,721 25,097 3,005 30,824

 当期変動額                 

  剰余金の配当    －    －   －  －  －  － △1,665 △1,665

  固定資産圧縮積立金
  の取崩 

－    －   －   － △141    － 141    －

  当期純利益    －   －  －   －   －  － 741 741

  自己株式の取得   －   －     －   －   －       －     －  －

  自己株式の処分  －    － △0 △0  －    －   －   －

  株主資本以外の項目
  の当期変動額(純額)

                                        

 当期変動額合計 －     － △0 △0 △141 － △783 △924

 当期末残高 41,654 10,413 20,626 31,039 2,580 25,097 2,222 29,899

 
 

  株主資本  評価・換算差額等

  

  

  
  

自己株式 
株主資本
合計 

 その他 
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

純資産 
合計 

 前期末残高 △1,941 101,576 9,149 9,149 110,726

 当期変動額                     

  剰余金の配当    －  △1,665     －    －  △1,665 

  固定資産圧縮積立金 
  の取崩 

   －    －     －     －     －

  当期純利益       －   741   －  －  741

  自己株式の取得   △18   △18     －    －   △18 

  自己株式の処分  1    1       －     －  1 

  株主資本以外の項目 
  の当期変動額(純額)  

        4,480 4,480 4,480

 当期変動額合計 △17     △941 4,480 4,480 3,503

 当期末残高 △1,959 100,634 13,629 13,629 114,264
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