
 

平成 26年５月 13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）「平成 23年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、平成 26年５月９日付「過年度決算（個別）の訂正に関するお知らせ」において過年

度決算を訂正する旨の公表をしておりますが、これに基づき「平成 23年３月期決算短信〔日本

基準〕（連結）」（平成 23年５月 11日公表）の記載事項の一部について訂正を行うことといたし

ましたので、お知らせいたします。 

なお、訂正箇所につきましては、  下線を付して表示しております。 

また、連結財務諸表の訂正はありません。 

 

訂正の概要につきましては、本日付「過年度に係る有価証券報告書の訂正報告書等の提出およ

び決算短信における個別財務諸表の訂正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期 265,484 △4.8 15,425 356.1 18,588 179.8 21,204 ―

22年３月期 278,843 △12.0 3,381 ― 6,643 ― △39,559 ―

円 銭 円 銭

23年３月期 22.23

22年３月期 ―

（訂正後）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期 265,484 △4.8 15,425 356.1 18,588 179.8 21,040 ―

22年３月期 278,843 △12.0 3,381 ― 6,643 ― △39,559 ―

円 銭 円 銭

23年３月期 22.06

22年３月期 ―

（訂正前）

円 銭

23年３月期 130.48

【サマリー情報】
（参考）個別業績の概要
１．平成23年３月期の個別業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
 （１）個別経営成績
（訂正前） （％表示は対前期増減率）

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

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

22.34

△41.81

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

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

22.17

△41.81

 （２）個別財政状態

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 ％

546,557 123,820 22.7

（％表示は対前期増減率）

22年３月期 112.01

（訂正後）

円 銭

23年３月期 119.41

22年３月期 101.11

628,462 106,306 16.9

　（参考） 自己資本 　　 　　　23年３月期　123,820百万円 　　 　　　22年３月期　106,306百万円

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 ％

536,050 113,314 21.1

618,119 95,963 15.5

　（参考） 自己資本 　　 　　　23年３月期　113,314百万円 　　 　　　22年３月期　95,963百万円
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【添付資料】
５.個別財務諸表
 （１）貸借対照表
（訂正前） （単位：百万円）

前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

資産の部

　　（中略）

　固定資産

　　（中略）

　　投資その他の資産

　　（中略）

　　　貸倒引当金 △71,674 △55,981

　　　投資その他の資産合計 232,367 216,927

　　固定資産合計 460,720 440,184

　資産合計 628,462 546,557

純資産の部

　株主資本

　　（中略）

　　利益剰余金

　　　その他利益剰余金

　　（中略）

　　　　繰越利益剰余金 △76,249 3,071

　　　利益剰余金合計 △26,421 21,204

　　自己株式 △249 △262

　　株主資本合計 100,684 121,875

　　（中略）

　純資産合計 106,306 123,820

負債純資産合計 628,462 546,557

（訂正後） （単位：百万円）
前事業年度 当事業年度前事業年度

（平成22年３月31日）
当事業年度

（平成23年３月31日）
資産の部

　　（中略）

　固定資産

　　（中略）

　　投資その他の資産

　　（中略）

　　　貸倒引当金 △82,017 △66,488

　　　投資その他の資産合計 222,024 206,421

　　固定資産合計 450,377 429,678

　資産合計 618,119 536,050

純資産の部

　株主資本

　　（中略）

　　利益剰余金

　　　その他利益剰余金

　　（中略）

　　　　繰越利益剰余金 △86,592 △7,435

　　　利益剰余金合計 △36,764 10,697

　　自己株式 △249 △262

　　株主資本合計 90,341 111,368

　　（中略）

　純資産合計 95,963 113,314

負債純資産合計 618,119 536,050

3



 （２）損益計算書
（訂正前） （単位：百万円）

前事業年度
（自 平成21年４月１日）
（至 平成22年３月31日）

当事業年度
（自 平成22年４月１日）
（至 平成23年３月31日）

　　（中略）

経常利益 6,643 18,588

特別利益

　固定資産処分益 178 12,712

　投資有価証券売却益 384 4,810

　退職給付信託設定益 ― 2,669

　貸倒引当金戻入額 ― 379

　事業構造改革費用戻入益 ― 2,550

　特別利益合計 563 23,121

特別損失

　固定資産処分損 1,341 1,040

　貸倒引当金繰入額 6,392 ―

　関係会社整理損 0 318

　投資有価証券評価損 6,048 4,003

　投資有価証券売却損 1 151

　減損損失 1,456 325

　災害による損失 ― 8,269

　事業構造改革費用 31,306 ―

　資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ― 1,629

　特別損失合計 46,548 15,736

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △39,341 25,974

法人税、住民税及び事業税 242 229

法人税等調整額 △25 4,540

法人税等合計 217 4,769

当期純利益又は当期純損失（△） △39,559 21,204

（訂正後） （単位：百万円）
前事業年度 当事業年度前事業年度

（自 平成21年４月１日）
（至 平成22年３月31日）

当事業年度
（自 平成22年４月１日）
（至 平成23年３月31日）

　　（中略）

経常利益 6,643 18,588

特別利益

　固定資産処分益 178 12,712

　投資有価証券売却益 384 4,810

　退職給付信託設定益 ― 2,669

　貸倒引当金戻入額 ― 216

　事業構造改革費用戻入益 ― 2,550

　特別利益合計 563 22,958

特別損失

　固定資産処分損 1,341 1,040

　貸倒引当金繰入額 6,392 ―

　関係会社整理損 0 318

　投資有価証券評価損 6,048 4,003

　投資有価証券売却損 1 151

　減損損失 1,456 325

　災害による損失 ― 8,269

　事業構造改革費用 31,306 ―

　資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ― 1,629

　特別損失合計 46,548 15,736

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △39,341 25,810

法人税、住民税及び事業税 242 229

法人税等調整額 △25 4,540

法人税等合計 217 4,769

当期純利益又は当期純損失（△） △39,559 21,040
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 （３）株主資本等変動計算書
（訂正前） （単位：百万円）

前事業年度
（自 平成21年４月１日）
（至 平成22年３月31日）

当事業年度
（自 平成22年４月１日）
（至 平成23年３月31日）

株主資本

　　（中略）

　利益剰余金

　　その他利益剰余金

　　（中略）

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 △37,911 △76,249

　　　　当期変動額

　　　　　探鉱準備金の取崩 181 181

　　　　　探鉱準備金の積立 △181 ―

　　　　　固定資産圧縮準備金の取崩 1,258 3,617

　　　　　固定資産圧縮準備金の積立 △38 ―

　　　　　欠損填補 ― 54,317

　　　　　当期純利益又は当期純損失（△） △39,559 21,204

　　　　　当期変動額合計 △38,338 79,320

　　　　当期末残高 △76,249 3,071

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 13,137 △26,421

　　　当期変動額

　　　　探鉱準備金の取崩 ― ―

　　　　探鉱準備金の積立 ― ―

　　　　固定資産圧縮準備金の取崩 ― ―

　　　　固定資産圧縮準備金の積立 ― ―

　　　　欠損填補 ― 26,421

　　　　当期純利益又は当期純損失（△） △39,559 21,204

　　　　当期変動額合計 △39,559 47,625

　　　当期末残高 △26,421 21,204

　　（中略）

　株主資本合計

　　前期末残高 139,872 100,684

　　当期変動額

　　　当期純利益又は当期純損失（△） △39,559 21,204

　　　自己株式の取得 △787 △14

　　　自己株式の処分 2 1

　　　株式交換による変動 1,155 ―

　　　当期変動額合計 △39,187 21,190

　　当期末残高 100,684 121,875

　　（中略）

純資産合計

　前期末残高 144,943 106,306

　当期変動額

　　当期純利益又は当期純損失（△） △39,559 21,204

　　自己株式の取得 △787 △14

　　自己株式の処分 2 1

　　株式交換による変動 1,155 ―

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 549 △3,676

　　当期変動額合計 △38,637 17,514

　当期末残高 106,306 123,820
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（訂正後） （単位：百万円）
前事業年度

（自 平成21年４月１日）
（至 平成22年３月31日）

当事業年度
（自 平成22年４月１日）
（至 平成23年３月31日）

株主資本

　　（中略）

　利益剰余金

　　その他利益剰余金

　　（中略）

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 △48,254 △86,592

　　　　当期変動額

　　　　　探鉱準備金の取崩 181 181

　　　　　探鉱準備金の積立 △181 ―

　　　　　固定資産圧縮準備金の取崩 1,258 3,617

　　　　　固定資産圧縮準備金の積立 △38 ―

　　　　　欠損填補 ― 54,317

　　　　　当期純利益又は当期純損失（△） △39,559 21,040

　　　　　当期変動額合計 △38,338 79,157

　　　　当期末残高 △86,592 △7,435

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 2,794 △36,764

　　　当期変動額

　　　　探鉱準備金の取崩 ― ―

　　　　探鉱準備金の積立 ― ―

　　　　固定資産圧縮準備金の取崩 ― ―

　　　　固定資産圧縮準備金の積立 ― ―

　　　　欠損填補 ― 26,421

　　　　当期純利益又は当期純損失（△） △39,559 21,040

　　　　当期変動額合計 △39,559 47,462

　　　当期末残高 △36,764 10,697

（中略）　　（中略）

　株主資本合計

　　前期末残高 129,528 90,341

　　当期変動額

　　　当期純利益又は当期純損失（△） △39,559 21,040

　　　自己株式の取得 △787 △14

　　　自己株式の処分 2 1

　　　株式交換による変動 1,155 ―

　　　当期変動額合計 △39,187 21,027

　　当期末残高 90,341 111,368

　　（中略）

純資産合計

　前期末残高 134,600 95,963

　当期変動額

　　当期純利益又は当期純損失（△） △39,559 21,040

　　自己株式の取得 △787 △14

　　自己株式の処分 2 1

　　株式交換による変動 1,155 ―

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 549 △3,676

　　当期変動額合計 △38,637 17,351

　当期末残高 95,963 113,314

以　　上
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