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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 125,985 △11.2 792 △90.3 △1,980 ― △2,539 ―

24年3月期第2四半期 141,912 1.6 8,194 △6.6 5,603 △6.2 2,709 △7.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △4,672百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 2,553百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △7.30 ―

24年3月期第2四半期 7.79 ―

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

25年3月期第2四半期 528,587 249,505 46.0 699.29
24年3月期 501,181 255,460 49.7 716.39

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  243,310百万円 24年3月期  249,262百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
平成24年10月31日に「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を公表いたしました。 

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 260,500 △7.7 3,000 △78.1 △1,500 ― △2,500 ― △7.19
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(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料５ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料５ページ「２．サマリー 
   情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」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報告書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、金融商品取引法
に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 349,671,876 株 24年3月期 349,671,876 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,732,458 株 24年3月期 1,729,017 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 347,942,170 株 24年3月期2Q 347,951,964 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、以下のとおりとなりました。   

  

                                          （単位：億円） 

  

（売上高） 

 セメントセグメントにおいては販売数量の増加等により増収となりましたが、特殊品セグメントにおける多

結晶シリコンの販売数量の減少及び販売価格の下落、ならびに化成品セグメントにおける塩化ビニルモノマー

のプラントトラブルに伴う販売数量の減少等により、前年同期より159億２千万円減少し、1,259億８千万円

（前年同期比11.2％減）となりました。 

（売上原価） 

 塩化ビニルモノマー及び多結晶シリコンの販売数量の減少等により、前年同期より63億４千万円減少し、948

億９千万円（前年同期比6.3％減）となりました。 

（販売費及び一般管理費） 

 化成品セグメントにおける苛性ソーダ等の販売数量の減少に伴う物流費の減少及び前年同期に稼動した新基

幹システムに係る費用の減少等により、前年同期より21億７千万円減少し、303億円（前年同期比6.7％減）と

なりました。 

（営業利益） 

 多結晶シリコンの販売数量の減少、販売価格の下落等により、前年同期より74億円減少し、７億９千万円

（前年同期比90.3％減）となりました。 

（営業外損益・経常損益） 

 営業外損益は、為替差損は減少しましたが、休止部門費の増加等により前年同期より１億８千万円悪化した

ため、経常損益は、75億８千万円悪化し、19億８千万円の損失となりました。 

（特別損益・税金等調整前四半期純損益・少数株主損益調整前四半期純損益・四半期純損益） 

 特別損益は、株式会社エクセルシャノンの事業再構築引当金の繰入等により、前年同期より６億８千万円悪

化しました。 

 以上の結果、税金等調整前四半期純損益は、前年同期より82億７千万円悪化し、31億４千万円の純損失とな

りました。  

 応分の税金費用を加味した少数株主損益調整前四半期純損益は、前年同期より53億７千万円悪化し、23億１

千万円の純損失となりました。少数株主損益調整後の四半期純損益は、前年同期より52億４千万円悪化し、25

億３千万円の純損失となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常損益 四半期純損益 

平成25年３月期 

第２四半期連結累計期間  
1,259 7 △19 △25 

平成24年３月期 

第２四半期連結累計期間 
1,419 81 56 27 

増 減 率 △11.2％ △90.3％ － － 
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    （セグメント別の状況） 

  

（注）各セグメントの売上高、営業利益又は営業損失（△）にはセグメント間取引を含めております。 

  

（化成品セグメント） 

 塩化ビニルモノマーは、プラントのトラブルで一時的に稼動が停止したことに加え、世界的な景気減速に伴

うアジアでの塩化ビニル樹脂市場の低迷による輸出価格下落により、厳しい状況が続きました。 

 苛性ソーダは、上記の塩化ビニルモノマープラントのトラブルの影響で稼動率が低下し、販売数量は減少し

ましたが、販売価格の是正効果により増益となりました。 

 塩化ビニル樹脂は、ナフサ価格乱高下の影響を受け、販売価格が弱含みで推移したことにより損益が悪化し

ました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は385億２千万円（前年同期比9.9％減）で減収となり、営業損失は１億

５千万円で減益となりました。 

  

（特殊品セグメント） 

 多結晶シリコンは、太陽電池パネルの供給過剰とパソコンの販売不振等を背景にした半導体ウエハーの在庫

調整に伴う、販売数量の減少及び販売価格の下落により大幅な減収減益となりました。 

 乾式シリカ及び窒化アルミニウム等についても、半導体市場の低迷に伴い厳しい状況が続きました。 

 電子工業用高純度薬品は、半導体・液晶市場の低迷等により減収となりました。  

 湿式シリカは、原燃料価格の高騰や競合メーカーの新規参入により厳しい事業環境が続いたため、収益改善

及び事業継続が困難と判断し、前期に事業撤退しました。  

 以上の結果、当セグメントの売上高は253億２千万円（前年同期比35.5％減）で減収となり、営業損失は４

億４千万円で減益となりました。 

  

（セメントセグメント） 

  セメントは、民需・官需とも堅調で国内需要が回復していることに伴い販売数量が増加しました。また、販

売価格については引き続き価格是正に取り組みました。 

 資源環境事業は、セメント生産量増加に伴い廃棄物受入量が増加し、廃棄物受入単価の是正も行いました。

 以上の結果、当セグメントの売上高は341億３千万円（前年同期比8.0％増）、営業利益は22億４千万円（前

年同期比122.3％増）で増収増益となりました。  

売上高 （単位：百万円）

  報告セグメント 
その他 合計 調整額 

四半期連結
損益計算書
計上額   化成品 特殊品 セメント 機能部材

 平成25年３月期 

 第２四半期 

 連結累計期間 

38,522 25,325 34,132 24,526 19,778 142,285 △16,299 125,985 

 平成24年３月期 

 第２四半期 

 連結累計期間 

42,776 39,238 31,589 25,275 20,798 159,678 △17,765 141,912 

増 減 率 △9.9％ △35.5％ 8.0％ △3.0％ △4.9％ △10.9％ － △11.2％ 

営業利益又は営業損失（△） （単位：百万円）

  報告セグメント 
その他 合計 調整額 

四半期連結
損益計算書
計上額   化成品 特殊品 セメント 機能部材

 平成25年３月期 

 第２四半期 

 連結累計期間 

△152 △440 2,247 1,184 1,269 4,109 △3,316 792 

 平成24年３月期 

 第２四半期 

 連結累計期間 

871 6,513 1,010 1,570 871 10,838 △2,643 8,194 

増 減 率 － － 122.3％ △24.6％ 45.7％ △62.1％ － △90.3％ 
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（機能部材セグメント） 

  プラスチックレンズ関連材料は、前期に発生したタイ洪水によるサプライチェーンへのダメージから減収減

益となりました。 

 微多孔質フィルムは、紙おむつ向け需要が好調で、増収となりました。 

  医療診断システムは、新規顧客開拓と既存顧客の更新需要取り込みを行い、更に原価の低減に努めた結果、

増収増益となりました。 

 ポリオレフィンフィルムは、原料価格上昇により、減益となりました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は245億２千万円（前年同期比3.0％減）、営業利益は11億８千万円（前

年同期比24.6％減）で減収減益となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は5,285億８千万円となり、前連結会計年度末に比べて274億円増加し

ました。 

 主な要因は、マレーシアでの多結晶シリコン製造設備建設等による有形固定資産の増加によるものです。 

 一方で、現金及び預金、建設資金支払目的で設定していた金銭信託は、建設資金へ充当したため減少しまし

た。また、事前調達した資金の一時的な運用により有価証券は増加しました。 

 負債は2,790億８千万円となり、前連結会計年度末に比べて333億６千万円増加しました。 

 主な要因は、長期借入金の増加によるものです。 

 純資産は2,495億円となり、前連結会計年度末に比べて59億５千万円減少しました。 

 主な要因は、配当金支払10億４千万円及び四半期純損失25億３千万円の計上による利益剰余金の減少、その

他有価証券評価差額金が15億７千万円減少したこと及び繰延ヘッジ損失10億２千万円の計上によるものです。

  

（キャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は736億９千万円となり、前連結会計年度

末に比べて152億２千万円増加しました。 

  

 営業活動によるキャッシュ・フローは50億６千万円の収入（前年同期比69億３千万円の減少）となりまし

た。 

 主な内容は、税金等調整前四半期純損失31億４千万円、減価償却費113億５千万円、売上債権の減少による

収入84億８千万円、たな卸資産の増加による支出49億円及び仕入債務の減少による支出48億７千万円です。 

  

 投資活動によるキャッシュ・フローは291億８千万円の支出（前年同期比171億３千万円の増加）となりまし

た。 

 主な内容は、マレーシアでの多結晶シリコン製造設備建設等による有形固定資産の取得による支出137億３

千万円及び金銭信託への純支出150億円です。 

  

 財務活動によるキャッシュ・フローは393億７千万円の収入（前年同期比165億３千万円の増加）となりまし

た。 

 主な内容は、長期借入金調達による収入481億３千万円、長期借入金返済による支出69億８千万円です。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績動向を踏まえ、平成24年７月30日に公表いたしました業績予想を変更しております。詳細につきまし

ては、平成24年10月31日付「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 本業績予想は、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

績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

   

（４）剰余金の配当に関する定性的情報  

 第２四半期末配当金につきましては、業績の急激な悪化を踏まえ、誠に遺憾ではございますが、平成24年11月５

日開催の取締役会において見送りと決議させていただきました。 

 引き続き、収益の改善に全力で取り組んでまいりますので、株主の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りま

すようお願い申しあげます。 
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（５）配当の予想に関する定性的情報  

 期末配当金の予想につきましては、今後の業績や財務状態を総合的に勘案したうえで決定いたしたく、現時点で

は未定とさせていただきます。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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（損失）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（損失）に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更）  

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影

響は軽微であります。 

  

（４）追加情報 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,662 24,663

受取手形及び売掛金 69,455 61,013

有価証券 25,800 49,703

商品及び製品 21,561 23,974

仕掛品 13,502 15,230

原材料及び貯蔵品 13,328 14,102

繰延税金資産 1,737 2,336

その他 35,991 22,147

貸倒引当金 △239 △267

流動資産合計 214,799 212,903

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 106,568 107,300

減価償却累計額 △65,965 △67,380

建物及び構築物（純額） 40,602 39,920

機械装置及び運搬具 455,958 458,032

減価償却累計額 △388,963 △395,481

機械装置及び運搬具（純額） 66,995 62,550

工具、器具及び備品 22,986 22,919

減価償却累計額 △20,685 △20,884

工具、器具及び備品（純額） 2,301 2,035

土地 34,537 33,509

リース資産 1,330 1,411

減価償却累計額 △549 △562

リース資産（純額） 781 849

建設仮勘定 81,094 123,128

有形固定資産合計 226,313 261,995

無形固定資産   

のれん 215 194

リース資産 31 27

その他 8,258 8,236

無形固定資産合計 8,506 8,458

投資その他の資産   

投資有価証券 25,219 22,529

長期貸付金 3,906 3,783

繰延税金資産 3,385 5,931

その他 19,503 13,445

投資損失引当金 △21 △21

貸倒引当金 △432 △437

投資その他の資産合計 51,561 45,230

固定資産合計 286,381 315,683

資産合計 501,181 528,587
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 41,118 36,283

短期借入金 8,474 8,043

コマーシャル・ペーパー 4,000 4,000

1年内返済予定の長期借入金 12,191 9,085

リース債務 286 309

未払法人税等 1,112 888

繰延税金負債 15 15

賞与引当金 2,391 2,656

修繕引当金 1,500 1,602

製品保証引当金 126 65

災害損失引当金 6 6

事業再構築引当金 － 818

その他 31,549 30,820

流動負債合計 102,773 94,596

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 73,113 117,422

リース債務 601 613

繰延税金負債 255 260

退職給付引当金 1,051 982

役員退職慰労引当金 268 244

修繕引当金 3,751 3,076

製品補償損失引当金 2,443 1,682

環境対策引当金 124 122

資産除去債務 4 5

その他 11,331 10,076

固定負債合計 142,947 184,485

負債合計 245,720 279,081

純資産の部   

株主資本   

資本金 53,458 53,458

資本剰余金 57,670 57,670

利益剰余金 138,040 134,453

自己株式 △1,416 △1,413

株主資本合計 247,753 244,169

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,965 2,386

繰延ヘッジ損益 510 △514

為替換算調整勘定 △2,966 △2,730

その他の包括利益累計額合計 1,509 △858

少数株主持分 6,198 6,195

純資産合計 255,460 249,505

負債純資産合計 501,181 528,587
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 141,912 125,985

売上原価 101,241 94,892

売上総利益 40,670 31,093

販売費及び一般管理費   

販売費 18,718 17,035

一般管理費 13,757 13,264

販売費及び一般管理費合計 32,475 30,300

営業利益 8,194 792

営業外収益   

受取利息 50 37

受取配当金 282 279

持分法による投資利益 266 252

保険配当金 177 200

固定資産賃貸料 107 166

受取補償金 380 －

その他 598 469

営業外収益合計 1,863 1,406

営業外費用   

支払利息 966 1,100

為替差損 2,010 1,035

休止部門費 406 867

その他 1,070 1,176

営業外費用合計 4,454 4,180

経常利益又は経常損失（△） 5,603 △1,980

特別利益   

固定資産売却益 7 285

投資有価証券売却益 － 156

関係会社株式売却益 97 －

特別利益合計 105 441

特別損失   

固定資産売却損 68 481

減損損失 119 －

固定資産処分損 242 236

投資有価証券売却損 － 20

事業再構築引当金繰入額 － 818

事業再構築費用 － 10

その他 150 40

特別損失合計 581 1,607

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（△）

5,126 △3,146

法人税等 2,061 △832

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（△）

3,065 △2,313

少数株主利益 355 225

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,709 △2,539
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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（△）

3,065 △2,313

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △857 △1,573

繰延ヘッジ損益 △2 △1,024

為替換算調整勘定 258 210

持分法適用会社に対する持分相当額 88 29

その他の包括利益合計 △512 △2,358

四半期包括利益 2,553 △4,672

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,200 △4,907

少数株主に係る四半期包括利益 352 235
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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（△）

5,126 △3,146

減価償却費 13,565 11,357

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △4,840 △763

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 11 －

その他の引当金の増減額（△は減少） △356 △372

受取利息及び受取配当金 △333 △317

為替差損益（△は益） △61 537

有形固定資産売却損益（△は益） 61 195

投資有価証券売却損益（△は益） － △135

関係会社株式売却損益（△は益） △97 －

持分法による投資損益（△は益） △266 △252

支払利息 966 1,100

減損損失 119 －

固定資産処分損益（△は益） 242 236

売上債権の増減額（△は増加） 5,168 8,487

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,712 △4,902

その他の流動資産の増減額（△は増加） 162 119

仕入債務の増減額（△は減少） 1,614 △4,876

その他の流動負債の増減額（△は減少） △647 452

その他 △545 △2,572

小計 15,178 5,149

利息及び配当金の受取額 792 639

利息の支払額 △961 △1,062

法人税等の支払額 △3,006 341

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,003 5,066

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △97 △23

定期預金の払戻による収入 72 505

有形固定資産の取得による支出 △11,533 △13,732

有形固定資産の売却による収入 94 1,143

投資有価証券の取得による支出 △454 △192

投資有価証券の売却による収入 319 350

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

14 －

出資金の払込による支出 △469 △414

長期貸付けによる支出 △590 △6

長期貸付金の回収による収入 172 187

金銭の信託の取得による支出 △3,330 △15,016

金銭の信託の解約による収入 5,449 16

その他 △1,701 △2,005

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,052 △29,187
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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） 2,169 △318

長期借入れによる収入 10,219 48,130

長期借入金の返済による支出 △3,300 △6,981

社債の発行による収入 20,000 －

社債の償還による支出 △5,000 －

配当金の支払額 △1,006 △1,042

少数株主への配当金の支払額 △77 △238

自己株式の増減額（△は増加） △2 △0

その他 △158 △173

財務活動によるキャッシュ・フロー 22,843 39,373

現金及び現金同等物に係る換算差額 88 △32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,882 15,220

現金及び現金同等物の期首残高 68,624 58,476

現金及び現金同等物の四半期末残高 91,506 73,696
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 該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

   

セグメント情報 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．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 

 （単位：百万円）

 （注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外販売会社、運送業、

   不動産業等を営んでおります。 

 ２ セグメント利益の調整額は、報告セグメントに帰属しない基礎研究開発に係る費用等であります。

 ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

２．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） 

 記載すべき重要な事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 「セメント」セグメントにおいて、株式会社野津原及び株式会社豊海の株式を取得し、子会社化しまし

た。当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間において328百万円であります。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

 記載すべき重要な事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
調整額 

（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（注）３ 
化成品 特殊品 セメント 機能部材

売上高    

(1）外部顧客への売上高  42,312  33,303  31,440  24,360  10,496  141,912  ―  141,912

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 464  5,934  149  915  10,301  17,765 ( )17,765  ―

計  42,776  39,238  31,589  25,275  20,798  159,678 ( )17,765  141,912

セグメント利益  871  6,513  1,010  1,570  871  10,838 ( )2,643  8,194
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．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 

 （単位：百万円）

 （注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外販売会社、運送業、

   不動産業等を営んでおります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、報告セグメントに帰属しない基礎研究開発に係る費用

   等であります。 

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

   

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

   第１四半期連結会計期間より、会社組織の変更に伴い、従来「特殊品」に区分していた製品の一部につい

て、「機能部材」へ報告セグメントの変更を行っております。 

   なお、会社組織変更後の区分により作成した前第２四半期連結累計期間に係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、「前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平

成23年９月30日）」に記載しております。  

  

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  

 記載すべき重要な事項はありません。 

   

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
調整額 

（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（注）３ 
化成品 特殊品 セメント 機能部材

売上高    

(1）外部顧客への売上高  38,079  21,089  34,072  23,405  9,339  125,985  ―  125,985

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 443  4,235  59  1,121  10,438  16,299 ( )16,299  ―

計  38,522  25,325  34,132  24,526  19,778  142,285 ( )16,299  125,985

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △152  △440  2,247  1,184  1,269  4,109 ( )3,316  792
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