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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 989,158 28.6 45,048 ― 46,278 ― 20,784 ―
22年3月期第3四半期 769,369 △33.3 1,983 △95.8 △20,321 ― △31,675 ―

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3四半期 15.84 ―
22年3月期第3四半期 △24.97 ―

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3四半期 1,818,263 409,690 19.2 266.62
22年3月期 1,826,420 399,095 18.7 259.93

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  349,812百万円 22年3月期  341,067百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想） 2.00 2.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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

通期 1,330,000 18.8 54,000 325.9 51,000 ― 10,000 ― 7.62



(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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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
方法等の変更の有無となります。 

(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11月８日に公表いたしました連結業績予想の通期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、５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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.５「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 1,314,895,351株 22年3月期  1,314,895,351株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,891,298株 22年3月期  2,759,589株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 1,312,084,446株 22年3月期3Q 1,268,294,015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３四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水準であったことに加えて、

欧州における財政不安等の景気を下押しする要因があったものの、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したことに加えて、円高・デフレの影響等により、依然として厳し

い状況にあったものの、新興国の需要拡大等により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な

回復に向けた動きがみられました。 

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、銅をはじめとする主要金属価格

が高値で推移したことに加えて、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。更に、今後も伸長が期待される新興国における事業拡大の一環と

して、中国において昨年７月より業務を開始した「三菱綜合材料管理（上海）有限公司」が、同国における当社

グループ各社の統括管理、調達拠点の一元化によるコスト削減、当社グループ製品の営業・販売等の取り組みを

推進しております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は9,891億58百万円（前年同期比28.6％増）、営

業利益は450億48百万円（前年同期比2,171.0%増）、経常利益は462億78百万円（前年同期は203億21百万円の経常

損失）、四半期純利益は207億84百万円（前年同期は316億75百万円の四半期純損失）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３四半期連結累計期間の各数値は、平成22年２月８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、住宅建設投資等の民需に下げ止まりの傾向が見られたものの、公共投資の削減によ

る官需の減少が大きかったことから、需要が減少しました。海外では、米国において年度初めの天候不順の影響に

より需要が減少したものの、中国においてマンション等の住宅建設投資が活発であったことから、需要が増加しま

した。なお、事業部門全体のセメント生産量は8.6百万トン（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利益は、営業利益が減少したことに加えて、持分法による投資利益が減少した影響等

により、前年同期に比べて減少しました。 

  

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３四半期連結累計期間 

（参考） 
当第３四半期連結累計期間   増減（増減率） 

  売上高 1,243  1,133 △109 (△8.8％) 

  営業利益 89 55 △33 (△37.4％) 

  経常利益 90 42 △48 (△53.3％) 
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（銅事業部門） 

銅地金は、インドネシア・カパー・スメルティング社における炉修影響並びに原料鉱石中の銅品位の低下による

減産があったものの、国内製錬所の操業が順調であったことに加えて、銅価格の上昇等により、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、443千トン（前年同期比６千トン増産）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、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に加えて、平成22年３月12日付

で三菱電線工業㈱を持分法適用関連会社から連結子会社としたことにより、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、受取配当金が増加した影響等により、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

向にあったことに加えて、製造部門における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ける需要が回復したことや航空機関連市場における需要も堅調に推移したこ

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）及び㈱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並びに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、持分法による投資利益を計上した影響等

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、半導体関連市場の需要が好調に推移し、台湾等における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、特に新興国において需要が好調に推移したことから、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の影響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及び営業利益は前年同期に比べて増加しました。 

        (単位：億円) 

    
前第３四半期連結累計期間

（参考） 
当第３四半期連結累計期間 増減（増減率） 

  売上高 3,349 5,142 1,792 （53.5％） 

  営業利益又は営業損失（△） △4 184 188 （－％） 

  経常利益又は経常損失（△） △44 288 332 （－％） 

        (単位：億円) 

    
前第３四半期連結累計期間

（参考） 
当第３四半期連結累計期間 増減（増減率）  

  売上高 677 1,067 389 （57.5％） 

  営業利益又は営業損失（△） △62 122 184 （－％） 

  経常利益又は経常損失（△） △81 115 197 （－％） 

        (単位：億円) 

    
前第３四半期連結累計期間

（参考） 
当第３四半期連結累計期間 増減（増減率） 

  売上高 445 457 12 （2.7％） 

  営業利益 4 34 30 （663.6％） 

  経常損失（△） △210 △60 150 （－％） 
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また、事業部門全体の経常損失は、営業利益が増加したことに加えて、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。    

（アルミ事業部門） 

アルミ缶は、夏場の記録的な猛暑の影響により販売が増加したものの、アルミ価格が高値で推移したことによ

り、増収減益となりました。  

アルミ圧延・加工品は、自動車・電子材料向け製品等の販売が増加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、固定資産除却損が増加した影響等があったものの、営業利益が増加したこと

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㈱が石油及びガス販売事業を譲渡したことにより売

上高が減少したものの、原子力関連の受注が増加したことから、減収増益となりました。 

貴金属は、金地金や宝飾関連の販売が減少したものの、コスト削減効果等により、減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、395億円（前年同期比48億円増）、受注残は、200億円

（同12億円減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は１兆8,182億円となり、前連結会計年度末比81億円減少しまし

た。これは、為替相場の影響等によるものであります。 

 負債の部は１兆4,085億円となり、前連結会計年度末比187億円減少しました。これは、借入金が減少したことな

どによるものであります。 

 当第３四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３四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、業績の大幅な改善や配当金の受取等によ

り、621億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３四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、495億円の

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、126億円の収入となり、この収入を社債の償還や借入金の返済に充当したことなど

により、当第３四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、86億円の支出となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、750億円（前連結会計年度末比13億

円減少）となりました。 

        (単位：億円) 

    
前第３四半期連結累計期間

（参考） 
当第３四半期連結累計期間 増減（増減率） 

  売上高 976 1,061 84 （8.7％） 

  営業利益 28 53 25 （88.4％） 

  経常利益 21 45 24 （113.9％） 

        (単位：億円) 

    
前第３四半期連結累計期間

（参考） 
当第３四半期連結累計期間 増減（増減率）  

  売上高 2,358  2,289 △69 （△2.9％） 

  営業利益 31 43 12 （39.2％） 

  経常利益 99 68 △30 (△30.7％） 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く事業環境は、新興国の需要拡大等に牽引されて、世界経済が緩やかに回復することが見

込まれるものの、円高の長期化や非鉄金属その他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

明感があることに加えて、海外では、新興国におけるインフレや米国の景気回復が停滞する懸念があるほか、国内

では、新興国における景気の減速により企業の生産や輸出が減少して景気が下押しされるリスクが存在するなど、

依然として楽観を許さない状況が続くものと予想されます。 

 このような状況のもと、当第３四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11月８日に公表した当年度通期の業績予想を以下のとおり修正いたします。 

  

 なお、当年度期末の配当につきましては、個別業績が着実に改善していると判断されることから、未定としてい

た前回予想を修正し、１株当たり２円00銭とする予定であります。 

 当社グループといたしましては、収益基盤の一層の強化を図るため、新興国市場への積極的な事業展開を行うと

ともに、将来の持続的な成長及び収益の拡大のため、平成23年４月からスタートする新中期経営計画を策定し、更

なる経営基盤の強化に向けた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３四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 

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 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は46百万円、税金等調整前四半期純利益は

398百万円、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 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は529百万円、それぞれ減少しております。

税金等調整前四半期純利益は2,908百万円増加しております。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。 

        (単位：億円) 

    前回公表値 今回公表値  増減率  

  売上高 12,900 13,300 3.1％  

  営業利益 450 540 20.0％  

  経常利益 500 510 2.0％  

   当期純利益 180  100  △44.4％  

２．その他の情報
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  ④企業結合に関する会計基準等の適用 

 第２四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）、「「研究開発費等に

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。 

  ⑤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、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、当社四日市工場の第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３四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3,524百万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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 75,531 76,989

受取手形及び売掛金 227,706 214,118

商品及び製品 77,458 61,599

仕掛品 94,809 101,687

原材料及び貯蔵品 90,248 75,768

その他 189,694 182,707

貸倒引当金 △3,210 △3,313

流動資産合計 752,238 709,556

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 206,655 197,150

土地（純額） 281,091 285,565

その他（純額） 206,925 243,599

有形固定資産合計 694,673 726,315

無形固定資産   

のれん 46,386 52,749

その他 8,901 9,360

無形固定資産合計 55,288 62,110

投資その他の資産   

投資有価証券 270,372 280,916

その他 54,506 56,433

投資損失引当金 △2,658 △2,820

貸倒引当金 △6,157 △6,092

投資その他の資産合計 316,063 328,437

固定資産合計 1,066,024 1,116,863

資産合計 1,818,263 1,826,420
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 128,715 128,986

短期借入金 319,331 294,866

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

コマーシャル・ペーパー 43,000 9,000

未払法人税等 8,660 4,188

引当金 7,835 11,377

預り金地金 184,946 168,908

その他 105,937 127,566

流動負債合計 818,427 764,894

固定負債   

社債 80,000 100,000

長期借入金 324,837 372,183

退職給付引当金 62,722 61,455

その他の引当金 9,851 12,226

その他 112,734 116,564

固定負債合計 590,145 662,430

負債合計 1,408,572 1,427,325

純資産の部   

株主資本   

資本金 119,457 119,457

資本剰余金 113,703 113,408

利益剰余金 115,388 92,802

自己株式 △1,410 △1,384

株主資本合計 347,139 324,283

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23,139 23,313

繰延ヘッジ損益 182 339

土地再評価差額金 31,624 31,433

為替換算調整勘定 △52,274 △38,301

評価・換算差額等合計 2,673 16,784

少数株主持分 59,878 58,027

純資産合計 409,690 399,095

負債純資産合計 1,818,263 1,826,420
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（２）四半期連結損益計算書 
  【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 769,369 989,158

売上原価 676,668 845,905

売上総利益 92,700 143,252

販売費及び一般管理費 90,717 98,203

営業利益 1,983 45,048

営業外収益   

受取利息 653 579

受取配当金 9,342 21,284

固定資産賃貸料 4,203 4,121

その他 2,506 1,781

営業外収益合計 16,705 27,767

営業外費用   

支払利息 9,986 9,808

持分法による投資損失 20,640 7,781

その他 8,384 8,948

営業外費用合計 39,011 26,537

経常利益又は経常損失（△） △20,321 46,278

特別利益   

棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 － 3,438

固定資産売却益 1,443 282

持分変動利益 2,361 －

その他 838 1,314

特別利益合計 4,643 5,034

特別損失   

投資有価証券評価損 3,344 5,884

事業整理損 5,520 971

本社移転費用 2,588 －

その他 1,424 3,499

特別損失合計 12,877 10,355

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（△）

△28,555 40,957

法人税等 △138 13,003

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（△）

△28,417 27,954

少数株主利益 3,258 7,170

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,675 20,784
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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（△）

△28,555 40,957

減価償却費 49,488 46,445

引当金の増減額（△は減少） △4,507 △4,388

受取利息及び受取配当金 △9,995 △21,864

支払利息 9,986 9,808

持分法による投資損益（△は益） 20,640 7,781

持分変動損益（△は益） △2,361 －

有形固定資産売却損益（△は益） △1,466 △248

投資有価証券評価損益（△は益） 3,344 5,884

売上債権の増減額（△は増加） △12,656 △17,827

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,681 △29,122

仕入債務の増減額（△は減少） 16,864 2,938

その他 16,057 18,516

小計 3,157 58,881

利息及び配当金の受取額 11,561 22,181

利息の支払額 △9,790 △10,893

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,027 △7,995

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,901 62,173

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 △51,478 △31,754

有形固定資産の売却による収入 4,102 1,511

投資有価証券の取得による支出 △8,775 △4,150

投資有価証券の売却による収入 2,143 2,839

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△25,269 △17,556

その他 △890 △394

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,167 △49,504

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） 20,399 △17,638

長期借入れによる収入 82,259 33,108

長期借入金の返済による支出 △45,314 △33,090

社債の償還による支出 － △20,000

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △4,000 34,000

自己株式の取得による支出 △39 △42

少数株主への配当金の支払額 △3,573 △2,986

その他 △1,926 △2,036

財務活動によるキャッシュ・フロー 47,804 △8,686

現金及び現金同等物に係る換算差額 △663 △5,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,125 △1,467

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 64,067 75,009
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31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 122,964 334,970 67,783 44,589 97,621 235,845 903,775 △134,406 769,369

営業利益又は営業損失（△） 7,572 △465 △6,238 453 2,832 3,105 7,261 △5,277 1,983

  
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 683,879 56,902 8,633 167,606 1,985 919,008 △149,638 769,369

営業利益又は営業損失（△） △2,995 4,551 52 4,042 676 6,327 △4,343 1,983

(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） 52,386 44,419 165,220 5,516 267,543 

連結売上高（百万円）         769,369 

連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
6.8 5.8 21.5 0.7 34.8 

(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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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△3,809百万円には、セグメント間取引消去△1,031百万

円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,777百万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 

  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⑤」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 
 111,604  448,995 87,336 40,038 104,544 196,639  989,158  － 989,158

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1,764  65,251 19,427 5,754 1,569 32,270  126,037  △126,037 －

計  113,368  514,247 106,763 45,792 106,113 228,910  1,115,196  △126,037 989,158

セグメント利益 

又は損失（△）  
 4,246  28,859 11,571 △6,033 4,544 6,899  50,087  △3,809 46,278

  
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  －  1,876 － 869 778 －  3,524  － 3,524
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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 

 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。  

  

  

 当社の持分法適用関連会社である㈱ＳＵＭＣＯ（決算日1月31日）は、損益分岐点を引き下げ、より強固な経営

基盤を構築するために、平成22年12月７日開催の取締役会等において、300mm事業の生産体制の見直し、200mm以下

小径事業の国内外生産拠点の整理・集約、及び希望退職の募集等を含む要員体制の見直しを行うことを決議いたし

ました。 

 これらの施策により発生する損失を同社が計上することに起因して、当社において、持分法による投資損失が計

上される見込みであります。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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