
平成１４年度決算説明会平成１４年度決算説明会平成１４年度決算説明会平成１４年度決算説明会

日時：平成１５年５月２１日（水）日時：平成１５年５月２１日（水）日時：平成１５年５月２１日（水）日時：平成１５年５月２１日（水）
場所：太平洋セメント㈱　２２階　講堂場所：太平洋セメント㈱　２２階　講堂場所：太平洋セメント㈱　２２階　講堂場所：太平洋セメント㈱　２２階　講堂



［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］

［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］

［参考資料］［参考資料］［参考資料］［参考資料］［参考資料］［参考資料］［参考資料］［参考資料］



［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］



［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］［平成１４年度決算　業績］

６　連結経常利益の増減６　連結経常利益の増減６　連結経常利益の増減６　連結経常利益の増減６　連結経常利益の増減６　連結経常利益の増減６　連結経常利益の増減６　連結経常利益の増減

１　業績概要１　業績概要１　業績概要１　業績概要１　業績概要１　業績概要１　業績概要１　業績概要

２　セグメント別概況２　セグメント別概況２　セグメント別概況２　セグメント別概況２　セグメント別概況２　セグメント別概況２　セグメント別概況２　セグメント別概況

３　対前年度比較（事業の種類別）３　対前年度比較（事業の種類別）３　対前年度比較（事業の種類別）３　対前年度比較（事業の種類別）３　対前年度比較（事業の種類別）３　対前年度比較（事業の種類別）３　対前年度比較（事業の種類別）３　対前年度比較（事業の種類別）

４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要

５　対前年度比較（所在地別）５　対前年度比較（所在地別）５　対前年度比較（所在地別）５　対前年度比較（所在地別）５　対前年度比較（所在地別）５　対前年度比較（所在地別）５　対前年度比較（所在地別）５　対前年度比較（所在地別）

７　比較貸借対照表７　比較貸借対照表７　比較貸借対照表７　比較貸借対照表７　比較貸借対照表７　比較貸借対照表７　比較貸借対照表７　比較貸借対照表

８　比較キャッシュ・フロー計算書８　比較キャッシュ・フロー計算書８　比較キャッシュ・フロー計算書８　比較キャッシュ・フロー計算書８　比較キャッシュ・フロー計算書８　比較キャッシュ・フロー計算書８　比較キャッシュ・フロー計算書８　比較キャッシュ・フロー計算書



１　業績概要１　業績概要１　業績概要１　業績概要

売　　　上　　 　高売　　　上　　 　高売　　　上　　 　高売　　　上　　 　高

営　　業　　利　　益営　　業　　利　　益営　　業　　利　　益営　　業　　利　　益

経　　常　　利　　益経　　常　　利　　益経　　常　　利　　益経　　常　　利　　益

税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益

当　期　純　利　益当　期　純　利　益当　期　純　利　益当　期　純　利　益

9,2799,2799,2799,279億円億円億円億円 （△（△（△（△516516516516億円億円億円億円 △△△△5555％）％）％）％）

460460460460億円億円億円億円 （（（（ 93939393億円億円億円億円 25252525％）％）％）％）

233233233233億円億円億円億円 （（（（ 207207207207億円億円億円億円 793793793793％）％）％）％）

167167167167億円億円億円億円 （（（（ 　　　　350350350350億円億円億円億円 　ー　　ー　　ー　　ー　 ））））

62626262億円億円億円億円 （　（　（　（　 283283283283億円億円億円億円 ーーーー ））））

対　前年度対　前年度対　前年度対　前年度

平成１４年度平成１４年度平成１４年度平成１４年度



２　セグメント別概況２　セグメント別概況２　セグメント別概況２　セグメント別概況

事業の種類別セグメント情報事業の種類別セグメント情報事業の種類別セグメント情報事業の種類別セグメント情報

売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益

セメントセメントセメントセメントセメントセメントセメントセメント

資源資源資源資源資源資源資源資源

建材・建材・建材・建材・建材・建材・建材・建材・
建築土木建築土木建築土木建築土木建築土木建築土木建築土木建築土木

不動産不動産不動産不動産不動産不動産不動産不動産

その他その他その他その他その他その他その他その他

1,9671,048

1,146

3,933

179

2,151

128125

57

40

57

69

海外海外海外海外海外海外海外海外 国内国内国内国内国内国内国内国内 海外海外海外海外海外海外海外海外国内国内国内国内国内国内国内国内

1,0002,0003,0004,000 0 0 300200100

3,015 253

単位：億円

その他その他その他その他その他その他その他その他

ゼロエミ　ゼロエミ　ゼロエミ　ゼロエミ　ゼロエミ　ゼロエミ　ゼロエミ　ゼロエミ　511511
CE CE 487487
他他他他他他他他 1,1531,153



２　セグメント別概況２　セグメント別概況２　セグメント別概況２　セグメント別概況

所在地別セグメント情報所在地別セグメント情報所在地別セグメント情報所在地別セグメント情報

本邦本邦

売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益

北米北米

アジアアジア

その他その他その他その他その他その他その他その他

2,0004,0006,0008,000 -50 0 300200100

7,836

774

669

42 -3

46

92

335

単位：億円

アジアアジアアジアアジアアジアアジアアジアアジア
セメント　　３３９セメント　　３３９セメント　　３３９セメント　　３３９セメント　　３３９セメント　　３３９セメント　　３３９セメント　　３３９
CECECECECECECECE　　　　　３３０　　　　　３３０　　　　　３３０　　　　　３３０　　　　　３３０　　　　　３３０　　　　　３３０　　　　　３３０

その他その他その他その他その他その他その他その他
セメント　　　　７セメント　　　　７セメント　　　　７セメント　　　　７セメント　　　　７セメント　　　　７セメント　　　　７セメント　　　　７
CECECECECECECECE　　　　　　３５　　　　　　３５　　　　　　３５　　　　　　３５　　　　　　３５　　　　　　３５　　　　　　３５　　　　　　３５

0



３　対前年度比較３　対前年度比較３　対前年度比較３　対前年度比較

4722691052,0462,151その他

10△29△18161△1,307△1,146消去又は全社

1251253△1563,1713,015セメント

34640△4764,4103,933建材・建築土木

93367460△5169,7959,279合計

25457△2181179不動産

△36057△1471,2931,146資源

増減13年度14年度増減13年度14年度

営業利益売上高

単位：億円
事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別



４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要

単位：億円

1251253△ 1563,1713,015セメント

増減13年度14年度増減13年度14年度

営業利益売上高

＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞
・国内セメントの減益・国内セメントの減益・国内セメントの減益・国内セメントの減益・国内セメントの減益・国内セメントの減益・国内セメントの減益・国内セメントの減益 　　　　△１０億円　　　　△１０億円　　　　△１０億円　　　　△１０億円　　　　△１０億円　　　　△１０億円　　　　△１０億円　　　　△１０億円
・海外セメントの増益・海外セメントの増益・海外セメントの増益・海外セメントの増益・海外セメントの増益・海外セメントの増益・海外セメントの増益・海外セメントの増益 　　　　＋１２億円　　　　＋１２億円　　　　＋１２億円　　　　＋１２億円　　　　＋１２億円　　　　＋１２億円　　　　＋１２億円　　　　＋１２億円

＜販売数量＞＜販売数量＞＜販売数量＞＜販売数量＞＜販売数量＞＜販売数量＞＜販売数量＞＜販売数量＞
・国内需要・国内需要・国内需要・国内需要・国内需要・国内需要・国内需要・国内需要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６６６６６６６６,,３５１万ｔ３５１万ｔ３５１万ｔ３５１万ｔ３５１万ｔ３５１万ｔ３５１万ｔ３５１万ｔ
　　内当社販売数量　　内当社販売数量　　内当社販売数量　　内当社販売数量　　内当社販売数量　　内当社販売数量　　内当社販売数量　　内当社販売数量 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２２２２２２２２,,３４２万ｔ３４２万ｔ３４２万ｔ３４２万ｔ３４２万ｔ３４２万ｔ３４２万ｔ３４２万ｔ

＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞
・国内セメントの減収・国内セメントの減収・国内セメントの減収・国内セメントの減収・国内セメントの減収・国内セメントの減収・国内セメントの減収・国内セメントの減収 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 △１８３億円△１８３億円△１８３億円△１８３億円△１８３億円△１８３億円△１８３億円△１８３億円
・海外セメントの増収・海外セメントの増収・海外セメントの増収・海外セメントの増収・海外セメントの増収・海外セメントの増収・海外セメントの増収・海外セメントの増収 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＋２７億円＋２７億円＋２７億円＋２７億円＋２７億円＋２７億円＋２７億円＋２７億円



△36057△1471,2931,146資源

増減13年度14年度増減13年度14年度

営業利益売上高

単位：億円

４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要

＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞
・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　　　　　　　△７９億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　　　　　　　△７９億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　　　　　　　△７９億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　　　　　　　△７９億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　　　　　　　△７９億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　　　　　　　△７９億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　　　　　　　△７９億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　　　　　　　△７９億円
・骨材の減少などによる子会社の減収・骨材の減少などによる子会社の減収・骨材の減少などによる子会社の減収・骨材の減少などによる子会社の減収・骨材の減少などによる子会社の減収・骨材の減少などによる子会社の減収・骨材の減少などによる子会社の減収・骨材の減少などによる子会社の減収 　　　　　　　　△４７億円　　　　　　　　△４７億円　　　　　　　　△４７億円　　　　　　　　△４７億円　　　　　　　　△４７億円　　　　　　　　△４７億円　　　　　　　　△４７億円　　　　　　　　△４７億円

＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞
・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　　　　　　　　△１４億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　　　　　　　　△１４億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　　　　　　　　△１４億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　　　　　　　　△１４億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　　　　　　　　△１４億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　　　　　　　　△１４億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　　　　　　　　△１４億円・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　　　　　　　　△１４億円
・合理化などによる子会社の増益・合理化などによる子会社の増益・合理化などによる子会社の増益・合理化などによる子会社の増益・合理化などによる子会社の増益・合理化などによる子会社の増益・合理化などによる子会社の増益・合理化などによる子会社の増益 　　　　　　　　＋１１億円　　　　　　　　＋１１億円　　　　　　　　＋１１億円　　　　　　　　＋１１億円　　　　　　　　＋１１億円　　　　　　　　＋１１億円　　　　　　　　＋１１億円　　　　　　　　＋１１億円



34640△4764,4103,933建材・建築土木

増減13年度14年度増減13年度14年度

営業利益売上高

単位：億円

４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要

＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞
・需要減少・需要減少・需要減少・需要減少・需要減少・需要減少・需要減少・需要減少,,商流の簡素化などに伴う生コン事業の減収　　△４８６億円商流の簡素化などに伴う生コン事業の減収　　△４８６億円商流の簡素化などに伴う生コン事業の減収　　△４８６億円商流の簡素化などに伴う生コン事業の減収　　△４８６億円商流の簡素化などに伴う生コン事業の減収　　△４８６億円商流の簡素化などに伴う生コン事業の減収　　△４８６億円商流の簡素化などに伴う生コン事業の減収　　△４８６億円商流の簡素化などに伴う生コン事業の減収　　△４８６億円

＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞
・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　＋１４億円　　＋１４億円　　＋１４億円　　＋１４億円　　＋１４億円　　＋１４億円　　＋１４億円　　＋１４億円
・合理化などによる生コン事業の増益・合理化などによる生コン事業の増益・合理化などによる生コン事業の増益・合理化などによる生コン事業の増益・合理化などによる生コン事業の増益・合理化などによる生コン事業の増益・合理化などによる生コン事業の増益・合理化などによる生コン事業の増益 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＋１４億円＋１４億円＋１４億円＋１４億円＋１４億円＋１４億円＋１４億円＋１４億円



25457△2181179不動産

増減13年度14年度増減13年度14年度

営業利益売上高

単位：億円

４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要



4722691052,0462,151その他

増減13年度14年度増減13年度14年度

営業利益売上高

単位：億円

４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要

＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞
・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＋１１６億円＋１１６億円＋１１６億円＋１１６億円＋１１６億円＋１１６億円＋１１６億円＋１１６億円
・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収　　　　　　　　 ＋８０億円＋８０億円＋８０億円＋８０億円＋８０億円＋８０億円＋８０億円＋８０億円
・運輸・倉庫事業の増収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・運輸・倉庫事業の増収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・運輸・倉庫事業の増収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・運輸・倉庫事業の増収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・運輸・倉庫事業の増収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・運輸・倉庫事業の増収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・運輸・倉庫事業の増収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・運輸・倉庫事業の増収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＋６７億円＋６７億円＋６７億円＋６７億円＋６７億円＋６７億円＋６７億円＋６７億円

＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞
・ゼロエミッション事業の増益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋２７億円・ゼロエミッション事業の増益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋２７億円・ゼロエミッション事業の増益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋２７億円・ゼロエミッション事業の増益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋２７億円・ゼロエミッション事業の増益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋２７億円・ゼロエミッション事業の増益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋２７億円・ゼロエミッション事業の増益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋２７億円・ゼロエミッション事業の増益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋２７億円
・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益 　＋３億円　＋３億円　＋３億円　＋３億円　＋３億円　＋３億円　＋３億円　＋３億円
・運輸・倉庫事業の増益・運輸・倉庫事業の増益・運輸・倉庫事業の増益・運輸・倉庫事業の増益・運輸・倉庫事業の増益・運輸・倉庫事業の増益・運輸・倉庫事業の増益・運輸・倉庫事業の増益 ＋１７億円＋１７億円＋１７億円＋１７億円＋１７億円＋１７億円＋１７億円＋１７億円



５　対前年度比較５　対前年度比較５　対前年度比較５　対前年度比較

9△20△11△ 4△38△43消去又は全社

93367460△5169,7959,279合計

69266335△ 5878,4247,836本邦

44146107562669アジア

△30△3△165842その他

127992△14788774北米

増減13年度14年度増減13年度14年度

営業利益売上高

単位：億円所在地別所在地別所在地別所在地別所在地別所在地別所在地別所在地別



６　連結経常利益の増減６　連結経常利益の増減６　連結経常利益の増減６　連結経常利益の増減

経常利益経常利益経常利益経常利益 ＋793 %＋20726233

対前年度増減１３年度１４年度

１１..　営業利益の増減　営業利益の増減 ９３９３億円億円

２２..　持分法投資損失の増減　持分法投資損失の増減 １２６億円１２６億円
（内双龍セメント投資損益の増減（内双龍セメント投資損益の増減 １０７億円）１０７億円）

３３..　金融損益の増減　金融損益の増減 １２億円１２億円

４４..　為替差損益　為替差損益 △１６億円△１６億円

５５..　その他　その他 △８億円△８億円

単位：億円対平成１３年度対平成１３年度対平成１３年度対平成１３年度



７　比較貸借対照表７　比較貸借対照表７　比較貸借対照表７　比較貸借対照表

△1,05815,15914,101負債・少数株主持負債・少数株主持負債・少数株主持負債・少数株主持
分及び資本合計分及び資本合計分及び資本合計分及び資本合計

△1,05815,15914,101資産合計資産合計資産合計資産合計

△542,1262,072資本合計資本合計資本合計資本合計

△18296278少数株主持分少数株主持分少数株主持分少数株主持分△862,4502,364　　　　投資その他の資産投資その他の資産投資その他の資産投資その他の資産

△18557539　　　　無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産

△98612,73611,750負債合計負債合計負債合計負債合計△6788,0067,328　　　　有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産

△7426,0585,316固定負債固定負債固定負債固定負債△78311,01510,232固定資産固定資産固定資産固定資産

△2456,6786,433流動負債流動負債流動負債流動負債△2754,1443,869流動資産流動資産流動資産流動資産

差異差異差異差異Ｈ１４Ｈ１４Ｈ１４Ｈ１４

３月期３月期３月期３月期

Ｈ１５Ｈ１５Ｈ１５Ｈ１５

３月期３月期３月期３月期

差異差異差異差異Ｈ１４Ｈ１４Ｈ１４Ｈ１４

３月期３月期３月期３月期

Ｈ１５Ｈ１５Ｈ１５Ｈ１５

３月期３月期３月期３月期

賃貸不動産流動化・売却、糸魚川発電ＩＰＰ共同事業化に伴う賃貸不動産流動化・売却、糸魚川発電ＩＰＰ共同事業化に伴う賃貸不動産流動化・売却、糸魚川発電ＩＰＰ共同事業化に伴う賃貸不動産流動化・売却、糸魚川発電ＩＰＰ共同事業化に伴う
　有形固定資産の減少　　　有形固定資産の減少　　　有形固定資産の減少　　　有形固定資産の減少　　 　　　　　　△２５６億円　　　　　　△２５６億円　　　　　　△２５６億円　　　　　　△２５６億円

有利子負債減少額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５８０億円有利子負債減少額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５８０億円有利子負債減少額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５８０億円有利子負債減少額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５８０億円

単位：億円



８　比較キャッシュ・フロー計算書８　比較キャッシュ・フロー計算書８　比較キャッシュ・フロー計算書８　比較キャッシュ・フロー計算書

104808912現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高

△1816△2新規連結等による期首残高新規連結等による期首残高新規連結等による期首残高新規連結等による期首残高

△55863808現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高

177△71106現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額

△2817△11換算差額換算差額換算差額換算差額

△220△274△494財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

532△51220投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

△106697591営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

比較増減比較増減比較増減比較増減１３年度１３年度１３年度１３年度１４年度１４年度１４年度１４年度

単位：億円比較キャッシュ・フロー計算書比較キャッシュ・フロー計算書比較キャッシュ・フロー計算書比較キャッシュ・フロー計算書

賃貸不動産流動化・売却、糸魚川発電ＩＰＰ共同事業化に伴う賃貸不動産流動化・売却、糸魚川発電ＩＰＰ共同事業化に伴う賃貸不動産流動化・売却、糸魚川発電ＩＰＰ共同事業化に伴う賃貸不動産流動化・売却、糸魚川発電ＩＰＰ共同事業化に伴う
　投資活動のキャッシュイン　　　投資活動のキャッシュイン　　　投資活動のキャッシュイン　　　投資活動のキャッシュイン　　 ２９１億円２９１億円２９１億円２９１億円



［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］［平成１５年度　業績見通し］



［平成１５年度業績　見通し］［平成１５年度業績　見通し］［平成１５年度業績　見通し］［平成１５年度業績　見通し］

　１　　１　　１　　１　　１　　１　　１　　１　業績予想の前提条件業績予想の前提条件業績予想の前提条件業績予想の前提条件業績予想の前提条件業績予想の前提条件業績予想の前提条件業績予想の前提条件

　２　　２　　２　　２　　２　　２　　２　　２　業績予想概要業績予想概要業績予想概要業績予想概要業績予想概要業績予想概要業績予想概要業績予想概要

　４　　４　　４　　４　　４　　４　　４　　４　各事業セグメントの業績概要各事業セグメントの業績概要各事業セグメントの業績概要各事業セグメントの業績概要各事業セグメントの業績概要各事業セグメントの業績概要各事業セグメントの業績概要各事業セグメントの業績概要

　５　　５　　５　　５　　５　　５　　５　　５　中間業績予想対前期実績比較中間業績予想対前期実績比較中間業績予想対前期実績比較中間業績予想対前期実績比較中間業績予想対前期実績比較中間業績予想対前期実績比較中間業績予想対前期実績比較中間業績予想対前期実績比較

　３　　３　　３　　３　　３　　３　　３　　３　業績予想対前年度実績比較業績予想対前年度実績比較業績予想対前年度実績比較業績予想対前年度実績比較業績予想対前年度実績比較業績予想対前年度実績比較業績予想対前年度実績比較業績予想対前年度実績比較



１　業績予想の前提条件１　業績予想の前提条件１　業績予想の前提条件１　業績予想の前提条件

１．国内ｾﾒﾝﾄ総需要　　　　　６１．国内ｾﾒﾝﾄ総需要　　　　　６１．国内ｾﾒﾝﾄ総需要　　　　　６１．国内ｾﾒﾝﾄ総需要　　　　　６１．国内ｾﾒﾝﾄ総需要　　　　　６１．国内ｾﾒﾝﾄ総需要　　　　　６１．国内ｾﾒﾝﾄ総需要　　　　　６１．国内ｾﾒﾝﾄ総需要　　　　　６,,１００万ｔ（対前年度　　△４％）１００万ｔ（対前年度　　△４％）１００万ｔ（対前年度　　△４％）１００万ｔ（対前年度　　△４％）１００万ｔ（対前年度　　△４％）１００万ｔ（対前年度　　△４％）１００万ｔ（対前年度　　△４％）１００万ｔ（対前年度　　△４％）

２．為替　期中平均レート　２．為替　期中平均レート　２．為替　期中平均レート　２．為替　期中平均レート　２．為替　期中平均レート　２．為替　期中平均レート　２．為替　期中平均レート　２．為替　期中平均レート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２４１２４１２４１２４１２４１２４１２４１２４..５５５５５５５５　　　　　　　　¥¥/$/$



２　業績予想概要２　業績予想概要２　業績予想概要２　業績予想概要

平成１５年度予想平成１５年度予想平成１５年度予想平成１５年度予想

売　　　上　　 　高売　　　上　　 　高売　　　上　　 　高売　　　上　　 　高

営　　業　　利　　益営　　業　　利　　益営　　業　　利　　益営　　業　　利　　益

経　　常　　利　　益経　　常　　利　　益経　　常　　利　　益経　　常　　利　　益

当　期　純　利　益当　期　純　利　益当　期　純　利　益当　期　純　利　益

　　　　9,0509,0509,0509,050億円億円億円億円 （（（（ △△△△229229229229億円億円億円億円 △△△△2222％）％）％）％）

　　　　　　　　 460460460460億円億円億円億円 （（（（ 0000億円億円億円億円 　　　　0000％）％）％）％）

　　　　　　　　 300300300300億円億円億円億円 （（（（ 67676767億円億円億円億円 29292929％）％）％）％）

　　　　　　　　　　　　140140140140億円億円億円億円 （　　（　　（　　（　　 78787878億円億円億円億円 124124124124％）％）％）％）

対　前年度対　前年度対　前年度対　前年度

※持分法による投資損失　　　　　※持分法による投資損失　　　　　※持分法による投資損失　　　　　※持分法による投資損失　　　　　 　　△　　△　　△　　△１４億円１４億円１４億円１４億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（対前年度　５０億円改善）　　（対前年度　５０億円改善）　　（対前年度　５０億円改善）　　（対前年度　５０億円改善）



３　業績予想対前期実績比較３　業績予想対前期実績比較３　業績予想対前期実績比較３　業績予想対前期実績比較

769761652,1512,316その他

1△18△1756△1,146△1,090消去又は全社

30253283△243,0152,991セメント

234064△2133,9333,720建材・建築土木

0460460△2299,2799,050合計

△335724△37179142不動産

△275730△1751,146971資源

増減14年度

実績

15年度

予想
増減14年度

実績

15年度

予想

営業利益売上高

単位：億円
事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別



４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要

単位：億円

30253283△243,0152,991セメント

増減14年度

実績

15年度

予想
増減14年度

実績

15年度

予想

営業利益売上高

＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞
・国内セメントの増益・国内セメントの増益・国内セメントの増益・国内セメントの増益・国内セメントの増益・国内セメントの増益・国内セメントの増益・国内セメントの増益 　　　　＋１４億円　　　　＋１４億円　　　　＋１４億円　　　　＋１４億円　　　　＋１４億円　　　　＋１４億円　　　　＋１４億円　　　　＋１４億円
・海外セメントの増益・海外セメントの増益・海外セメントの増益・海外セメントの増益・海外セメントの増益・海外セメントの増益・海外セメントの増益・海外セメントの増益 　　　　＋１５億円　　　　＋１５億円　　　　＋１５億円　　　　＋１５億円　　　　＋１５億円　　　　＋１５億円　　　　＋１５億円　　　　＋１５億円

＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞
・国内セメントの減収　　　　　　　　　　　　　　　・国内セメントの減収　　　　　　　　　　　　　　　・国内セメントの減収　　　　　　　　　　　　　　　・国内セメントの減収　　　　　　　　　　　　　　　・国内セメントの減収　　　　　　　　　　　　　　　・国内セメントの減収　　　　　　　　　　　　　　　・国内セメントの減収　　　　　　　　　　　　　　　・国内セメントの減収　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　△４１億円　　　　△４１億円　　　　△４１億円　　　　△４１億円　　　　△４１億円　　　　△４１億円　　　　△４１億円　　　　△４１億円
・海外セメントの増収　　　　　　　　　　　　　　　・海外セメントの増収　　　　　　　　　　　　　　　・海外セメントの増収　　　　　　　　　　　　　　　・海外セメントの増収　　　　　　　　　　　　　　　・海外セメントの増収　　　　　　　　　　　　　　　・海外セメントの増収　　　　　　　　　　　　　　　・海外セメントの増収　　　　　　　　　　　　　　　・海外セメントの増収　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　＋２１億円　　　　＋２１億円　　　　＋２１億円　　　　＋２１億円　　　　＋２１億円　　　　＋２１億円　　　　＋２１億円　　　　＋２１億円



△275730△1751,146971資源

増減14年度

実績

15年度

予想
増減14年度

実績

15年度

予想

営業利益売上高

単位：億円

４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要

＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞
・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　・埋立用土砂の減少などによる当社の減収　　 　　　　△１４５億円　　　　△１４５億円　　　　△１４５億円　　　　△１４５億円　　　　△１４５億円　　　　△１４５億円　　　　△１４５億円　　　　△１４５億円
・骨材の減少などによる子会社の減収　・骨材の減少などによる子会社の減収　・骨材の減少などによる子会社の減収　・骨材の減少などによる子会社の減収　・骨材の減少などによる子会社の減収　・骨材の減少などによる子会社の減収　・骨材の減少などによる子会社の減収　・骨材の減少などによる子会社の減収　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　△２９億円　　　　　△２９億円　　　　　△２９億円　　　　　△２９億円　　　　　△２９億円　　　　　△２９億円　　　　　△２９億円　　　　　△２９億円

＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞
・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　・埋立用土砂の減少などによる当社の減益　 　　　　　△２２億円　　　　　△２２億円　　　　　△２２億円　　　　　△２２億円　　　　　△２２億円　　　　　△２２億円　　　　　△２２億円　　　　　△２２億円
・骨材の減少などによる子会社の減益　　・骨材の減少などによる子会社の減益　　・骨材の減少などによる子会社の減益　　・骨材の減少などによる子会社の減益　　・骨材の減少などによる子会社の減益　　・骨材の減少などによる子会社の減益　　・骨材の減少などによる子会社の減益　　・骨材の減少などによる子会社の減益　　 　　　　　　　　 △５△５△５△５△５△５△５△５ 億円億円億円億円億円億円億円億円



234064△2133,9333,720建材・建築土木

増減14年度

実績

15年度

予想
増減14年度

実績

15年度

予想

営業利益売上高

単位：億円

４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要

＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞
・需要減少、商流の簡素化などによる生コン事業の減収　　△１５８億円・需要減少、商流の簡素化などによる生コン事業の減収　　△１５８億円・需要減少、商流の簡素化などによる生コン事業の減収　　△１５８億円・需要減少、商流の簡素化などによる生コン事業の減収　　△１５８億円・需要減少、商流の簡素化などによる生コン事業の減収　　△１５８億円・需要減少、商流の簡素化などによる生コン事業の減収　　△１５８億円・需要減少、商流の簡素化などによる生コン事業の減収　　△１５８億円・需要減少、商流の簡素化などによる生コン事業の減収　　△１５８億円

＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞
・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益・合理化などによる建材事業の増益 　　　　　　　　　　　＋２２億円　　　　　　　　　　　＋２２億円　　　　　　　　　　　＋２２億円　　　　　　　　　　　＋２２億円　　　　　　　　　　　＋２２億円　　　　　　　　　　　＋２２億円　　　　　　　　　　　＋２２億円　　　　　　　　　　　＋２２億円



△335724△37179142不動産

増減14年度

実績

15年度

予想
増減14年度

実績

15年度

予想

営業利益売上高

単位：億円

４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要

＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞
・当社賃貸・分譲事業の減益・当社賃貸・分譲事業の減益・当社賃貸・分譲事業の減益・当社賃貸・分譲事業の減益・当社賃貸・分譲事業の減益・当社賃貸・分譲事業の減益・当社賃貸・分譲事業の減益・当社賃貸・分譲事業の減益 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 △３２億円△３２億円△３２億円△３２億円△３２億円△３２億円△３２億円△３２億円

＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞
・当社賃貸・分譲事業の減収・当社賃貸・分譲事業の減収・当社賃貸・分譲事業の減収・当社賃貸・分譲事業の減収・当社賃貸・分譲事業の減収・当社賃貸・分譲事業の減収・当社賃貸・分譲事業の減収・当社賃貸・分譲事業の減収 △３９億円△３９億円△３９億円△３９億円△３９億円△３９億円△３９億円△３９億円



769761652,1512,316その他

増減14年度

実績

15年度

予想
増減14年度

実績

15年度

予想

営業利益売上高

単位：億円

４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要４　各事業セグメントの業績概要

＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞＜売上高＞
・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収・ゼロエミッション事業の増収 　＋６１億円　＋６１億円　＋６１億円　＋６１億円　＋６１億円　＋６１億円　＋６１億円　＋６１億円
・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収・セラミックス・エレクトロニクス事業の増収 ＋１９６億円＋１９６億円＋１９６億円＋１９６億円＋１９６億円＋１９６億円＋１９６億円＋１９６億円
・当社発電事業・当社発電事業・当社発電事業・当社発電事業・当社発電事業・当社発電事業・当社発電事業・当社発電事業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５３億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５３億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５３億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５３億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５３億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５３億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５３億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５３億円

＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞＜営業利益＞
・ゼロエミッション事業の増益・ゼロエミッション事業の増益・ゼロエミッション事業の増益・ゼロエミッション事業の増益・ゼロエミッション事業の増益・ゼロエミッション事業の増益・ゼロエミッション事業の増益・ゼロエミッション事業の増益 ＋１１億円＋１１億円＋１１億円＋１１億円＋１１億円＋１１億円＋１１億円＋１１億円
・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益　　　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益　　　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益　　　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益　　　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益　　　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益　　　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益　　　　　　　　　　・セラミックス・エレクトロニクス事業の増益　　　　　　　　　　 ＋１３億円＋１３億円＋１３億円＋１３億円＋１３億円＋１３億円＋１３億円＋１３億円
・当社発電事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・当社発電事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・当社発電事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・当社発電事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・当社発電事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・当社発電事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・当社発電事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・当社発電事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　△２０億円　△２０億円　△２０億円　△２０億円　△２０億円　△２０億円　△２０億円　△２０億円



５　５　５　５　中間業績予想対前年度実績比較中間業績予想対前年度実績比較中間業績予想対前年度実績比較中間業績予想対前年度実績比較

32024411,0531,095その他

△ 7△7△144△553△549消去又は全社

2971100△301,4901,460セメント

5813△1591,9371,777建材・建築土木

△7157150△2554,6054,350合計

△153116△89082不動産

△223311△101586485資源

増減14年度

中間

実績

15年度

中間

予想

増減14年度

中間

実績

15年度

中間

予想

営業利益売上高

単位：億円事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別事業の種類別



［参考資料］［参考資料］［参考資料］［参考資料］［参考資料］［参考資料］［参考資料］［参考資料］



１　１　１　１　１　１　１　１　連結の状況連結の状況連結の状況連結の状況連結の状況連結の状況連結の状況連結の状況

６　双龍セメント業績６　双龍セメント業績６　双龍セメント業績６　双龍セメント業績６　双龍セメント業績６　双龍セメント業績６　双龍セメント業績６　双龍セメント業績

２　設備投資推移２　設備投資推移２　設備投資推移２　設備投資推移２　設備投資推移２　設備投資推移２　設備投資推移２　設備投資推移

３　減価償却費推移３　減価償却費推移３　減価償却費推移３　減価償却費推移３　減価償却費推移３　減価償却費推移３　減価償却費推移３　減価償却費推移

４　４　４　４　４　４　４　４　研究開発費推移研究開発費推移研究開発費推移研究開発費推移研究開発費推移研究開発費推移研究開発費推移研究開発費推移

５　海外セメント販売数量５　海外セメント販売数量５　海外セメント販売数量５　海外セメント販売数量５　海外セメント販売数量５　海外セメント販売数量５　海外セメント販売数量５　海外セメント販売数量

［参考資料］［参考資料］［参考資料］［参考資料］
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連結子会社連結子会社連結子会社連結子会社 持分法適用子会社持分法適用子会社持分法適用子会社持分法適用子会社 持分法適用関連会社持分法適用関連会社持分法適用関連会社持分法適用関連会社

H14/3末H14/3末H14/3末H14/3末

H15/3末H15/3末H15/3末H15/3末

H16/3末（予）H16/3末（予）H16/3末（予）H16/3末（予）

連結・持分法適用会社の推移連結・持分法適用会社の推移連結・持分法適用会社の推移連結・持分法適用会社の推移

１　連結の状況１　連結の状況１　連結の状況１　連結の状況



２　設備投資推移２　設備投資推移２　設備投資推移２　設備投資推移

223223223223

326326326326

166166166166

226226226226

157157157157

155155155155

0000

100100100100

200200200200

300300300300

400400400400

500500500500

600600600600

（億円）（億円）（億円）（億円）

H13年度H13年度H13年度H13年度 H14年度H14年度H14年度H14年度 H15年度（予）H15年度（予）H15年度（予）H15年度（予）

子会社子会社子会社子会社

単体単体単体単体
549549549549

392392392392

312312312312

単位：億円



３　減価償却費推移３　減価償却費推移３　減価償却費推移３　減価償却費推移

241241241241

310310310310

227227227227

313313313313

193193193193

280280280280

0000

200200200200

400400400400

600600600600

H13年度H13年度H13年度H13年度 H14年度H14年度H14年度H14年度 H15年度（予）H15年度（予）H15年度（予）H15年度（予）

子会社

単体
540540540540551551551551

473473473473

単位：億円



４　研究開発費推移４　研究開発費推移４　研究開発費推移４　研究開発費推移

65656565

9999

57575757

11111111

52525252

10101010

0000

20202020

40404040

60606060

80808080

H13年度H13年度H13年度H13年度 H14年度H14年度H14年度H14年度 H15年度（予）H15年度（予）H15年度（予）H15年度（予）

子会社子会社子会社子会社

単体単体単体単体
68686868

62626262

74747474

単位：億円



５　海外ｾﾒﾝﾄ販売数量５　海外ｾﾒﾝﾄ販売数量５　海外ｾﾒﾝﾄ販売数量５　海外ｾﾒﾝﾄ販売数量

０２年度数量（万ｔ）０２年度数量（万ｔ）０２年度数量（万ｔ）０２年度数量（万ｔ） 前年度対比前年度対比前年度対比前年度対比
販売数量（連結子会社単純合算）販売数量（連結子会社単純合算）販売数量（連結子会社単純合算）販売数量（連結子会社単純合算）

　　米国事業　　米国事業　　米国事業　　米国事業　　米国事業　　米国事業　　米国事業　　米国事業 　　　　　　　　482482 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 △△△△△△△△44％％％％％％％％

　　中国事業　　中国事業　　中国事業　　中国事業　　中国事業　　中国事業　　中国事業　　中国事業 　　　　　　　　536536 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＋＋＋＋＋＋＋＋88％％％％％％％％

　　ベトナム事業　　ベトナム事業　　ベトナム事業　　ベトナム事業　　ベトナム事業　　ベトナム事業　　ベトナム事業　　ベトナム事業 　　　　　　　　204204 　　　　　　　　 ＋＋＋＋＋＋＋＋1212％％％％％％％％

　　フィリピン事業　　フィリピン事業　　フィリピン事業　　フィリピン事業　　フィリピン事業　　フィリピン事業　　フィリピン事業　　フィリピン事業 　　　　　　　　　　　　　　　　7272 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　△　△　△　△　△　△　△　△11％％％％％％％％

　　ＰＮＧ（　　ＰＮＧ（　　ＰＮＧ（　　ＰＮＧ（　　ＰＮＧ（　　ＰＮＧ（　　ＰＮＧ（　　ＰＮＧ（ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ）事業）事業）事業）事業）事業）事業）事業）事業 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 88％％％％％％％％



６　双龍セメント業績６　双龍セメント業績６　双龍セメント業績６　双龍セメント業績

双龍セメント業績推移双龍セメント業績推移双龍セメント業績推移双龍セメント業績推移
2001200120012001年度実績年度実績年度実績年度実績 2002200220022002年度実績年度実績年度実績年度実績

売　　　上　　 　高売　　　上　　 　高売　　　上　　 　高売　　　上　　 　高

営　　業　　利　　益営　　業　　利　　益営　　業　　利　　益営　　業　　利　　益

経　　常　　利　　益経　　常　　利　　益経　　常　　利　　益経　　常　　利　　益

当　期　純　利　益当　期　純　利　益当　期　純　利　益当　期　純　利　益

11,68111,68111,68111,681

1,0341,0341,0341,034

△△△△11,35011,35011,35011,350

△△△△4,6254,6254,6254,625

借 入 金 残 高借 入 金 残 高借 入 金 残 高借 入 金 残 高

ｾﾒﾝﾄ・ｸﾘﾝｶ販売数量ｾﾒﾝﾄ・ｸﾘﾝｶ販売数量ｾﾒﾝﾄ・ｸﾘﾝｶ販売数量ｾﾒﾝﾄ・ｸﾘﾝｶ販売数量

単位：億ｳｫﾝ

11,65011,65011,65011,650

1,7171,7171,7171,717

△△△△1,5661,5661,5661,566

650650650650

1,4231,4231,4231,423 1,3921,3921,3921,392

単位:万ｔ

27,10327,10327,10327,103 21,17221,17221,17221,172


