
 

 

平成 24 年 5 月 14 日 

各 位 

 

会 社 名 太 平 洋 セ メ ン ト 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 福田 修二 

（コード番号 5233 東証第１部、福証） 

問合せ先 総 務 部 長   荒木 誠一 

（Ｔｅｌ ０３－５５３１－７３３４） 

 

(訂正・数値データ訂正あり) 

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

 

 

平成 24 年２月９日に公表いたしました「平成 24 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」

の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、訂正箇所に

つきましては下線を付しております。 

また、あわせて数値データにつきましても訂正いたします。 

 

 

記 

 

 

【サマリー情報】 

（訂正前） 

１．平成 24 年３月期第３四半期の連結業績(平成 23 年４月１日～平成 23 年 12 月 31 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３四半期 539,819 0.5 18,752 119.2 10,376 610.6 1,096 －

23 年３月期第３四半期 537,326 △1.6 8,554 131.9 1,460 △39.6 △5,568 －

 (注)包括利益 24 年３月期第３四半期 △5,765 百万円(－％) 23 年３月期第３四半期 △19,339 百万円(－％) 

 

(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３四半期 997,351 189,277 16.4 

23 年３月期 998,741 166,819 14.1 

 (参考)自己資本 24 年３月期第３四半期 163,195 百万円 23 年３月期 140,441 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（訂正後） 

１．平成 24 年３月期第３四半期の連結業績(平成 23 年４月１日～平成 23 年 12 月 31 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３四半期 539,819 0.5 18,752 119.2 10,376 610.6 1,096 －

23 年３月期第３四半期 537,326 △1.6 8,554 131.9 1,460 △39.6 △5,568 －

 (注)包括利益 24 年３月期第３四半期 △5,403 百万円(－％) 23 年３月期第３四半期 △19,339 百万円(－％) 

 

(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３四半期 997,351 189,639 16.4 

23 年３月期 998,741 166,819 14.1 

 (参考)自己資本 24 年３月期第３四半期 163,400 百万円 23 年３月期 140,441 百万円 

 

 

【添付資料】 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

  (前略) 

負債は前連結会計年度末に比べ 238 億円減少して 8,080 億円となりました。流動負債は前連結会計年度末に比べ

197 億円減少して 4,530 億円、固定負債は同 40 億円減少して 3,549 億円となりました。流動負債減少の主な要因は

その他の流動負債が増加した一方で、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、１年内償還予定の社債が減少したこ

とによるものであります。固定負債減少の主な要因はその他の固定負債が増加した一方で、社債を流動負債へ振替

えたことによるものであります。有利子負債（短期借入金、コマーシャル・ペーパー、１年内償還予定の社債、社

債、長期借入金の合計額）は、前連結会計年度末に比べ 380 億円減少して 5,281 億円となりました。 

純資産は前連結会計年度末に比べ 224 億円増加して 1,892 億円となりました。主な要因は、資本金及び資本剰余

金が増加したことによるものであります。 

  (後略) 

 

（訂正後） 

  (前略) 

負債は前連結会計年度末に比べ 242 億円減少して 8,077 億円となりました。流動負債は前連結会計年度末に比べ

197 億円減少して 4,530 億円、固定負債は同 44 億円減少して 3,546 億円となりました。流動負債減少の主な要因は

その他の流動負債が増加した一方で、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、１年内償還予定の社債が減少したこ

とによるものであります。固定負債減少の主な要因はその他の固定負債が増加した一方で、社債を流動負債へ振替

えたことによるものであります。有利子負債（短期借入金、コマーシャル・ペーパー、１年内償還予定の社債、社

債、長期借入金の合計額）は、前連結会計年度末に比べ 380 億円減少して 5,281 億円となりました。 

純資産は前連結会計年度末に比べ 228 億円増加して 1,896 億円となりました。主な要因は、資本金及び資本剰余

金が増加したことによるものであります。 

  (後略) 

 

 

 

 

 



 

 

 

３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

(単位：百万円)
前連結会計年度 当第３四半期連結会計期

(平成23年３月31日) (平成23年12月31日)
資産の部
　　　（中略）
負債の部
　　　（中略）
　固定負債
　　　（中略）
　　その他 73,827 76,683
　　固定負債合計 359,044 354,987
負債合計 831,922 808,073
純資産の部
　　　（中略）
　その他の包括利益累計額
　　その他有価証券評価差額金 2,393 1,496
　　繰延ヘッジ損益 54 △5
　　土地再評価差額金 4,447 4,677
　　為替換算調整勘定 △49,503 △56,093
　　在外子会社の退職給付債務調整額 △2,446 △2,100
　　その他の包括利益累計額合計 △45,053 △52,026
　少数株主持分 26,378 26,082
　純資産合計 166,819 189,277
負債純資産合計 998,741 997,351  

 

（訂正後） 

(単位：百万円)
前連結会計年度 当第３四半期連結会計期

(平成23年３月31日) (平成23年12月31日)
資産の部
　　　（中略）
負債の部
　　　（中略）
　固定負債
　　　（中略）
　　その他 73,827 76,321
　　固定負債合計 359,044 354,624
負債合計 831,922 807,711
純資産の部
　　　（中略）
　その他の包括利益累計額
　　その他有価証券評価差額金 2,393 1,499
　　繰延ヘッジ損益 54 △5
　　土地再評価差額金 4,447 4,877
　　為替換算調整勘定 △49,503 △56,093
　　在外子会社の退職給付債務調整額 △2,446 △2,100
　　その他の包括利益累計額合計 △45,053 △51,821
　少数株主持分 26,378 26,239
　純資産合計 166,819 189,639
負債純資産合計 998,741 997,351  

 

 



 

 

 

（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 

  四半期連結包括利益計算書 

   第３四半期累計期間 

（訂正前） 

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
 （自　平成22年４月１日  （自　平成23年４月１日
　 至　平成22年12月31日）  　至　平成23年12月31日）

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主持分調整前四半期順損失（△）

△5,088 1,826

その他の包括利益
　その他有価証券評価差額金 △2,972 △778
　繰延ヘッジ損益 1 △23
　為替換算調整勘定 △9,134 △4,821

　土地再評価差額金 － 400
　在外子会社の退職給付債務調整額 389 346
　持分法適用会社に対する持分相当額 △2,535 △2,715
その他の包括利益合計 △14,251 △7,592
四半期包括利益 △19,339 △5,765
（内訳）
　親会社株主に係る四半期包括利益 △18,337 △5,857
　少数株主に係る四半期包括利益 △1,002 91  

 

（訂正後） 

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
 （自　平成22年４月１日  （自　平成23年４月１日
　 至　平成22年12月31日）  　至　平成23年12月31日）

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主持分調整前四半期順損失（△）

△5,088 1,826

その他の包括利益
　その他有価証券評価差額金 △2,972 △771
　繰延ヘッジ損益 1 △23
　為替換算調整勘定 △9,134 △4,821
　土地再評価差額金 － 756
　在外子会社の退職給付債務調整額 389 346
　持分法適用会社に対する持分相当額 △2,535 △2,715
その他の包括利益合計 △14,251 △7,229
四半期包括利益 △19,339 △5,403
（内訳）
　親会社株主に係る四半期包括利益 △18,337 △5,652
　少数株主に係る四半期包括利益 △1,002 249  
 

以 上 


