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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 36,168 ― 2,397 ― 2,210 ― 1,197 ―
20年3月期第3四半期 30,765 12.1 1,654 △10.5 1,734 △10.4 1,138 3.0

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

21年3月期第3四半期 14.80 ―
20年3月期第3四半期 14.08 ―

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

21年3月期第3四半期 44,954 25,456 56.6 314.35
20年3月期 39,673 25,081 63.2 309.99

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  25,433百万円 20年3月期  25,081百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 45,500 7.1 2,200 △8.2 2,000 △18.1 1,000 △29.7 12.36

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

「（注)詳細は、３ペ－ジ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。」  

(3) 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（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等の変更に記載されるもの） 

「（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。」  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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２０年５月８日に公表しております通期連結業績予想を修正しております。 
 ２．上記の連結業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる場合があります。なお、上記予想に関
する事項は２ページをご参照ください。 
 ３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
 
 

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） 21年3月期第3四半期  80,948,148株 20年3月期  80,948,148株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  40,197株 20年3月期  37,062株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  80,908,978株 20年3月期第3四半期  80,918,210株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機を背景とした米国経済の減速により世界同

時不況の懸念が強まる中、急激な円高や株安などの影響により企業収益が急速に低下しており、設備投資

や雇用情勢の悪化に伴う個人消費の冷え込みなど、景気の後退が深刻化する事態となりました。 

このような状況のもと、当社グループは、主要取引先である鉄鋼業界のみならず関連分野においても急

激かつ大幅な需要減に直面しており、厳しい環境下で収益の維持、確保に取り組んでまいりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、361億6千8百万円となりました。 

損益面におきましては、中国軽焼マグの国内入荷量減少に伴う当社マグネシア製品への代替需要による

出荷量の増加、新規用途向け製品の出荷拡大や全社的なコスト削減への取組み、また、重油価格下落の影

響も寄与したことから、営業利益は23億9千7百万円となりました。経常利益は為替影響から22億1千万円

となり、四半期純利益につきましては、環境対策引当金を特別損失に計上したことなどにより11億9千7百

万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ52億8千万円増加の449億5千4百万円

となりました。流動資産が56億3千5百万円増加しており、現金及び預金の増加（17億3千9百万円）、受取

手形及び売掛金の増加（21億4百万円）、原材料及び貯蔵品の増加（8億5千2百万円）がその主な要因であ

ります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ49億5百万円増加の194億9千8百万円と

なりました。運転資金等を金融機関からの借入で賄ったことによる短期借入金の増加（44億5千万円）が

主な要因であります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ3億7千4百万円増加の254億5千6百万

円となりました。利益剰余金の増加（3億8千8百万円）が主な要因であります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計会計期間末における現金及び現金同等物の残高は32億5千7百万円となり、前連結

会計年度末に比べ17億9千2百万円の収入となりました。 
  
（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・フローは、1億5千7百万円の支出となりました。税金等調整前四半期純利

益、減価償却費、仕入債務の増加などの資金収入があったものの、売上債権、たな卸資産が大幅に増加し

たことや法人税等の支払が主な要因であります。 
  
（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・フローは、14億7千6百万円の支出となりました。有形固定資産の取得によ

る支出が主な要因であります。 
  
（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・フローは、36億2千8百万円の収入となりました。金融機関からの運転資金

の借入が主な要因であります。 
  

今後の見通しにつきましては、第４四半期に入ってからもさらなる経済環境の悪化により、先行きの見

通しが立たない状況となっております。関連ユーザーも在庫調整を強化しており、稼働水準が大きく落込

むことが予想されることから、当社グループの各事業の製品需要がさらに減少していく状況が想定されま

す。  

当社グループでは、第３四半期末まで景気の後退を感じながらも、何とか業績の維持、確保に努めてま

いりました。これにより、公表（平成20年5月8日）しております通期の業績予想以上の成績をあげること

ができました。 

通期の業績予想につきましては、このような先行き不透明な環境下では、各製品の需要動向は今後ます

ます厳しい状況と判断されます。遺憾ながら、第３四半期業績より下回る業績見通しに修正いたします。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 なお、平成20年5月8日の決算発表時に公表した、通期連結業績予想および通期個別業績予想との差異

は以下のとおりであります。   

  

平成21年３月期通期業績見通し 

(1)連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 
  

(2)個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 
  

  

該当はありません。 

  

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果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。 

  

1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 2.たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 「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18年7月5日）が適用されたことに伴

い、第1四半期連結会計期間より、原価法から原価法（収益性の低下に基づく薄価切下げの方法）に変

更しております。これにより、従来の方法によった場合と比較して、第３四半期連結累計期間の営業利

益、経常利益がそれぞれ32百万円減少しており、税金調整前四半期純利益は62百万円減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

  

（追加情報）  

 （有形固定資産の耐用年数の変更）  

 第１四半期連結会計期間から、当社及び連結子会社の機械装置については、法人税法の改正を契機と

して資産の利用状況等の見直しを行い、一部の資産について耐用年数を変更しております。 

 これによる損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 
  

 （環境対策引当金の計上基準） 

 第3四半期連結会計期間から、当社は将来にわたる環境対策の処理支出（アスベスト等）に備えるた

め、処理見積額を計上しております。 

（単位：百万円、％）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（A） 46,300 1,900 1,900 1,080

今回修正（B) 45,500 2,200 2,000 1,000

増減額（B-A） △800 300 100 △80

増減率 △1.7 15.8 5.3 △7.4

前期実績 42,470 2,395 2,441 1,422

（単位：百万円、％）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（A） 45,400 1,800 1,800 1,030

今回修正（B) 44,700 2,100 1,900 950

増減額（B-A） △700 300 100 △80

増減率 △1.5 16.7 5.6 △7.8

前期実績 41,501 2,290 2,325 1,314

4. その他

(1) 期中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)

(2) 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

(3) 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
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１【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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,257 1,518

受取手形及び売掛金 17,052 14,948

商品及び製品 3,593 2,845

仕掛品 1,068 801

原材料及び貯蔵品 1,934 1,081

その他 487 557

貸倒引当金 △48 △42

流動資産合計 27,345 21,710

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,032 4,139

機械装置及び運搬具（純額） 4,738 5,431

土地 5,429 5,429

その他（純額） 1,011 538

有形固定資産合計 15,211 15,539

無形固定資産 117 140

投資その他の資産   

投資有価証券 746 770

その他 1,535 1,516

貸倒引当金 △2 △3

投資その他の資産合計 2,279 2,283

固定資産合計 17,608 17,963

資産合計 44,954 39,673
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,436 6,379

短期借入金 7,115 2,665

未払法人税等 436 367

賞与引当金 306 608

その他 2,289 2,697

流動負債合計 17,584 12,718

固定負債   

長期借入金 71 83

退職給付引当金 1,200 1,366

役員退職慰労引当金 159 141

環境対策引当金 159 －

その他 324 282

固定負債合計 1,914 1,874

負債合計 19,498 14,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,047 4,047

資本剰余金 883 884

利益剰余金 20,580 20,191

自己株式 △12 △11

株主資本合計 25,499 25,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66 △30

評価・換算差額等合計 △66 △30

少数株主持分 22 －

純資産合計 25,456 25,081

負債純資産合計 44,954 39,673
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 36,168

売上原価 27,620

売上総利益 8,548

販売費及び一般管理費 6,150

営業利益 2,397

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 4

受取賃貸料 36

その他 103

営業外収益合計 149

営業外費用  

支払利息 57

為替差損 225

その他 53

営業外費用合計 336

経常利益 2,210

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 2

特別損失  

たな卸資産評価損 29

減損損失 15

投資有価証券評価損 12

環境対策引当金繰入額 159

その他 2

特別損失合計 218

税金等調整前四半期純利益 1,995

法人税等 774

少数株主利益 22

四半期純利益 1,197
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 1,995

減価償却費 1,452

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△148

環境対策引当金の増減額（△は減少） 159

受取利息及び受取配当金 △9

支払利息 57

為替差損益（△は益） 201

有形固定資産売却損益（△は益） △1

有形固定資産除却損 9

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 12

減損損失 15

売上債権の増減額（△は増加） △2,104

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,900

仕入債務の増減額（△は減少） 991

未払消費税等の増減額（△は減少） △62

その他 △40

小計 634

利息及び配当金の受取額 9

利息の支払額 △66

法人税等の支払額 △735

営業活動によるキャッシュ・フロー △157

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 △0

定期預金の払戻による収入 53

有形固定資産の取得による支出 △1,482

有形固定資産の売却による収入 2

投資有価証券の取得による支出 △50

投資有価証券の売却による収入 2

その他の支出 △6

その他の収入 3

長期貸付金の回収による収入 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,476

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 4,450

長期借入金の返済による支出 △11

自己株式の取得による支出 △1

自己株式の処分による収入 0

配当金の支払額 △809

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,628

現金及び現金同等物に係る換算差額 △201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,792

現金及び現金同等物の期首残高 1,465

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,257

宇部マテリアルズ㈱（5390）平成21年3月期　第3四半期決算短信

7



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
（注)１ 事業区分の方法は、製品別種類別区分によっております。 

２ 各事業区分の主要製品等 

        マグネシア事業    マグネシアクリンカー、水酸化マグネシウム、酸化マグネシウム他 

         カルシア事業     生石灰、消石灰、タンカル他 

         ファインその他事業  気相法高純度超微粉マグネシア、超高純度炭酸カルシウム、輸送業他 

３ 会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

「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」に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間から、棚卸資産の評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）に変更しております。これにより、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間

の営業利益は、「マグネシア事業」は24百万円、「カルシア事業」は0百万円、ファインその他事業について

は7百万円それぞれ減少しております。 

  

   【所在地別セグメント情報】 
   当第３四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日） 
    本邦以外に連結会社がないため、記載を省略しております。 
  

  

   【海外売上高】 
   当第３四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日） 
    海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 
  

  

該当事項はありません 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

マグネシア 
事業 

カルシア 
  事業  

ファイン  
その他の事業

計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(１)外部顧客に

   対する売上高 12,531 19,939 3,698 36,168 ─ 36,168

(２)セグメント間の内部

  売上高又は振替高 ─   0 1,353 1,354 (1,354) ─

計 12,531 19,939 5,052 37,523 (1,354) 36,168

営業利益 1,773 1,170 845 3,789 (1,391) 2,397

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 （要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

  

  

「参考」

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

 売上高 30,765

 売上原価 23,338

 売上総利益 7,427

 販売費及び一般管理費 5,772

 営業利益 1,654

 営業外収益 159

 営業外費用 78

 経常利益 1,734

 特別利益 180

 特別損失 6

 税金等調整前四半期純利益 1,908

 法人税等（税金費用） 769

 少数株主利益 －

 四半期純利益 1,138
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