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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 24 年 3 月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 
の一部訂正について 

 
 
平成 23 年 8 月 4 日に発表しました「平成 24 年 3 月期 第１四半期決算短信〔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 24 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 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 四半期純利益 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

24 年 3 月期第 1 四半期 49,039 7.0 989 70.8 1,342 443.6 409 ── 

23 年 3 月期第 1 四半期 45,837 △4.6 579 400.0 246 ── △1,127 ── 

(注)包括利益 24年3月期第1四半期 △642百万円( ─ %)  22年3月期第1四半期 △1,423百万円( ─ %) 
 

 
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 

24 年 3 月期第 1 四半期 0.98 ── 

23 年 3 月期第 1 四半期 △2.71 ── 
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(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 ％

24年 3月期第1四半期 299,072 126,834 42.0

23 年 3 月期 311,696 129,113 41.0

(参考)自己資本   24 年 3 月期第 1 四半期 125,494 百万円   23 年 3 月期 127,723 百万円 

 
【訂正後】 

1. 平成 24 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 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 四半期純利益 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

24 年 3 月期第 1 四半期 48,936 5.8 461 △19.5 813 238.7 38 ── 

23 年 3 月期第 1 四半期 46,260 △3.6 573 365.7 240 ── △1,132 ── 

(注)包括利益 24年3月期第1四半期 △1,013百万円( ─ %) 23年3月期第1四半期 △1,428百万円( ─ %) 
 

 
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 

24 年 3 月期第 1 四半期 0.01 ── 

23 年 3 月期第 1 四半期 △2.72 ── 

(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 ％

24年 3月期第1四半期 297,690 125,891 41.8

23 年 3 月期 310,746 128,541 40.9

(参考)自己資本   24 年 3 月期第 1 四半期 124,551 百万円   23 年 3 月期 127,151 百万円 
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(定性的情報・財務諸表等)･･･添付資料2ページ目 

【訂正前】 

１．当四半期の連結業績等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（平成23年 4～6月）におけるわが国経済は、3月に発生した東日本大震災の

影響により、生産や輸出が大幅に落ち込むなど、厳しい状況が続いてきました。サプライチェ

ーンの立て直しに伴い、一部に持ち直しの動きはみられるものの、原子力発電所の事故に伴う

電力供給の制約に加え、原油価格の上昇や急激な為替相場の変動等もあり、予断を許さない状

況にあります。 

セメント業界におきましては、東日本大震災による東北地方を中心とした需要の減少に加え、

国の公共事業費削減の影響により官公需が減少したものの、首都圏における再開発事業や東

海・近畿における民間建築増、更には前年落ち込みの反動もあり民需が増加したことから、セ

メント国内需要は前年同期を0.8％上回る9,671千 tとなりました。輸出は、需要堅調な豪州、

中南米向けで増加したものの、アフリカ、フィリピン、シンガポール向けで大幅に減少したこ

とから、前年同期を7.2％下回りました。 

この結果、輸出分を含めた国内セメントメーカー総販売数量は、前年同期を1.3％下回る

12,031千 tとなりました。 

このような情勢の中で、当社グループは、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、当第1四半期連結累計期間の売上高は、49,039百万円と前年同期に比べ3,202

百万円の増収、経常利益は1,342百万円と前年同期に比べ1,095百万円の増益となりました。

また、四半期純利益につきましては、409百万円と前年同期に比べ1,536百万円の増益となり

ました。 

 

【訂正後】 

１．当四半期の連結業績等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（平成23年 4～6月）におけるわが国経済は、3月に発生した東日本大震災の

影響により、生産や輸出が大幅に落ち込むなど、厳しい状況が続いてきました。サプライチェ

ーンの立て直しに伴い、一部に持ち直しの動きはみられるものの、原子力発電所の事故に伴う

電力供給の制約に加え、原油価格の上昇や急激な為替相場の変動等もあり、予断を許さない状

況にあります。 

セメント業界におきましては、東日本大震災による東北地方を中心とした需要の減少に加え、

国の公共事業費削減の影響により官公需が減少したものの、首都圏における再開発事業や東

海・近畿における民間建築増、更には前年落ち込みの反動もあり民需が増加したことから、セ

メント国内需要は前年同期を0.8％上回る9,671千 tとなりました。輸出は、需要堅調な豪州、

中南米向けで増加したものの、アフリカ、フィリピン、シンガポール向けで大幅に減少したこ

とから、前年同期を7.2％下回りました。 

この結果、輸出分を含めた国内セメントメーカー総販売数量は、前年同期を1.3％下回る

12,031千 tとなりました。 

このような情勢の中で、当社グループは、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、当第1四半期連結累計期間の売上高は、48,936百万円と前年同期に比べ2,675

百万円の増収、経常利益は813百万円と前年同期に比べ573百万円の増益となりました。また、

四半期純利益につきましては、38百万円と前年同期に比べ1,170百万円の増益となりました。 
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【訂正前】 

（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、299,072百万円と前連結会計年度末と比較して

12,624百万円減少しました。資産の部における増減の主なものは、現金及び預金の減少8,409

百万円、投資有価証券の減少1,764百万円、機械装置及び運搬具の減少1,326百万円です。ま

た、負債の部における増減の主なものは、社債の減少7,000百万円、未払法人税等1,452百万

円です。 

一方、当第１四半期連結会計期間末の純資産は、126,834百万円と前連結会計年度末と比較

して2,278百万円減少しました。増減の主なものは、利益剰余金の減少1,211百万円、その他

有価証券評価差額金の減少1,020百万円です。 

 

【訂正後】 

（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、297,690百万円と前連結会計年度末と比較して

13,055百万円減少しました。資産の部における増減の主なものは、現金及び預金の減少8,409

百万円、投資有価証券の減少1,764百万円、機械装置及び運搬具の減少1,326百万円です。ま

た、負債の部における増減の主なものは、社債の減少7,000百万円、未払法人税等の減少1,496

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、125,891百万円と前連結会計年度末と比較

して2,650百万円減少しました。増減の主なものは、利益剰余金の減少1,582百万円、その他

有価証券評価差額金の減少1,020百万円です。 
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(連結財務諸表)･･･添付資料3ページ目 

【訂正前】 
１【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）

          
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 26,419 18,009
    受取手形及び売掛金 42,381 40,956
    有価証券 0 0
    商品及び製品 8,243 8,528
    仕掛品 1,571 2,262
    原材料及び貯蔵品 10,962 10,571
    繰延税金資産 1,767 1,419
    短期貸付金 256 251
    その他 1,697 1,651
    貸倒引当金 △275 △270

    流動資産合計 93,027 83,379

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 152,184 152,350
        減価償却累計額 △99,115 △99,774

        建物及び構築物（純額） 53,069 52,576

      機械装置及び運搬具 372,610 374,258
        減価償却累計額 △318,595 △321,568

        機械装置及び運搬具（純額） 54,015 52,689

      土地 39,409 39,533
      建設仮勘定 5,039 5,220
      その他 31,977 31,871
        減価償却累計額 △17,003 △16,929

        その他（純額） 14,974 14,942

      有形固定資産合計 166,507 164,961

    無形固定資産     
      のれん 485 753
      その他 3,184 3,069

      無形固定資産合計 3,670 3,823

    投資その他の資産     
      投資有価証券 40,724 38,960
      長期貸付金 1,541 1,477
      繰延税金資産 979 918
      その他 5,702 5,998
      貸倒引当金 △456 △448

      投資その他の資産合計 48,491 46,906

    固定資産合計 218,669 215,692

  資産合計 311,696 299,072
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（単位：百万円）

      
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金 24,560 24,014
    短期借入金 34,278 34,235
    1年内返済予定の長期借入金 9,369 17,476
    1年内償還予定の社債 7,000 －
    未払法人税等 1,719 267
    賞与引当金 2,050 1,247
    災害損失引当金 481 293
    その他 10,265 11,318

    流動負債合計 89,725 88,852

  固定負債     
    社債 15,000 15,000
    長期借入金 54,928 46,111
    繰延税金負債 11,544 10,706
    退職給付引当金 1,058 1,158
    役員退職慰労引当金 260 208
    資産除去債務 256 303
    その他 9,810 9,894

    固定負債合計 92,857 83,384

  負債合計 182,583 172,237

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 43,411 42,200
    自己株式 △1,959 △1,961

    株主資本合計 114,190 112,977

  その他の包括利益累計額     
    その他有価証券評価差額金 13,578 12,558
    為替換算調整勘定 △46 △41

    その他の包括利益累計額合計 13,532 12,517

  少数株主持分 1,390 1,340

  純資産合計 129,113 126,834

負債純資産合計 311,696 299,072
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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 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 45,837 49,039
売上原価 36,556 39,261

売上総利益 9,280 9,778

販売費及び一般管理費 8,701 8,788

営業利益 579 989

営業外収益     
  受取利息 19 21
  受取配当金 277 863
  持分法による投資利益 42 －
  その他 197 228

  営業外収益合計 536 1,113

営業外費用     
  支払利息 543 499
  持分法による投資損失 － 28
  その他 325 232

  営業外費用合計 868 760

経常利益 246 1,342

特別利益     
  固定資産売却益 2 3
  投資有価証券売却益 71 －
  貸倒引当金戻入額 39 －
  受取補償金 － 313
  その他 11 3

  特別利益合計 124 320

特別損失     
  固定資産除却損 20 318
  固定資産売却損 5 3
  投資有価証券評価損 29 6
  減損損失 1,074 270
  災害による損失 － 108
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 198 －
  その他 － 10

  特別損失合計 1,328 718

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（△） 

△956 944

法人税、住民税及び事業税 231 237
法人税等調整額 △149 333

法人税等合計 81 571

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△1,038 373

少数株主利益又は少数株主損失（△） 88 △36

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,127 409
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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 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△1,038 373

その他の包括利益     
  その他有価証券評価差額金 △385 △1,020
  為替換算調整勘定 1 5
  持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △0

  その他の包括利益合計 △385 △1,015

四半期包括利益 △1,423 △642

（内訳）     
  親会社株主に係る四半期包括利益 △1,512 △605
  少数株主に係る四半期包括利益 89 △36
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【訂正後】 
１【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）

          
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

資産の部     
  流動資産     
    現金及び預金 26,419 18,009
    受取手形及び売掛金 42,340 40,804
    有価証券 0 0
    商品及び製品 7,622 7,572
    仕掛品 1,571 2,262
    原材料及び貯蔵品 10,676 10,191
    繰延税金資産 1,765 1,429
    短期貸付金 256 251
    その他 1,697 1,746
    貸倒引当金 △275 △270

    流動資産合計 92,076 81,998

  固定資産     
    有形固定資産     
      建物及び構築物 152,184 152,350
        減価償却累計額 △99,115 △99,774

        建物及び構築物（純額） 53,069 52,576

      機械装置及び運搬具 372,610 374,258
        減価償却累計額 △318,595 △321,568

        機械装置及び運搬具（純額） 54,015 52,689

      土地 39,409 39,533
      建設仮勘定 5,039 5,220
      その他 31,977 31,871
        減価償却累計額 △17,003 △16,929

        その他（純額） 14,974 14,942

      有形固定資産合計 166,507 164,961

    無形固定資産     
      のれん 485 753
      その他 3,184 3,069

      無形固定資産合計 3,670 3,823

    投資その他の資産     
      投資有価証券 40,724 38,960
      長期貸付金 1,541 1,477
      繰延税金資産 979 918
      その他 5,702 5,998
      貸倒引当金 △456 △448

      投資その他の資産合計 48,491 46,906

    固定資産合計 218,669 215,692

  資産合計 310,746 297,690
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（単位：百万円）

      
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

負債の部     
  流動負債     
    支払手形及び買掛金 24,560 24,014
    短期借入金 34,278 34,235
    1年内返済予定の長期借入金 9,369 17,476
    1年内償還予定の社債 7,000 －
    未払法人税等 1,719 223
    賞与引当金 2,050 1,247
    災害損失引当金 481 293
    その他 10,265 11,311

    流動負債合計 89,725 88,801

  固定負債     
    社債 15,000 15,000
    長期借入金 54,928 46,111
    繰延税金負債 11,166 10,319
    退職給付引当金 1,058 1,158
    役員退職慰労引当金 260 208
    資産除去債務 256 303
    その他 9,810 9,894

    固定負債合計 92,479 82,997

  負債合計 182,205 171,799

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 42,839 41,257
    自己株式 △1,959 △1,961

    株主資本合計 113,619 112,034

  その他の包括利益累計額     
    その他有価証券評価差額金 13,578 12,558
    為替換算調整勘定 △46 △41

    その他の包括利益累計額合計 13,532 12,517

  少数株主持分 1,390 1,340

  純資産合計 128,541 125,891

負債純資産合計 310,746 297,690
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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 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 46,260 48,936
売上原価 36,983 39,680

売上総利益 9,276 9,255

販売費及び一般管理費 8,703 8,794

営業利益 573 461

営業外収益     
  受取利息 19 21
  受取配当金 277 863
  持分法による投資利益 42 －
  その他 197 228

  営業外収益合計 536 1,113

営業外費用     
  支払利息 543 499
  持分法による投資損失 － 28
  その他 325 232

  営業外費用合計 868 760

経常利益 240 813

特別利益     
  固定資産売却益 2 3
  投資有価証券売却益 71 －
  貸倒引当金戻入額 39 －
  受取補償金 － 313
  その他 11 3

  特別利益合計 124 320

特別損失     
  固定資産除却損 20 318
  固定資産売却損 5 3
  投資有価証券評価損 29 6
  減損損失 1,074 270
  災害による損失 － 108
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 198 －
  その他 － 10

  特別損失合計 1,328 718

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（△） 

△963 416

法人税、住民税及び事業税 231 101
法人税等調整額 △151 312

法人税等合計 79 414

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△1,043 1

少数株主利益又は少数株主損失（△） 88 △36

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,132 38
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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 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△1,043 1

その他の包括利益     
  その他有価証券評価差額金 △385 △1,020
  為替換算調整勘定 1 5
  持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △0

  その他の包括利益合計 △385 △1,015

四半期包括利益 △1,428 △1,013

（内訳）     
  親会社株主に係る四半期包括利益 △1,517 △976
  少数株主に係る四半期包括利益 89 △36
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 (セグメント情報)･･･添付資料7ページ目 
【訂正前】 

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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）  
  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 
  

  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

セグメント利益又は 
セグメント損失(△) 

157 76 △26 30 26 320 584 △5 579

   
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成 23 年４月１日 至平成 23 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 
  

  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 

38,714 2,703 2,748 853 2,870 1,148 49,039 － 49,039

(2)セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

643 943 345 4 － 1,098 3,035 △3,035 －

計 39,358 3,646 3,093 857 2,870 2,247 52,074 △3,035 49,039

セグメント利益又は 
セグメント損失(△) 

544 66 △124 47 219 206 959 30 989
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【訂正後】 
（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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）  
  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 
  

  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 1,715 1,347 46,260 － 46,260

(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 1,715 2,596 49,846 △3,585 46,260 

セグメント利益又は 
セグメント損失(△) 

184 79 △25 31 △13 321 578 △5 573

   
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成 23 年４月１日 至平成 23 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 
  

  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 

38,714 2,703 2,748 853 2,766 1,148 48,936 － 48,936

(2)セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

643 943 345 4 － 1,098 3,035 △3,035 －

計 39,358 3,646 3,093 857 2,766 2,247 51,971 △3,035 48,936

セグメント利益又は 
セグメント損失(△) 

540 65 △124 47 △304 206 430 30 461
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(補足情報)･･･添付資料8ページ目 
【訂正前】 

４．補足情報 
（１）連結セグメント損益(期間比較)   

                                     (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

前年同期比 
増減額 

前年同期比 
増減率(％) 

 セメント事業 36,865 38,714 1,849 5.0
 
 鉱産品事業 2,709 2,703 △6 △0.2

 建材事業 2,773 2,748 △24 △0.9

 光電子事業 848 853 5 0.6

 新材料事業 1,292 2,870 1,578 122.1
 

 その他事業 1,347 1,148 △198 △14.8

外部顧客に対する売上高 45,837 49,039 3,202 7.0

セメント事業 157 544 387 246.6

鉱産品事業 76 66 △10 △13.49

建材事業 △26 △124 △98 －

光電子事業 30 47 17 56.11

新材料事業 26 219 193 734.74

その他事業 320 206 △114 △35.6

 
 
 
 
 
 
 
調整額 △5 30 35 －

営業利益  579 989 410 70.8

営業外収益 536 1,113 577 107.7 
 営業外費用 868 760 △107 △12.4

営業外損益 △332 352 685 －

経常利益 246 1,342 1,095 443.6

特別利益 124 320 195 156.5 
 特別損失 1,328 718 △610 △46.0

特別損益 △1,203 △397 806 －

四半期純利益又は 
四半期純損失(△) 

△1,127 409 1,536 －
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【訂正後】 
４．補足情報 
（１）連結セグメント損益(期間比較)  
                                         (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

前年同期比 
増減額 

前年同期比 
増減率(％) 

 セメント事業 36,865 38,714 1,849 5.0
 
 鉱産品事業 2,709 2,703 △6 △0.2

 建材事業 2,773 2,748 △24 △0.9

 光電子事業 848 853 5 0.6

 新材料事業 1,715 2,766 1,051 61.3
 

 その他事業 1,347 1,148 △198 △14.8

外部顧客に対する売上高 46,260 48,936 2,675 5.8

セメント事業 184 540 356 193.7

鉱産品事業 79 65 △13 △16.9

建材事業 △25 △124 △99 －

光電子事業 31 47 16 51.3

新材料事業 △13 △304 △290 －

その他事業 321 206 △115 △35.9

 
 
 
 
 
 
 
調整額 △5 30 35 －

営業利益  573 461 △111 △19.5

営業外収益 536 1,113 577 107.7 
 営業外費用 868 760 △107 △12.4

営業外損益 △332 352 685 －

経常利益 240 813 573 238.7

特別利益 124 320 195 156.5 
 特別損失 1,328 718 △610 △46.0

特別損益 △1,203 △397 806 －

四半期純利益又は 
四半期純損失(△) 

△1,132 38 1,170 －
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