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（百万円未満切捨て）

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）
　(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

％ ％
23年３月期第1四半期
22年３月期第1四半期

  

23年３月期第1四半期
22年３月期第1四半期

　(2) 連結財政状態

百万円 百万円
23年３月期第1四半期

22年３月期
(参考） 自己資本　　　23年３月期第1四半期　344,256百万円　22年３月期  341,067百万円

２．配当の状況

22年３月期
23年３月期
23年３月期

（予想）

（注）当四半期における配当予想の修正有無：　 有 ・ 無

　現時点では平成23年３月期の期末の配当予想額は未定であります。

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）
（％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）

　

％ 百万円 ％
第２四半期（累計）

通 　　期

（注）当四半期における業績予想の修正有無：　 有 ・ 無

　今回、第２四半期（累計）の業績予想を修正しました。
　なお、通期の連結業績予想につきましては、見直しを行っておりません。
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４．その他（詳細は、【添付資料】P.５　「その他情報」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： 有  ・ 無
　　新規　　　－社　（社名）　－　　　　除外　　　－社　（社名）　－
　　（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  ・ 無
　　（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。

  (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  ・ 無
　　②　①以外の変更：　　　　　　 有  ・ 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、表示方法等の有無となります。

　(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） 23年３月期１Q  22年３月期
　　②　期末自己株式数　 23年３月期１Q 　 22年３月期
　　③　期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Q 22年３月期１Q

※　四半期レビュー手続の実施状況に関する説明
      この四半期決算短信は、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、

　四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は実施中です。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
    １．平成22年５月12日に公表いたしました連結業績予想のうち、当第２四半期累計期間について本資料において修正しております。

　　２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、

  実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、４ページ【１．当四半期の連結業績等に

　関する定性的情報】の「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

2,759,589株
1,268,336,234株1,312,118,760株

2,787,125株
1,314,895,351株 1,314,895,351株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 ① 当期業績の概況 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国や欧州において失業率が高止まるなど景気を下押しする

要素があったものの、中国やインド等の新興国における内需拡大の影響や各国政府による景気対策の効果等によ

り、緩やかに回復しました。 

わが国経済は、失業率が高水準のまま推移するなど依然として厳しい状況が続いたものの、輸出や生産の増加

に伴い企業収益が改善したほか、個人消費も持ち直すなど自律的回復への基盤が整ってきました。 

当社グループを取り巻く事業環境は、セメント需要が低調に推移したものの、銅価格が想定以上の水準まで上

昇したことに加えて、自動車や半導体関連市場を中心とした需要の回復により、順調に推移しました。 

このような状況のもと、当社グループは、引き続きグループを挙げてかねてより取り組んでいる「総合経営対

策」の徹底・深化により、事業構造改革及び低コスト体質への転換を一層推進してまいりました。特に低コスト

体質化につきましては、中長期的な視点に立ち、いかなる事業環境においても収益を確保できるよう、需要動向

に柔軟に対応できる生産体制の採用、人件費等の固定費圧縮、原料費・外注加工費等の変動費削減並びに製品販

売価格の適正化等に取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は3,352億17百万円（前年同期比44.5％増）、営

業利益は145億29百万円（前年同期は74億28百万円の営業損失）、経常利益は110億71百万円（前年同期は178億12

百万円の経常損失）、四半期純利益は40億83百万円（前年同期は158億53百万円の四半期純損失）となりました。

 ② セグメントの概況 

（セメント事業部門） 

  
注：当社グループ内で発生する汚染土壌をセメント事業部門で処理していることについて、当第１四半期連結会計期間より、同事業

部門の売上高の算出方法を変更しております。この結果、セメント事業部門の売上高等は増加することとなりますが、連結業績
に与える影響はありません。なお、上記の表に記載している前第１四半期連結累計期間の各数値は、平成21年８月３日に公表し
た数値を同様の方法により修正しております。 

セメント事業は、国内では、住宅建設投資や民間設備投資が回復傾向にあったものの、公共投資が減少したこと

から、需要は低調に推移しました。海外では、中国において政府の景気対策を背景に需要が増加したものの、米国

において南カリフォルニア地区の天候不順の影響もあり建設投資等が低迷したことから、需要が減少しました。な

お、事業部門全体のセメント生産量は2.5百万トン（前年同期並）となりました。 

 以上の結果、事業部門全体の売上高及び営業利益は、前年同期に比べて減少しました。 

 また、事業部門全体の経常損失は、金融収支が改善した影響等があったものの、営業利益が減少したため、前年

同期に比べて増加しました。 

（銅事業部門） 

銅地金は、銅価格の上昇に加えて、インドネシア・カパー・スメルティング社における増産等により、増収増益

となりました。なお、事業部門全体の電気銅生産量は、157千トン（前年同期比21千トン増産）となりました。 

金は、価格が高値で推移したことから、増収増益となりました。 

銅加工品は、市況の回復により自動車・電子材料向け製品の販売が増加したことに加えて、平成22年３月12日付

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

        (単位：億円) 

    前第１四半期 （参考） 当第１四半期   増減（増減率） 

  売上高 375 343 △32 （△8.6％） 

  営業利益 5 1 △3（△67.1％）

  経常損失（△） △0 △0 △0 （－％） 

        (単位：億円) 

    前第１四半期 （参考） 当第１四半期  増減（増減率） 

  売上高 897 1,843 945 （105.3％） 

  営業利益又は営業損失（△） △36 74 110 （－％） 

  経常利益又は経常損失（△） △52 54 106 （－％） 
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で三菱電線工業㈱を連結子会社としたことから、増収増益となりました。 

以上の結果、事業部門全体の売上高は前年同期に比べて増加し、営業損益は黒字を計上しました。 

 また、事業部門全体の経常損益は、金融収支が悪化した影響等があったものの、営業利益を計上したことによ

り、黒字を計上しました。 

（加工事業部門） 

超硬製品は、中国をはじめとする新興国における需要が旺盛であったことや国内、米国及び欧州の需要も回復傾

向にあったため、販売が増加したことに加えて、製造部門の操業度向上やコスト削減効果等により、増収増益とな

りました。 

高機能製品は、自動車関連市場において需要が回復したことや航空機関連市場における需要も持ち直したため、

販売が増加したことに加えて、平成21年12月１日付で㈱ダイヤメット、ダイヤメット・クラン社（マレーシア）、

㈱ピーエムテクノの焼結部品製造・販売事業３社を持分法適用関連会社から連結子会社としたことやコスト削減効

果等により、増収増益となりました。 

以上の結果、事業部門全体の売上高は前年同期に比べて増加し、営業損益は黒字を計上しました。 

また、事業部門全体の経常損益は、営業利益を計上したことに加えて、持分法による投資損失が減少した影響等

により、黒字を計上しました。 

（電子材料事業部門） 

機能材料は、台湾をはじめとする半導体関連市場における需要の回復により、販売が増加したことから、増収増

益となりました。  

電子デバイスは、世界の需要が総じて回復したことに加えて、特に新興国において需要が好調であったため、販

売が増加したことから、増収増益となりました。 

多結晶シリコン及びその関連製品は、四日市工場の操業停止により販売が減少したものの、関連製品の販売が増

加したことから、減収増益となりました。 

以上の結果、事業部門全体の売上高は前年同期に比べて増加し、営業損益は黒字を計上しました。 

また、事業部門全体の経常損失は、営業利益を計上したことに加えて、持分法による投資損失が減少した影響等

により、前年同期に比べて減少しました。   

        (単位：億円) 

    前第１四半期 （参考） 当第１四半期  増減（増減率）  

  売上高 201 354 152 （75.8％） 

  営業利益又は営業損失（△） △26 37 63 （－％） 

  経常利益又は経常損失（△） △37 35 72 （－％） 

        (単位：億円) 

    前第１四半期 （参考） 当第１四半期  増減（増減率） 

  売上高 132 146 14 （11.0％） 

  営業利益又は営業損失（△） △5 18 24 （－％） 

  経常損失（△） △89 △1 87 （－％） 
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（アルミ事業部門） 

アルミ缶は、アルミ価格が上昇傾向で推移したことに加えて、天候不順の影響により販売が減少したことから、

減収減益となりました。   

アルミ圧延・加工品は、需要の回復により自動車・電子材料向け製品の販売が増加したことから、増収増益とな

りました。 

以上の結果、事業部門全体の売上高及び営業利益は、前年同期に比べて増加しました。 

また、事業部門全体の経常利益は、営業利益の増加に加えて、金融収支が改善した影響等により、前年同期に比

べて増加しました。 

（その他の事業部門） 

エネルギー関連は、前連結会計年度にマテリアルエネルギー㈱が石油・ガス販売事業を譲渡したため売上高が減

少したものの、石炭の販売が好調に推移したことから、減収増益となりました。 

貴金属は、コスト削減効果等により、増収増益となりました。 

なお、原子力・エンジニアリング関連部門の受注高は、121億円（前年同期比11億円減）、受注残は188億円（同

101億円減）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における総資産は1兆8,170億円となり、前連結会計年度末比93億円減少しました。

これは、当第１四半期連結会計期間に、投資有価証券の評価減が発生したことなどによるものであります。 

 負債の部は1兆4,099億円となり、前連結会計年度末比173億円減少しました。これは、当第１四半期連結会計期

間に、仕入債務が減少したことなどによるものであります。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加等の減少要因がありまし

たが、業績が大幅に改善したことなどにより、137億円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第１四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資に係る支出等により、292億円の

支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動や投資活動の結果、154億円の支出となり、この資金を借入により調達したことなどにより、当第１四

半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、133億円の収入となりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、751億円（前連結会計年度末比11億

円減少）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の景気の先行きにつきましては、引き続き雇用情勢の悪化、円高の長期化、デフレの影響並びに欧州を中心

とした海外景気の低迷等の景気を下押しする要素が懸念されるものの、企業収益の更なる改善や新興国市場の需要

        (単位：億円) 

    前第１四半期 （参考） 当第１四半期  増減（増減率） 

  売上高 327 349 21 （6.6％） 

  営業利益 6 18 11 （186.6％） 

  経常利益 4 16 12 （280.3％） 

        (単位：億円) 

    前第１四半期 （参考） 当第１四半期  増減（増減率）  

  売上高 785  719 △66 （△8.4％） 

  営業利益 0 7 7 （－％） 

  経常利益 11 13 2 （23.1％） 
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拡大などにより回復が進むことが予想されます。 

 当社グループを取り巻く事業環境につきましては、非鉄金属相場や原燃料等の資源価格の動向など収益に影響を

与える要素に不透明感があるものの、自動車や半導体関連向け製品を中心に販売が順調に推移することなどが見込

まれます。 

 当第１四半期連結累計期間における業績や当社グループを取り巻く事業環境を踏まえ、平成22年５月12日に公表

した当年度第２四半期連結累計期間の業績予想を以下のとおり修正いたします。 

 なお、通期の業績予想につきましては、前述のとおり収益に影響を与える要素が不透明であることから、前回予

想から変更しておりません。 

  

 当社グループといたしましては、「総合経営対策」の徹底・深化により、収益基盤を一層強化するとともに、新

興国市場への積極的な事業展開を行うなど、足許の景気回復局面の時機を逸することなく、将来の持続的な成長及

び収益の拡大のための取り組みを推進してまいります。 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。   

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「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。 

  なお、これによる損益に与える影響はありません。  

   ②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。 

 これにより、営業利益及び経常利益は４百万円、税金等調整前四半期純利益は357百万円、それぞれ減少して

おります。  

   ③棚卸資産の評価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、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成20年９

月26日）を適用し、棚卸資産の評価方法を一部の連結子会社で採用していた後入先出法から主として先入先出

法又は総平均法に変更しております。 

   これにより、営業利益及び経常利益は363百万円、税金等調整前四半期純利益は4,465百万円、それぞれ増加

しております。アルミ事業の一部の連結子会社の棚卸資産については、払い出した棚卸資産の帳簿価額合計額

と再調達原価（当期受入の平均単価）合計額の差額を用いて影響額を算定しております。 

    ④重要な減価償却資産の減価償却の方法及び耐用年数の変更 

 従来、当社四日市工場の多結晶シリコン製造設備の減価償却方法については定率法を採用しておりました

が、当第１四半期連結会計期間より定額法へ変更しております。この変更は、第２プラントが当連結会計年度

に稼動することを契機に多結晶シリコン製造設備の減価償却方法を検討した結果、今後の多結晶シリコンの需

        (単位：億円) 

    前回公表値 今回公表値  増減率  

  売上高 6,200  6,700 8.1％  

  営業利益 120 260 116.7％  

  経常利益 80 240 200.0％  

   四半期純利益 10  60  500.0％  

２．その他の情報
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要予測等から、安定的使用が見込まれ、技術的陳腐化リスクも少ないため投資の効果が平均的に生ずると見込

まれることから、定額法がより合理的と判断したことによるものであります。 

   

  （追加情報）機械及び装置の耐用年数の変更 

 従来、当社及び国内連結子会社の機械及び装置の耐用年数は、主として法人税法に規定する方法と同一の基

準によっておりましたが、一部の事業において、大型の設備投資を実施したことを契機に、同種の既存設備に

ついて当第１四半期連結会計期間より耐用年数を見直しております。この見直しは、当該設備の物理的耐用年

数並びに、製品寿命、製法の陳腐化リスク等の経済的耐用年数を総合的に考慮して決定されたものでありま

す。 

  

 耐用年数の変更内容        変更前  変更後 

  銅製錬設備の一部     ７年   16年 

  銅加工設備の一部     ７年   12年 

  多結晶シリコン製造設備  ７年   13年 

  アルミ製品製造設備の一部 ７年   12年 

  

 具体的には、銅事業における銅製錬設備について、国内連結子会社において電気銅の増産設備が稼動したこ

とを契機に当社及び当該国内連結子会社で、また、銅加工設備についても国内連結子会社において圧延設備を

増設したことを契機に当該国内連結子会社で、各々、見直しを行っております。さらに、電子材料事業におけ

る多結晶シリコン製造設備について、現在、当社四日市工場において建設が進められている第２プラントの稼

動が当連結会計年度に予定されていることを契機に当社四日市工場の見直しを行ったほか、アルミ事業におけ

るアルミ製品製造設備について、国内連結子会社において新型の圧延機を新設したことを契機に当該国内連結

子会社で見直しを行っております。 

  

 これらの結果、従来の方法によった場合と比較し、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益は、それぞれ1,176百万円増加しております。 
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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 75,728 76,989

受取手形及び売掛金 209,634 214,118

商品及び製品 70,580 61,599

仕掛品 101,213 101,687

原材料及び貯蔵品 82,209 75,768

その他 183,732 182,707

貸倒引当金 △3,240 △3,313

流動資産合計 719,859 709,556

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 196,072 197,150

土地（純額） 285,755 285,565

その他（純額） 238,386 243,599

有形固定資産合計 720,214 726,315

無形固定資産   

のれん 52,196 52,749

その他 9,290 9,360

無形固定資産合計 61,487 62,110

投資その他の資産   

投資有価証券 268,892 280,916

その他 55,449 56,433

投資損失引当金 △2,820 △2,820

貸倒引当金 △6,033 △6,092

投資その他の資産合計 315,488 328,437

固定資産合計 1,097,190 1,116,863

資産合計 1,817,050 1,826,420
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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 116,995 128,986

短期借入金 305,298 294,866

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

コマーシャル・ペーパー － 9,000

未払法人税等 5,983 4,188

引当金 8,313 11,377

その他 284,039 296,475

流動負債合計 740,631 764,894

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 385,433 372,183

退職給付引当金 61,768 61,455

その他の引当金 10,740 12,226

その他 111,357 116,564

固定負債合計 669,299 662,430

負債合計 1,409,931 1,427,325

純資産の部   

株主資本   

資本金 119,457 119,457

資本剰余金 113,710 113,408

利益剰余金 98,974 92,802

自己株式 △1,386 △1,384

株主資本合計 330,755 324,283

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,473 23,313

繰延ヘッジ損益 1,128 339

土地再評価差額金 31,338 31,433

為替換算調整勘定 △36,438 △38,301

評価・換算差額等合計 13,501 16,784

少数株主持分 62,862 58,027

純資産合計 407,118 399,095

負債純資産合計 1,817,050 1,826,420
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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 232,046 335,217

売上原価 207,902 287,744

売上総利益 24,143 47,472

販売費及び一般管理費 31,572 32,942

営業利益又は営業損失（△） △7,428 14,529

営業外収益   

受取利息 151 363

受取配当金 1,536 1,763

固定資産賃貸料 1,341 1,401

その他 784 628

営業外収益合計 3,814 4,156

営業外費用   

支払利息 3,509 3,452

持分法による投資損失 7,672 720

その他 3,015 3,441

営業外費用合計 14,197 7,614

経常利益又は経常損失（△） △17,812 11,071

特別利益   

棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 － 4,101

固定資産売却益 237 41

持分変動利益 1,375 －

その他 416 405

特別利益合計 2,029 4,548

特別損失   

投資有価証券評価損 357 5,704

環境対策引当金繰入額 645 －

事業整理損 550 －

その他 79 1,150

特別損失合計 1,632 6,854

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（△）

△17,415 8,765

法人税等 △1,843 2,906

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（△）

△15,571 5,858

少数株主利益 282 1,775

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,853 4,083
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△17,415 8,765

減価償却費 16,198 15,059

引当金の増減額（△は減少） △5,878 △4,835

受取利息及び受取配当金 △1,688 △2,126

支払利息 3,509 3,452

持分法による投資損益（△は益） 7,672 720

持分変動損益（△は益） △1,375 －

有形固定資産売却損益（△は益） △288 △40

売上債権の増減額（△は増加） 12,718 3,390

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,204 △14,638

仕入債務の増減額（△は減少） △9,805 △12,045

その他 10,085 19,902

小計 △472 17,603

利息及び配当金の受取額 2,908 2,367

利息の支払額 △2,860 △4,575

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,505 △1,605

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,929 13,791

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △16,908 △11,992

有形固定資産の売却による収入 476 135

投資有価証券の取得による支出 △639 △3,591

投資有価証券の売却による収入 33 2,177

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△7,528 △17,783

その他 △1,777 1,786

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,343 △29,267

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） 21,681 6,324

長期借入れによる収入 18,880 27,715

長期借入金の返済による支出 △15,420 △11,006

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △19,000 △9,000

自己株式の取得による支出 △21 △14

少数株主への配当金の支払額 △2,347 △11

その他 △612 △669

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,160 13,338

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,294 818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,818 △1,319

現金及び現金同等物の期首残高 97,780 76,309

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△3,654 167

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 67 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 70,374 75,157
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該当事項はありません。 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

（注）事業区分の方法は売上集計区分によっており、各事業の主要製品は次のとおりであります。 

（１）セメント事業  セメント、セメント二次製品、生コンクリート、建材 
（２）銅事業     銅製錬（銅地金、金、銀、硫酸等）、銅加工製品 
（３）加工事業    超硬製品、高機能製品、ダイヤモンド工具 
（４）電子材料事業  機能材料、電子デバイス製品、多結晶シリコン、化成品 
（５）アルミ事業   アルミ缶、アルミ圧延・加工品 
（６）その他の事業  原子力関連、貴金属製品、環境リサイクル関連、不動産、エンジニアリング関連等 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦及び米国以外の区分に属する主な国又は地域 

  

〔海外売上高〕 

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） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．米国以外の区分に属する主な国又は地域  

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
セメント
事 業 
(百万円) 

銅 
事 業 

(百万円) 

加 工 
事 業 
(百万円) 

電子材料
事 業 

(百万円) 

アルミ 
事 業 
(百万円) 

その他 
の事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 

(百万円) 

連 結

(百万円) 

売上高 37,040 89,793 20,165 13,211 32,760 78,524 271,495 △39,448 232,046

営業利益又は営業損失（△） 104 △3,652 △2,638 △563 638 10 △6,102 △1,326 △7,428

  
日本 

(百万円) 

米国 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高 207,828 18,314 3,017 40,940 692 270,793 △38,747 232,046

営業利益又は営業損失（△） △10,002 1,350 37 985 296 △7,331 △97 △7,428

(1） 欧州 … ドイツ、スペイン、イギリス、フランス、オランダ  

(2） アジア … インドネシア、マレーシア、シンガポール、中国、香港、タイ 

(3） その他 … オーストラリア 

  米国 欧州 アジア その他 計 

海外売上高（百万円） 16,472 7,442 32,569 1,568 58,053 

連結売上高（百万円）         232,046 

連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
7.1 3.2 14.0 0.7 25.0 

(1） 欧州 … ドイツ、イギリス、スペイン、フランス 

(2） アジア … インドネシア、韓国、マレーシア、シンガポール、中国、台湾、香港、タイ 

(3） その他 … オーストラリア、カナダ、ブラジル 
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

（１）報告セグメントの決定方法 

 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諸表が入手可能であり、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あります。 

 当社は、社内カンパニー制度を導入しており、各カンパニー及び事業部・室は、取り扱う製品・サービ

スについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、社内カンパニーを基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「セメント事業」、「銅事業」、「加工事業」、及び「電子材料事業」並びに、事業部・室内で重要

性の高い「アルミ事業」の５つを報告セグメントとしております。 

  

（２）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

  各事業の主要製品は次のとおりであります。 

①セメント事業    セメント、セメント二次製品、生コンクリート、建材 

②銅事業       銅製錬（銅地金、金、銀、硫酸等）、銅加工製品 

③加工事業      超硬製品、高機能製品、ダイヤモンド工具 

④電子材料事業    機能材料、電子デバイス製品、多結晶シリコン、化成品 

⑤アルミ事業     アルミ缶、アルミ圧延・加工品 

  

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） 

                                      （単位：百万円） 

  

（注）１．その他の事業には、原子力関連、貴金属製品、環境リサイクル関連、不動産、エンジニアリング関

連等を含んでおります。 

      ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△661百万円には、セグメント間取引消去△299百万円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△362百万円が含まれております。全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない一般管理費、基礎的試験研究費及び金融収支であります。 

      ３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

（追加情報） 

１．機械及び装置の耐用年数の変更及び減価償却方法の変更 

           当第１四半期連結会計期間より、一部の事業において大型の設備投資を実施したことを契機に、同種

の既存設備について耐用年数の見直しと減価償却方法の変更を実施しております。 

      詳細は「２．その他の情報 （２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要④」に記載のと

おりであります。 

      この結果、従来の方法によった場合と比較し、各事業のセグメント利益の増加額は以下のとおりであ

ります。 

                                                                                 （単位：百万円） 

  

  
セメント 
事 業 

  

銅 
事 業 

  

加工
事 業 

  

電子材料
事 業 

  

アルミ
事 業 

  

その他
の事業 

  

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 
 33,619  161,354 29,611 12,671 34,371 63,589  335,217  － 335,217

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 690  22,984 5,848 1,987 561 8,318  40,390  △40,390 －

計  34,310  184,339 35,459 14,658 34,932 71,907  375,607  △40,390 335,217

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △94  5,424 3,532 △147 1,663 1,355  11,732  △661 11,071

  
セメント 
事 業 

  

銅 
事 業 

  

加工
事 業 

  

電子材料
事 業 

  

アルミ
事 業 

  

その他
の事業 

  

計 
  

調整額 
  

四半期連結損
益計算書計上

額 

セグメント利益  －  626 － 291 259 －  1,176  － 1,176
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２．セグメント情報等の開示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、「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。 

  

  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

三菱マテリアル㈱（5711）平成23年３月期　第１四半期決算短信

- 13 -


	①サマリー8.5.pdf
	②目次8.5
	③BS貸方まで8.5
	④2206短信_PL8.5
	⑤最後まで8.5



