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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 45,042 6.1 2,413 0.7 2,285 △6.4 1,171 △17.6
20年3月期 42,470 13.1 2,395 △6.3 2,441 △9.0 1,422 7.3

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
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 14.48 ― 4.6 5.7 5.4
20年3月期 17.57 ― 5.7 6.2 5.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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 ％ 円 銭

21年3月期 40,180 25,382 63.2 313.74
20年3月期 39,673 25,081 63.2 309.99

（参考） 自己資本   21年3月期  25,382百万円 20年3月期  25,081百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 2,195 △1,957 1,275 2,788
20年3月期 2,758 △1,521 △1,299 1,465

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 809 56.9 3.3
21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 566 48.3 2.2
22年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 3.00 3.00 51.6

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

18,900 △21.0 △190 ― △230 ― △140 ― △1.73

通期 39,500 △12.3 880 △63.5 800 △65.0 470 △59.9 5.81
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  43,277株 20年3月期  37,062株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 44,056 6.2 2,299 0.4 2,141 △7.9 1,107 △15.8
20年3月期 41,501 12.1 2,290 △7.1 2,325 △9.9 1,314 3.0

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

円 銭 円 銭

21年3月期 13.69 ―
20年3月期 16.25 ―

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 39,266 25,311 64.5 312.85
20年3月期 38,896 25,072 64.5 309.87

（参考） 自己資本 21年3月期  25,311百万円 20年3月期  25,072百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記業績予想につきましては、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。業
績予想に関する事項につきましては、4ページ「2．次期の見通し」をご参照ください。 

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

第2四半期 
累計期間 18,200 △22.4 △200 ― △240 ― △140 ― △1.73

通期 38,500 △12.6 860 △62.6 780 △63.6 460 △58.5 5.69
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1.当期の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、上半期においては、サブプライムローン問題に端を発した世

界経済の減速や、原燃料価格高騰に伴う生産コスト上昇による企業収益の減少により、輸出や設備投資

が弱含むなど、景気は減速基調で推移しました。下半期には、世界的な金融不安が一段と深刻化したこ

とから景気は急激に悪化し、企業の大幅減産、輸出減少や設備投資の縮小など、実態経済に大きな影響

を与えました。 

 当社グループの主要取引先である鉄鋼業界は、粗鋼生産量は1億トンを超える水準を維持しましたも

のの、上半期の原燃料高の影響や下半期からの国内外の需要の減少など、厳しい状況が続きました。 

 電子部品・材料業界につきましても、大幅な在庫調整や世界的な市場低迷により、需要は大きく減退

しました。 

 このような厳しい環境下、マグネシア・カルシア事業につきましては、収益の維持、拡大を図るため

新規用途向け製品の出荷拡大、燃料高騰による販売価格の是正等を実施し、売上高は前期を上回りまし

た。ファイン事業につきましては、機能性材料の出荷が好調であったものの、電子・光学材料の需要低

迷により売上高は大幅に減少しました。 

 以上の結果、当連結会計年度の連結売上高は前期に比べ6.1％増加し、450億４千２百万円となりまし

た。 

 損益面におきましては、高付加価値製品の需要低迷による出荷減と、急激な円高による為替差損が影

響し、連結経常利益は前期に比べ6.4％減少し、22億８千５百万円となりました。連結当期純利益につ

きましても前期に比べ17.6％減少し、11億７千１百万円となりました。 

 事業セグメント別の売上高をみますと、以下のとおりであります。 

  

〔マグネシア事業〕 

 マグネシア事業の売上高は前期に比べ17.0％増加し、156億８千３百万円となりました。 

 マグネシアクリンカーは、数量面において上半期は、国内外とも好調に推移しましたが、下半期にお

いて耐火物需要の急速な減退により減少しました。価格面においては、年間を通して燃料価格変動に伴

う価格是正を行いました。また、輸出につきましては、低採算案件からの撤退など収益体質の改善を実

施したことにより、売上高は前期に比べ3.9％増加し、80億７千３百万円となりました。 

 水酸化マグネシウムは、競合する中国品の入荷停滞に伴う代替需要の増加やケミカル用、建材用など

環境対応面での新規需要開拓に努めました結果、売上高は前期に比べ36.1％増加し、68億５千５百万円

となりました。 

 その他の製品につきましては、酸化マグネシウムや環境改善剤の出荷が増加しましたので、売上高は

前期に比べ26.2％増加し、７億５千５百万円となりました。 

  

〔カルシア事業〕 

 カルシア事業の売上高は前期に比べ4.5％増加し、249億２千５百万円となりました。 

 生石灰は、数量面において上半期は鉄鋼業界向けの出荷が好調でありましたが、下半期は鉄鋼需要の

減少に伴い、高炉向けの製鋼用、焼結用とも出荷が大幅に減少するとともに、製紙用なども減少しまし

た。価格面においては、年間を通して燃料価格の変動に伴い価格是正しました。その結果、売上高は前

期に比べ5.4％増加し、166億７千３百万円となりました。 

 消石灰は、排ガス処理用、排水中和用とも、前年並みの出荷にとどまり、売上高は前期に比べ0.9％

減少し、28億５千５百万円となりました。 

 タンカルは、道路舗装用、排煙脱硫用とも出荷が低調でありましたので、売上高は前期に比べ12.1％

減少し、11億４百万円となりました。 

 土質固化材は、公共工事向けの出荷が減少いたしましたが、都市部での工事向け受注や価格是正に努

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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めました結果、売上高は前期に比べ21.9％増加し、11億５千６百万円となりました。 

 その他の製品につきましては、脱硫剤の出荷が増加するとともに価格是正に努めました結果、売上高

は前期に比べ6.5％増加し、31億３千４百万円となりました。 

  

〔ファインその他事業〕 

 ファインその他事業の売上高は前期に比べ14.9％減少し、44億３千３百万円となりました。 

 超高純度炭酸カルシウム他につきましては、樹脂用フィラーの塩基性硫酸マグネシウムの出荷が順調

に推移しましたが、電子・光学材料用の需要減少により超高純度炭酸カルシウムの出荷が大幅に減少す

るとともに、特殊光学材料用の超高純度硝酸カルシウムの出荷も減少しました。その結果、売上高は前

期に比べ16.1％減少し、16億９千５百万円となりました。 

 気相法高純度超微粉マグネシアにつきましては、プラズマ・ディスプレイ・パネル向けの出荷が減少

したことにより、売上高は前期に比べ33.0％減少し、13億６千２百万円となりました。 

 生活関連用品につきましては、新商品として「エイジングケア化粧品」を発売するとともに、ハイド

ロキシアパタイト配合歯みがき等の拡販に努めました結果、売上高は前期に比べ16.5％増加し、６億７

千５百万円となりました。 

 貨物輸送につきましては、新規取引に伴う輸送量の増加により、売上高は前期に比べ22.5％増加し、

７億円となりました。 

  

2.次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、世界的な金融危機の深刻化や世界経済の悪化による更なる景気の後退

などにより、主要取引先である鉄鋼業界においても、粗鋼生産量が１億トンを大幅に割り込むことが予

想されており、当社グループを取り巻く経営環境は引続き予断を許さない状況が続くものと考えられま

す。平成21年度の連結業績見通しは、燃料価格は下落傾向となっておりますものの、大幅な出荷減、生

産減が予想されますので売上高は395億円（12.3％減）、営業利益は8億8千万円（63.5％減）、経常利

益は8億円（65％減）、当期純利益につきましては、4億7千万円（59.9％減）を予想しております。 
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当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 営業活動による資金は、たな卸資産の増加や仕入債務減少に伴う資金減少要因があったものの、売上

債権が大幅に回収されたことにより、収入額が21億9千5百万円となりました。（前年同期比 5億6千3百

万円の収入減少） 

 投資活動による資金は、有形固定資産の取得などにより支出額が19億5千7百万円となりました。（前

年同期比 4億3千6百万円の支出増加） 

 財務活動による資金は、原燃料価格高騰に伴う運転資金確保のため、金融機関からの借入により12億

7千5百万円の収入となりました。（前年同期は12億9千9百万円の支出） 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は27億8千8百万円となりました。（前年

同期比 13億2千2百万円の増加） 

   

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

  ※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお 

   ります。 

   有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としておりま 

   す。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

利益配分につきましては、株主への配当は、経営上の 重要項目の一つであり、安定的な配当を念頭

に置きながら業績に対応した配当を行うことを基本方針としておりますが、当社は製造業でありますの

で、将来の事業展開や設備投資、研究開発に対する内部留保にも十分配慮したうえで、長期的な配当水

準の維持・向上に努めたいと考えております。 

 平成21年３月期の期末配当金につきましては、経常利益は減益となりましたが、当期純利益が当初業

績予想（平成20年5月8日開示）とほぼ同等の数値を確保できましたので、公表しておりますとおり、１

株当たり７円とさせていただく予定であります。 

 なお、次期の配当予想につきましては、当社グループを取り巻く経営環境が先行き不透明であること

から、非常に厳しい状況になることを予想しております。当社といたしましては、上記基本方針に変更

はないものの長期的な「安定配当」実施の考えから、１株当たり年間配当金３円を予定しております。

  

(2) 財政状態に関する分析

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率（％） 62.6% 63.0 63.6% 63.2% 63.2%

時価ベースの自己資本比率
（％）

60.4% 85.5% 91.5% 51.0% 33.6%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

2.2 3.2 2.8 1.0 2.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

38.3 28.2 24.3 52.2 26.6

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、主に

次のようなものがあります。なお、以下の文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末におい

て当社グループが判断したものであります。 

  

1.原燃料の価格変動による影響 

 重油、石炭、コークス等、当社グループにおける燃料価格の値上がりが顕著になってきており、ま

た、燃料自体の品不足も懸念されております。今後、コストアップ分の製品価格への転嫁がタイムリー

にできない場合、また、燃料不足により生産調整を行う場合など、当社グループの財政状態及び経営成

績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

2.特定の取引先への依存関係等 

 当社グループの主要原料は石灰石であり、この石灰石のほぼ全量を親会社である宇部興産㈱より購入

しております。この石灰石を原料として製造する生石灰は、製品として外部へ販売するほか、消石灰等

のカルシア関連製品、マグネシアクリンカー・水酸化マグネシウムといったマグネシア関連製品の原料

として自家消費しているため、当社グループにおける宇部興産㈱製石灰石への依存度は極めて大きいも

のがあります。また、宇部、美祢及び千葉工場において消費する電力の一部は同社より供給を受けてお

ります。購入に際しては、同社との間で長期契約を締結し安定購入に努めておりますが、同原料の調達

に支障が生じた場合、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

3.主要需要先の動向 

 当社グループにおける現行主力製品の主要 終需要先は鉄鋼、セメント、ガラス業界等であり、これ

ら需要先の動向は当社グループの財政状態及び経営成績に及ぼす影響が大きいと認識しております。 

  

4.ファイン事業等の新規分野 

 当社グループが製品開発、市場投入を進めております電子材料等ファイン製品あるいは環境関連製品

においては、製品開発に伴う先行資本投下や製品寿命短縮に伴う資本回収早期化が必要となっておりま

すが、開発作業の遅延や当社グループ外における新技術の採用などが生じた場合、今後の財政状態及び

経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

5.外国為替の変動 

 当社グループは、マグネシアクリンカー等製品の一部を輸出し、また、石炭、コークス等の輸入燃料

等を使用しており、これら取引は外国為替の変動の影響を少なからず受けるものであります。急激な為

替変動等は、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

6.訴訟 

 当社グループは、法令遵守に努めておりますが、多岐にわたる取引活動の中で訴訟問題等が生じた場

合、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

7.災害 

 当社グループは、地震・風水害等の自然災害やコンビナート内の爆発火災などに対し安全・予防管理

を徹底するとともに、必要と思われる損害保険の付保等を行っておりますが、予測不能の事態が生じた

場合、生産活動の遅延や設備の被災などにより、当社グループの財政状態及び経営成績が悪影響を受け

る可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク
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 当社の企業集団は、親会社の宇部興産株式会社と子会社の美祢貨物自動車株式会社、株式会社東北鉄興

社、関連会社である株式会社ライムグリーンにより構成されております。宇部興産株式会社から原料石灰石

および電力などを購入しており、同社へ水酸化マグネシウムおよび石灰関連製品を販売しております。 

 子会社である美祢貨物自動車株式会社は、当社が製造販売する製品の一部の輸送業務を行っております。

また、株式会社東北鉄興社および株式会社ライムグリーンからは、石灰関連製品の供給を受けて販売を行っ

ております。 

 当社は、今後もグループ会社と密接な関係を保ちながら、総合力の強化を図ります。 

  

 当社グループの事業に係わる位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりでありま

す。 

  

 A.マグネシア事業 

   当部門においては、マグネシアクリンカー、水酸化マグネシウム、酸化マグネシウム等のマグ 

   ネシア関連製品を製造販売しております。 

    （主な関係会社）当社、宇部興産（株）、美祢貨物自動車（株） 

 B.カルシア事業 

   当部門においては、生石灰、消石灰、タンカル並びに土質固化材等のカルシア関連製品を製造 

   販売しております。 

    （主な関係会社）当社、宇部興産（株）、（株）東北鉄興社、美祢貨物自動車（株）、 

           （株）ライムグリーン、岩手共同石灰（株）、岩手タンカル協業組合 

 C.ファインその他事業 

  当部門においては、超高純度炭酸カルシウム、硝酸カルシウム、気相法高純度超微粉マグネシア 

  等のマグネシア・カルシア関連ファイン製品の製造販売並びに貨物輸送事業を行っております。 

    （主な関係会社）当社、美祢貨物自動車（株）、宇部興産（株） 

  

企業集団の状況を系統図で表すと次のとおりであります。 

 

２. 企業集団の状況
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当該決算短信は、当社のＵＲＬからご覧ください。 

東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ） 

                     http://www.tse.or.kp/listing/compsearch/index.html 

３. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標および中長期的な会社の経営戦略は、平成20年3月

期決算短信（平成20年5月8日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略して

おります。

  当社ホームページ  http://www.ubematerials.co.jp/
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４.【連結財務諸表】

（1）【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 1,518 2,794

  受取手形及び売掛金 14,948 11,959

  たな卸資産 4,728 ―

  商品及び製品 ― 3,534

  仕掛品 ― 1,055

  原材料及び貯蔵品 ― 2,174

  繰延税金資産 329 332

  その他 227 299

  貸倒引当金 △ 42 △ 40

  流動資産合計 21,710 22,110

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物 14,679 14,932

    減価償却累計額 △ 10,540 △ 10,843

    建物及び構築物(純額) 4,139 4,089

   機械装置及び運搬具 47,296 48,155

    減価償却累計額 △ 41,865 △ 43,023

    機械装置及び運搬具(純額) 5,431 5,131

   土地 5,429 5,429

   リース資産 ― 170

    減価償却累計額 ― △ 16

    リース資産(純額) ― 153

   建設仮勘定 201 594

   その他 1,657 1,785

    減価償却累計額 △ 1,319 △ 1,435

    その他(純額) 337 349

   有形固定資産合計 15,539 15,748

  無形固定資産

   その他 140 113

   無形固定資産合計 140 113

  投資その他の資産

   投資有価証券 770 645

   繰延税金資産 1,138 1,095

   その他 378 469

   貸倒引当金 △ 3 △ 1

   投資その他の資産合計 2,283 2,208

  固定資産合計 17,963 18,070

 資産合計 39,673 40,180
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

負債の部

 流動負債

  支払手形及び買掛金 6,379 4,542

  短期借入金 2,665 4,769

  リース債務 ― 35

  未払法人税等 367 339

  賞与引当金 608 610

  役員賞与引当金 43 42

  環境対策引当金 ― 25

  その他 2,653 2,480

  流動負債合計 12,718 12,846

 固定負債

  長期借入金 83 80

  リース債務 ― 127

  退職給付引当金 1,366 1,101

  役員退職慰労引当金 141 170

  環境対策引当金 ― 150

  その他 282 320

  固定負債合計 1,874 1,951

 負債合計 14,592 14,798

純資産の部

 株主資本

  資本金 4,047 4,047

  資本剰余金 884 883

  利益剰余金 20,191 20,554

  自己株式 △ 11 △ 12

  株主資本合計 25,111 25,473

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △ 30 △ 90

  評価・換算差額等合計 △ 30 △ 90

 少数株主持分 ― ―

 純資産合計 25,081 25,382

負債純資産合計 39,673 40,180
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（2）【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

売上高 42,470 45,042

売上原価 32,212 34,676

売上総利益 10,258 10,366

販売費及び一般管理費 7,862 7,952

営業利益 2,395 2,413

営業外収益

 受取利息 11 6

 受取配当金 5 6

 受取賃貸料 54 59

 過年度重油価格精算額 11 11

 副産物等売却収入 34 17

 デリバティブ評価益 ― 15

 受取保険金 31 5

 補助金収入 27 35

 その他 64 85

 営業外収益合計 242 244

営業外費用

 支払利息 53 79

 為替差損 77 184

 たな卸資産減耗損 ― 46

 固定資産除却損 16 22

 たな卸資産廃棄損 3 6

 その他 45 33

 営業外費用合計 196 372

経常利益 2,441 2,285

特別利益

 固定資産売却益 141 ―

 貸倒引当金戻入額 38 3

 特別利益合計 179 3

特別損失

 たな卸資産評価損 ― 29

 固定資産除却損 67 43

 減損損失 112 59

 投資有価証券評価損 ― 21

 環境対策引当金繰入額 ― 184

 その他 2 2

 特別損失合計 183 341

税金等調整前当期純利益 2,438 1,947

法人税、住民税及び事業税 905 671

法人税等調整額 110 80

法人税等合計 1,016 751

少数株主利益 ― 24

当期純利益 1,422 1,171
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（3）【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

株主資本

 資本金

  前期末残高 4,047 4,047

  当期変動額

   当期変動額合計 ─ ─

  当期末残高 4,047 4,047

 資本剰余金

  前期末残高 884 884

  当期変動額

   自己株式の処分 0 △0

   当期変動額合計 0 △0

  当期末残高 884 883

 利益剰余金

  前期末残高 19,579 20,191

  当期変動額

   剰余金の配当 △809 △809

   当期純利益 1,422 1,171

   当期変動額合計 612 362

  当期末残高 20,191 20,554

 自己株式

  前期末残高 △6 △11

  当期変動額

   自己株式の取得 △6 △1

   自己株式の処分 0 0

   当期変動額合計 △5 △0

  当期末残高 △11 △12

 株主資本合計

  前期末残高 24,504 25,111

  当期変動額

   剰余金の配当 △809 △809

   当期純利益 1,422 1,171

   自己株式の取得 △6 △1

   自己株式の処分 1 0

   当期変動額合計 607 361

  当期末残高 25,111 25,473
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等

 その他有価証券評価差額金

  前期末残高 92 △30

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △122 △59

   当期変動額合計 △122 △59

  当期末残高 △30 △90

 評価・換算差額等合計

  前期末残高 92 △30

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △122 △59

   当期変動額合計 △122 △59

  当期末残高 △30 △90

少数株主持分

 前期末残高 ─ ─

 当期変動額

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ─ ─

  当期変動額合計 ─ ─

 当期末残高 ─ ─

純資産合計

 前期末残高 24,596 25,081

 当期変動額

  剰余金の配当 △809 △809

  当期純利益 1,422 1,171

  自己株式の取得 △6 △1

  自己株式の処分 1 0

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △122 △59

  当期変動額合計 485 301

 当期末残高 25,081 25,382
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（4）【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前当期純利益 2,438 1,947

 減価償却費 1,866 1,933

 減損損失 112 59

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △57 △1

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △132 △235

 環境対策引当金の増減額（△は減少） ─ 175

 有形固定資産売却益 △141 △0

 有形及び無形固定資産除売却損 84 28

 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） ─ 21

 受取利息及び受取配当金 △17 △13

 支払利息 53 79

 為替差損益（△は益） 50 191

 売上債権の増減額（△は増加） △296 2,988

 たな卸資産の増減額（△は増加） 83 △2,069

 仕入債務の増減額（△は減少） 137 △1,995

 未払消費税等の増減額（△は減少） △58 △125

 その他 124 15

 小計 4,247 2,999

 利息及び配当金の受取額 17 13

 利息の支払額 △52 △82

 法人税等の支払額 △1,454 △735

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,758 2,195

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 △52 △3

 定期預金の払戻による収入 ─ 50

 有形固定資産の取得による支出 △1,382 △1,861

 有形固定資産の売却による収入 154 0

 無形固定資産の取得による支出 △62 △7

 投資有価証券の取得による支出 △112 △50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△61 ─

 子会社株式の取得による支出 ─ △17

 投資有価証券の売却による収入 1 2

 長期前払費用の取得による支出 △5 △73

 その他の支出 △7 △4

 その他の収入 4 4

 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 2 2

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,521 △1,957
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

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 2,550 4,900

 短期借入金の返済による支出 △2,870 △2,800

 長期借入れによる収入 ─ 17

 長期借入金の返済による支出 △165 △15

 リース債務の返済による支出 ─ △15

 配当金の支払額 △809 △809

 自己株式の取得による支出 △5 △1

 自己株式の処分による収入 0 0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,299 1,275

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50 △191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △112 1,322

現金及び現金同等物の期首残高 1,578 1,465

現金及び現金同等物の期末残高 1,465 2,788
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  該当事項はありません。 

  

  

 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ２社(美祢貨物自動車株式会社) 

           (株式会社東北鉄興社)

    株式会社東北鉄興社は平成19年５月１日の株式

取得に伴い、当連結会計年度より連結子会社と

なりました。

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ２社(美祢貨物自動車株式会社) 

           (株式会社東北鉄興社)

 (2) 非連結子会社 ０社  (2) 非連結子会社 ０社

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1)持分法適用関連会社 ０社 

 (2)持分法非適用関連会社 ３社

（株式会社ライムグリーン、岩手共同石灰株式会社、
岩手タンカル協業組合）

    各社は小規模であり、当期純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため、持分法の適用から除

外しております。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1)持分法適用関連会社 ０社

 (2)持分法非適用関連会社 ３社

（株式会社ライムグリーン、岩手共同石灰株式会社、

岩手タンカル協業組合）

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

   連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお

ります。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

   1) 有価証券 

     関連会社株式 

      移動平均法に基づく原価法

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

   1) 有価証券

     関連会社株式

同左

     その他有価証券

      時価のあるもの：

       期末日の市場価格等に基づく時価法

       ただし、評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法によ

り算出しております。

     その他有価証券

      時価のあるもの：

同左

      時価のないもの：

       移動平均法に基づく原価法

      時価のないもの：

同左

   2) デリバティブ 時価法 ───

   3) たな卸資産 

     製品・仕掛品 

      総平均法に基づく原価法

   2) たな卸資産

     製品・仕掛品

同左

   （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

     原材料・貯蔵品 

      移動平均法に基づく原価法

     原材料・貯蔵品

同左

   （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   1) 有形固定資産

     定率法

     ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については定額法によ

っております。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   1) 有形固定資産（リース資産を除く）

同左

     なお、主な科目別の耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び運搬具 ２～40年

     なお、主な科目別の耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び運搬具 ３～40年

   2) 無形固定資産

     鉱業権  生産高比例法

     上記以外 定額法

     なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

   2) 無形固定資産

同左

───    3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

る資産

     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。

     なお、上記ファイナンス・リースのうち、リ

ース取引開始日が企業会計基準第13号「リー

ス取引に関する会計基準」の適用初年度前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

 (3) 重要な引当金の計上基準

   1) 貸倒引当金

     債権の貸倒れ損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権及

び破産更生債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

 (3) 重要な引当金の計上基準

   1) 貸倒引当金

同左

   2) 賞与引当金

     従業員に支給する賞与の支払に充てるため、

支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべ

き額を計上しております。

   2) 賞与引当金

同左

   3) 役員賞与引当金

     役員に支給する賞与の支払に充てるため、支

給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき

額を計上しております。

   3) 役員賞与引当金

同左

   4) 退職給付引当金

     従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計上しており

ます。

     また、過去勤務費用は５年で定額償却し、数

理計算上の差異額は翌連結会計年度より10年

で定額償却することとしております。

   4) 退職給付引当金

同左

   5) 役員退職慰労引当金

     役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく連結会計年度末要支給額を計上して

おります。

   5) 役員退職慰労引当金

同左

───      6）環境対策引当金 

     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、処理見込額を計上して

おります。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準

    外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準

同左

 (5) 重要なリース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

─── 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

   消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

   消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

   連結子会社の資産及び負債の評価については、全

面時価評価法によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれんの償却に関する事項

   のれんの償却費については、20年間の均等償却を

行うこととしております。

６ のれんの償却に関する事項

同左

    

ただし、金額の僅少な場合は、発生時に一括償却

しております。 

 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなっております。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

宇部マテリアルズ㈱（5390）平成21年3月期　決算短信

18



  
(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（会計方針の変更） 
 法人税法の改正（(所得税法等の一部を改正する法律
平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の
一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83
号)）に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日
以降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の方法に変更しております。 
 これによる影響は軽微であります。 
 なお、セグメント情報に与える影響については、当該
箇所に記載しております。

───

（追加情報） 
 当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得し
た資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却
の方法の適用により、取得価額の５％に達した連結会計
年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備
忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却
費に含めて計上しております。 
 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当
期純利益がそれぞれ289百万円減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響については、当該
箇所に記載しております。

───

─── （会計方針の変更）
 たな卸資産の評価基準及び評価方法 
 当連結会計年度より、「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）を適
用しております。 
 これにより、従来の方法によった場合と比較して、営
業利益、経常利益がそれぞれ91百万円減少しており、税
金等調整前当期純利益は121百万円減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響については、当該
箇所に記載しております。

リース取引に関する会計基準
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって
いましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関す
る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日
（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改
正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日
本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30
日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。また、所有権移転外ファ
イナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方
法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を
零とする定額法を採用しております。 
 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度
開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい
ては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理を適用しております。 
 これによる損益への影響はありません。

─── （追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び連結子会社の機械装置については、平成20年

度の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は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該

箇所に記載しております。
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(8)【表示方法の変更】

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

─── （連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

2,845百万円、801百万円、1,081百万円であります。

─── 
 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において「営業外費用その他」に含め

ておりました「たな卸資産減耗損」は、営業外費用の総

額の100分10を超えたため区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の「営業外費用その他」に含まれる

「たな卸資産減耗損」は、10百万円であります。 

 

(9)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 51百万円

その他 15百万円

１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 51百万円

その他 15百万円

２ 担保に供している資産

建物 242百万円 ( 242 百万円)

構築物 127百万円 ( 127 百万円)

機械装置 736百万円 ( 736 百万円)

土地 1,091百万円 (1,074 百万円)

合計 2,198百万円 (2,181 百万円)

２ 担保に供している資産

建物 226百万円 ( 226 百万円)

構築物 105百万円 ( 105 百万円)

機械装置 553百万円 ( 553 百万円)

土地 1,091百万円 (1,074 百万円)

合計 1,976百万円 (1,959 百万円)

 

   (括弧内の数字は内数であり、工場財団分であり

ます。)

   上記に対応する債務

短期借入金 350百万円

 

   (括弧内の数字は内数であり、工場財団分であり

ます。)

   上記に対応する債務

短期借入金 350百万円

３ 保証債務

   親会社及び連結子会社以外の会社に対して、以下

のとおり債務保証を行っております。

岩手共同石灰㈱
金融機関からの

借入金
97百万円

㈱ライムグリーン
金融機関からの 
借入金

31百万円

３ 保証債務

   親会社及び連結子会社以外の会社に対して、以下

のとおり債務保証を行っております。

岩手共同石灰㈱
金融機関からの

借入金
75百万円

㈱ライムグリーン
金融機関からの 
借入金

31百万円

４ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示

しております。

減損損失累計額 159百万円

４ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示

しております。

減損損失累計額 219百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

運賃及び荷造費 4,489百万円

従業員給料手当 739百万円

賞与引当金繰入額 184百万円

役員賞与引当金繰入額 43百万円

役員退職慰労引当金繰入額 50百万円

１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

運賃及び荷造費 4,336百万円

従業員給料手当 810百万円

賞与引当金繰入額 185百万円

役員賞与引当金繰入額 42百万円

役員退職慰労引当金繰入額 45百万円

２ 一般管理費に含まれる研究開発費 546百万円 ２ 一般管理費に含まれる研究開発費 590百万円

３ 固定資産売却益の主要な内訳は次のとおりでありま

す。

土地 140百万円
 

───

４ 固定資産除却損の主要な内訳は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 16百万円

機械装置及び運搬具 50百万円

４ 固定資産除却損の主要な内訳は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 6百万円

機械装置及び運搬具 36百万円

 

５ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額

（百万円）

遊休
構築物・ 
機械装置

山口県宇部市 112

 

（経緯）

 上記の機械装置（自家発電設備）については、当連結

会計年度より重油価格高騰の影響など、発電単価のコス

ト高の要因となり稼動を休止しておりましたが、今後も

再稼動する見込みがないため、遊休資産として認定し減

損損失を認識しました。

 

５ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額

（百万円）

遊休
建 物・
構築物・ 
機械装置

山口県宇部市 59

（経緯）

 上記のうち主なものは機械装置（クリンカー製造設

備）で、当該設備においては稼動を休止し、再稼動を模

索しておりましたが、当連結会計年度において、再稼動

は今後も見込めないとの結論から、遊休資産と認定し減

損損失を認識しました。

（グルーピングの方法） 

 原則として提出会社事業部及び子会社別に区分し、将

来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々

の物件単位でグルーピングをしております。

（グルーピングの方法） 

 原則として提出会社事業部及び子会社別に区分し、将

来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々

の物件単位でグルーピングをしております。

（回収可能価額の算定方法等） 

 価額の算定は売却見積価額を除いた簿価相当額を減損

損失として処理しております。 

 

（回収可能価額の算定方法等）  

 価額の算定が合理的に見積もれないため、備忘価額を

除いた簿価相当額（44百万円）を減損損失として処理し

ております。  
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     16,386株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増しによる減少      3,002株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(注) １株当たり配当額10円00銭には、合併10周年記念配当２円00銭を含んでおります。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 80,948,148 ─ ─ 80,948,148

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 23,678 16,386 3,002 37,062

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日 
定時株主総会

普通株式 809 10.00 平成19年３月31日 平成19年６月28日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 809 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     9,315株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増しによる減少      3,100株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 80,948,148 ─ ─ 80,948,148

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 37,062 9,315 3,100 43,277

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月25日 
定時株主総会

普通株式 809 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月26日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21月６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 566 7.00 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 １ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,518百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △52百万円

現金及び現金同等物 1,465百万円

 １ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,794百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △5百万円

現金及び現金同等物 2,788百万円

 ２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

   株式の取得により新たに㈱東北鉄興社を連結した

ことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に株式の取得価額と取得のための支出(純額)との

関係は次のとおりであります。 

   ㈱東北鉄興社(平成19年３月31日現在)

流動資産 725百万円

固定資産 531百万円

流動負債 △873百万円

固定負債 △231百万円

負ののれん △77百万円

 ㈱東北鉄興社株式の取得価額 75百万円

㈱東北鉄興社の現金及び現金同等
物

△13百万円

 差引：㈱東北鉄興社取得のた 
 めの支出

61百万円

─── 
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,842百万円)の主なものは、提出会社本社

の管理部門に係る費用となっております。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(5,357百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資

金(現預金及び投資有価証券)及び管理部門等に係る資産であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出の金額は長期前払費用（非償却資産を除く）に係るものを含めて表示しておりま

す。 

６ 会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、法人税法の改正（(所得税

法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 

平成19年３月30日 政令第83号)）に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりますが、これによる影響は軽微

であります。 

７ 追加情報 

当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により、取得価額の５％に達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによ

り、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利益が、「マグネシア事業」については 

108百万円、「カルシア事業」については170百万円、「ファインその他事業」については９百万円それぞれ

減少しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

マグネシア 
事業 

(百万円)

カルシア
事業 

(百万円)

ファイン
その他事業 
(百万円)

計
  

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
  

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

13,406 23,855 5,207 42,470 ─ 42,470

 (2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

─ 1 1,771 1,773 (1,773) ─

計 13,406 23,857 6,980 44,244 (1,773) 42,470

  営業費用 12,316 22,183 5,511 40,010 63 40,074

  営業利益 1,090 1,673 1,468 4,233 (1,837) 2,395

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 14,382 16,722 4,376 35,481 4,192 39,673

  減価償却費 600 846 296 1,743 122 1,866

  資本的支出 399 1,033 157 1,589 229 1,819
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,915百万円)の主なものは、提出会社本社

の管理部門に係る費用となっております。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(6,708百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資

金(現預金及び投資有価証券)及び管理部門等に係る資産であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出の金額は長期前払費用（非償却資産を除く）に係るものを含めて表示しておりま

す。 

６ 会計方針の変更 

たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、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、当連結会計年度の営業利益は、「マグネシア事業」

は41百万円、「カルシア事業」は11百万円、「ファインその他事業」については38百万円それぞれ減少して

おります。 

７ 追加情報 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び連結子会社の機械装置については、平成20年度の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が、これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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。 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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。 
  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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。 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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。 

マグネシア 
事業 

(百万円)

カルシア
事業 

(百万円)

ファイン
その他事業 
(百万円)

計
  

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
  

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

15,683 24,925 4,433 45,042 ─ 45,042

 (2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

─ 0 1,619 1,620 (1,620) ─

計 15,683 24,926 6,052 46,662 (1,620) 45,042

  営業費用 13,629 23,403 5,300 42,332 296 42,629

  営業利益 2,054 1,522 752 4,330 (1,916) 2,413

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 14,796 15,480 4,088 34,365 5,815 40,180

  減価償却費 623 869 292 1,785 148 1,933

  資本的支出 730 981 336 2,048 165 2,214

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

 (1) リース資産の内容

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

   有形固定資産 

    主として営業用車両及び事務機器等であります。

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 114 38 76

車両運搬具 567 270 297

工具器具備品 328 206 121

合計 1,010 515 495

        

  (2) リースの減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に

記載のとおりであります。 

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じて会計処理を行っており、その内容

は次のとおりであります。

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

 

 

１年以内 187百万円

１年超 307

計
495

   なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末残

高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、「支払利子込み法」により算定

しております。

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 212百万円

減価償却費相当額 212

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 114 76 38

車両運搬具 447 252 194

工具器具備品 174 96 78

合計 736 425 311

  

 (4) 減価償却費相当額の算出方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 
  (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 146百万円

１年超 164

計 311

（減損損失について）

   リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。
 
 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 188百万円

減価償却費相当額 188

  

 (4) 減価償却費相当額の算出方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

  

（減損損失について）

   リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。

宇部マテリアルズ㈱（5390）平成21年3月期　決算短信

27



前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) １ 取引金額は消費税等を含まず、残高は消費税等を含めて表示しております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   主要原材料(石灰石等)の購入については、市場価格を勘案し、交渉の上決定しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

  連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

  

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １ 取引金額は消費税等を含まず、残高は消費税等を含めて表示しております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   主要原材料(石灰石等)の購入については、市場価格を勘案し、交渉の上決定しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  親会社情報 

   宇部興産㈱（東京証券取引所、福岡証券取引所に上場） 

  

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

親会社 宇部興産㈱
山口県 
宇部市

58,399
石油化学、肥料、
セメント、機械等
の製造販売

被所有 
直接53.75 
間接 0.65

兼任 ２人

電力、原料
等を受入し
当社製品を
販売してお
ります。

主要原材料
の購入

4,676 買掛金 1,538

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社 宇部興産㈱
山口県  
宇部市

58,434

石油化学、肥
料、セ メ ン
ト、機械等の
製造販売

被所有  
間 接
53.69  
間 接 
0.65

原材料の購入
役員の兼任

主要原材料
の購入

4,217 買掛金 1,012
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 １ 流動の部

(繰延税金資産)

  賞与引当金 246百万円

  たな卸資産評価減 6百万円

  その他 79百万円

繰延税金資産計 332百万円

  評価性引当額 △2百万円

 繰延税金資産の純額 329百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 １ 流動の部

(繰延税金資産)

  賞与引当金 246百万円

  たな卸資産評価減 10百万円

  その他 88百万円

繰延税金資産計 346百万円

  評価性引当額 △14百万円

 繰延税金資産の純額 332百万円

 ２ 固定の部

(繰延税金資産)

  退職給付引当金 1,014百万円

  役員退職慰労引当金 57百万円

  その他有価証券評価差額金 16百万円

  その他 212百万円

繰延税金資産計 1,300百万円

  評価性引当額 △162百万円

 繰延税金資産の純額 1,138百万円

 ２ 固定の部

(繰延税金資産)

  退職給付引当金 884百万円

  役員退職慰労引当金 68百万円

  その他有価証券評価差額金 57百万円

  その他 278百万円

繰延税金資産計 1,289百万円

  評価性引当額 △193百万円

 繰延税金資産の純額 1,095百万円

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.2％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目
△0.1％

住民税均等割等 0.5％

その他 △1.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.7％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

であるため注記を省略しております。
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

  

 
  

 (2) その他有価証券 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

 

(有価証券関係)

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
 取得原価を超えるもの

 (1) 株式 433 457 23

 (2) 債券 ─ ─ ─

 (3) その他 ─ ─ ─

小計 433 457 23

連結貸借対照表計上額が 
 取得原価を超えないもの

 (1) 株式 102 78 △23

 (2) 債券 ─ ─ ─

 (3) その他 222 180 △41

小計 325 259 △65

合計 758 716 △41

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

1 ─ ─

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

関連会社株式 51

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 2

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

その他 ─ 10 ─ ─
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

  

 
  

 (2) その他有価証券 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
 取得原価を超えるもの

 (1) 株式 10 16 6

 (2) 債券 ─ ─ ─

 (3) その他 ─ ─ ─

小計 10 16 6

連結貸借対照表計上額が 
 取得原価を超えないもの

 (1) 株式 515 444 △70

 (2) 債券 ─

 (3) その他 209 131 △77

小計 724 576 △148

合計 735 593 △141

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

2 ─ ─

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

関連会社株式 51

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 52

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

その他 ─ 5 ─ ─
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

当社グループは、通常の営業活動における輸入取引の為替変動リスクを軽減するため、継続的に

生じるドル建て輸入取引について、通貨スワップ取引を行っております。 

  

(2) 取引に対する取組方針 

通貨関連におけるデリバティブ取引については、主にドル建ての輸入燃料価格をヘッジするため

のものであるため、ドル建て契約の範囲内で行うことを前提としており、投機目的のためのデリ

バティブ取引は行わない方針であります。 

  

(3) 取引に係るリスクの内容 

通貨関連における通貨スワップ取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。 

契約先は、信用度の高い国内の銀行であるため、相手先不履行によるいわゆる信用リスクは、ほ

とんどないと判断しております。 

  

(4) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の実行及び管理は、「デリバティブ取引管理規程」に従い、管理本部経理部が

行っており、同取引に対する実行限度額及び上限額を明示しております。また、管理本部長は、

月ごとの定例会議や取締役会において、同取引の状況等を報告することになっております。 

なお、当該取引については、金額の多少に係わらず、取締役会承認事項と認識しております。 

  

２ 取引の時価等に関する事項 

  

 
(注) １ 時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等を使用しております。 

２ 契約額等は想定元本を記載しております。 

  なお、この金額自体がデリバティブ取引に係るリスク量を示すものではありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

区分 種類

前連結会計年度末
(平成20年３月31日現在)

契約額等
  

(百万円)

契約額等の
うち１年超 
(百万円)

時価
  

(百万円)

評価損益
  

(百万円)

市場取引 
以外の取引

通貨スワップ 
受取米ドル 
・支払円

2,590 2,590 △15 △15
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

提出会社は、確定給付型企業年金制度と退職一時金制度(定年退職者に対する勤続加算金)を併用して

おり、連結子会社は、退職一時金制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金

を支払う場合があります。 

なお、提出会社は、退職給付信託を設定しております。 

  

２ 退職給付債務及びその内訳 

  

 
  

３ 退職給付費用の内訳 

  

 
  

４ 退職給付債務の計算基礎 

  

 
  

(退職給付関係)

(平成20年３月31日現在)

(1) 退職給付債務 △6,429 百万円

(2) 年金資産 4,970 百万円

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2) △1,458 百万円

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 ─ 百万円

(5) 未認識数理計算上の差異 173 百万円

(6) 未認識過去勤務債務 (債務の減額) △81 百万円

(7) 連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)＋(6) △1,366 百万円

(8) 前払年金費用 ─ 百万円

(9) 退職給付引当金 (7)－(8) △1,366 百万円

(自平成19年４月１日
至平成20年３月31日)

退職給付費用 209 百万円

(1) 勤務費用 256 百万円

(2) 利息費用 123 百万円

(3) 期待運用収益 △85 百万円

(4) 過去勤務債務の費用処理額 △81 百万円

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 △4 百万円

(6) 会計処理基準変更時差異の費用処理額 ─ 百万円

(1) 割引率 2.0％

(2) 期待運用収益率 2.5％

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4) 過去勤務債務の処理年数 ５年

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 ―

(6) 数理計算上の差異の処理年数 10年
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

提出会社は、確定給付型企業年金制度と退職一時金制度(定年退職者に対する勤続加算金)を併用して

おり、連結子会社は、退職一時金制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金

を支払う場合があります。 

なお、提出会社は、退職給付信託を設定しております。 

  

２ 退職給付債務及びその内訳 

  

 
  

３ 退職給付費用の内訳 

  

 
  

４ 退職給付債務の計算基礎 

  

(平成21年３月31日現在)

(1) 退職給付債務 △6,088 百万円

(2) 年金資産 3,973 百万円

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2) △2,115 百万円

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 ─ 百万円

(5) 未認識数理計算上の差異 1,013 百万円

(6) 未認識過去勤務債務 (債務の減額) ─ 百万円

(7) 連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)＋(6) △1,101 百万円

(8) 前払年金費用 ─ 百万円

(9) 退職給付引当金 (7)－(8) △1,101 百万円

(自平成20年４月１日
至平成21年３月31日)

退職給付費用 255 百万円

(1) 勤務費用 249 百万円

(2) 利息費用 118 百万円

(3) 期待運用収益 △82 百万円

(4) 過去勤務債務の費用処理額 △81 百万円

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 51 百万円

(6) 会計処理基準変更時差異の費用処理額 ─ 百万円

(1) 割引率 2.0％

(2) 期待運用収益率 2.5％

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4) 過去勤務債務の処理年数 ５年

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 ―

(6) 数理計算上の差異の処理年数 10年
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

  

  該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 309.99円 １株当たり純資産額 313.74円

１株当たり当期純利益 17.57円 １株当たり当期純利益 14.48円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

（平成20年３月31日）
当連結会計年度 

（平成21年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計
額(百万円)

25,081 25,382

普通株式に係る純資産額(百万円) 25,081 25,382

差額の主な内訳(百万円) ─ ─

普通株式の発行済株式数(千株) 80,948 80,948

普通株式の自己株式数(千株) 37 43

１株当たりの純資産額の算定に用い
られた普通株式の数(千株)

80,911 80,904

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 
(百万円)

1,422 1,171

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,422 1,171

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 80,916 80,908

(重要な後発事象)
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５.【個別財務諸表】

（1）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

資産の部
 流動資産

  現金及び預金 1,202 2,644

  受取手形 1,853 1,586

  売掛金 12,884 10,159

  製品 2,807 ―

  原材料 621 ―

  貯蔵品 431 ―

  商品及び製品 ― 3,494

  仕掛品 800 1,055

  原材料及び貯蔵品 ― 2,148

  前払費用 30 39

  繰延税金資産 314 316

  関係会社短期貸付金 450 414

  未収入金 257 241

  その他 5 16

  貸倒引当金 △ 42 △ 41

  流動資産合計 21,616 22,076

 固定資産

  有形固定資産

   建物 7,787 7,913

    減価償却累計額 △ 4,954 △ 5,123

    建物(純額) 2,832 2,790

   構築物 6,327 6,396
    減価償却累計額 △ 5,158 △ 5,279

    構築物(純額) 1,169 1,116

   機械及び装置 45,480 46,241
    減価償却累計額 △ 40,207 △ 41,352

    機械及び装置(純額) 5,272 4,889

   車両運搬具 11 11
    減価償却累計額 △ 10 △ 11

    車両運搬具(純額) 1 0

   工具、器具及び備品 1,592 1,715
    減価償却累計額 △ 1,263 △ 1,376

    工具、器具及び備品(純額) 328 339

   土地 5,090 5,090
   リース資産 ― 74

    減価償却累計額 ― △ 9

    リース資産(純額) ― 64

   建設仮勘定 201 594

   有形固定資産合計 14,897 14,886

  無形固定資産

   ソフトウエア 85 57

   電信電話専用施設利用権 8 8

   無形固定資産合計 93 66

  投資その他の資産

   投資有価証券 713 642

   関係会社株式 119 137

   従業員に対する長期貸付金 9 7

   破産更生債権等 3 1

   長期前払費用 2 50

   繰延税金資産 1,139 1,096

   その他 303 303

   貸倒引当金 △ 3 △ 1

   投資その他の資産合計 2,288 2,237

  固定資産合計 17,280 17,190

 資産合計 38,896 39,266
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

負債の部
 流動負債

  支払手形 710 722

  買掛金 5,521 3,765

  短期借入金 2,650 4,750

  1年内返済予定の長期借入金 15 15

  リース債務 ― 15

  未払金 1,482 1,290

  未払費用 144 139

  未払法人税等 353 330

  未払消費税等 112 ―

  前受金 2 9

  預り金 58 27

  前受収益 ― 10

  賞与引当金 568 566

  役員賞与引当金 43 42

  設備関係支払手形 68 163

  設備関係未払金 775 829

  その他 15 ―

  流動負債合計 12,522 12,678

 固定負債

  長期借入金 83 67

  リース債務 ― 53

  退職給付引当金 872 610

  役員退職慰労引当金 137 163

  環境対策引当金 ― 150

  その他 209 230

  固定負債合計 1,302 1,276

 負債合計 13,824 13,955

純資産の部

 株主資本

  資本金 4,047 4,047

  資本剰余金

   資本準備金 3 3

   その他資本剰余金 880 880

   資本剰余金合計 884 883

  利益剰余金

   利益準備金 1,306 1,306

   その他利益剰余金

    別途積立金 16,145 16,145

    繰越利益剰余金 2,726 3,025

   利益剰余金合計 20,179 20,477

  自己株式 △ 11 △ 12

  株主資本合計 25,099 25,396

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △ 27 △ 85

  評価・換算差額等合計 △ 27 △ 85

 純資産合計 25,072 25,311

負債純資産合計 38,896 39,266
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（2）【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

売上高 41,501 44,056

売上原価

 製品期首たな卸高 2,797 2,807

 当期商品仕入高 6,018 6,108

 当期製品製造原価 25,745 28,854

 合計 34,560 37,771

 製品他勘定振替高 ― 29

 製品期末たな卸高 2,807 3,494

 製品売上原価 31,752 34,247

売上総利益 9,748 9,809

販売費及び一般管理費

 販売費 5,615 5,594

 一般管理費 1,842 1,915

 販売費及び一般管理費合計 7,457 7,510

営業利益 2,290 2,299

営業外収益

 受取利息 16 12

 受取配当金 5 6

 副産物等売却収入 34 17

 受取賃貸料 50 54

 過年度重油価格精算額 11 11

 デリバティブ評価益 ― 15

 受取保険金 31 ―

 補助金収入 27 35

 雑収入 46 52

 営業外収益合計 225 206

営業外費用

 支払利息 52 78

 たな卸資産減耗損 ― 45

 固定資産除却損 16 22

 為替差損 77 184

 たな卸資産廃棄損 3 ―

 雑支出 39 32

 営業外費用合計 190 364

経常利益 2,325 2,141

特別利益

 固定資産売却益 127 ―

 貸倒引当金戻入額 34 1

 特別利益合計 162 1

特別損失

 たな卸資産評価損 ― 29

 固定資産除却損 67 43

 減損損失 112 59

 投資有価証券評価損 ― 21

 環境対策引当金繰入額 ― 159

 その他 2 0

 特別損失合計 182 313

税引前当期純利益 2,305 1,828

法人税、住民税及び事業税 864 641

法人税等調整額 126 80

法人税等合計 990 721

当期純利益 1,314 1,107
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（3）【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

株主資本

 資本金

  前期末残高 4,047 4,047

  当期変動額

   当期変動額合計 ― ―

  当期末残高 4,047 4,047

 資本剰余金

  資本準備金

   前期末残高 3 3

   当期変動額

    当期変動額合計 ― ―

   当期末残高 3 3

  その他資本剰余金

   前期末残高 880 880

   当期変動額

    自己株式の処分 0 △0

    当期変動額合計 0 △0

   当期末残高 880 880

  資本剰余金合計

   前期末残高 884 884

   当期変動額

    自己株式の処分 0 △0

    当期変動額合計 0 △0

   当期末残高 884 883

 利益剰余金

  利益準備金

   前期末残高 1,306 1,306

   当期変動額

    当期変動額合計 ― ─

   当期末残高 1,306 1,306

  その他利益剰余金

   別途積立金

    前期末残高 16,145 16,145

    当期変動額

     当期変動額合計 ― ―

    当期末残高 16,145 16,145

   繰越利益剰余金

    前期末残高 2,221 2,726

    当期変動額

     剰余金の配当 △ 809 △ 809

     当期純利益 1,314 1,107

     当期変動額合計 505 298

    当期末残高 2,726 3,025

  利益剰余金合計

   前期末残高 19,673 20,179

   当期変動額

    剰余金の配当 △ 809 △ 809

    当期純利益 1,314 1,107

    当期変動額合計 505 298

   当期末残高 20,179 20,477
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

 自己株式

  前期末残高 △ 6 △ 11

  当期変動額

   自己株式の取得 △ 6 △ 1

   自己株式の処分 0 0

   当期変動額合計 △ 5 △0

  当期末残高 △ 11 △ 12

 株主資本合計

  前期末残高 24,598 25,099

  当期変動額

   剰余金の配当 △ 809 △ 809

   当期純利益 1,314 1,107

   自己株式の取得 △ 6 △ 1

   自己株式の処分 1 0

   当期変動額合計 500 297

  当期末残高 25,099 25,396

評価・換算差額等

 その他有価証券評価差額金

  前期末残高 92 △ 27

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 119 △ 58

   当期変動額合計 △ 119 △ 58

  当期末残高 △ 27 △ 85

 評価・換算差額等合計

  前期末残高 92 △ 27

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 119 △ 58

   当期変動額合計 △ 119 △ 58

  当期末残高 △ 27 △ 85

純資産合計

 前期末残高 24,691 25,072

 当期変動額

  剰余金の配当 △ 809 △ 809

  当期純利益 1,314 1,107

  自己株式の取得 △ 6 △ 1

  自己株式の処分 1 0

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 119 △ 58

  当期変動額合計 381 238

 当期末残高 25,072 25,311
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    該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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６．その他 

役員の異動（平成 21 年 6 月 24 日付） 

 

（１） 役員（取締役・監査役）の異動 

 

① 退任取締役 

       取締役 相談役    光井 一彦［引き続き相談役に就任］ 

取締役 専務執行役員 安田  正（現・生産・技術本部長 兼 カルシア関連事業部管掌） 

 

（２） 執行役員（取締役兼務執行役員を含む）の異動 

 

① 昇任 

      取締役 専務執行役員 岩本 利一（現・取締役 常務執行役員） 

 

② 新任執行役員 

      執行役員       吉武 正三（現・生産･技術本部 技術部長） 

      執行役員       植木  明（現・研究開発本部 研究開発部長） 

 

③ 退任執行役員 

   執行役員       川内  清（現・㈱東北鉄興社 代表取締役社長） 

  ［当社執行役員退任後も引き続き㈱東北鉄興社代表取締役社長に就任予定］ 

 

④ 職務変更 

      取締役 専務執行役員 岩本 利一 【新】マグネシア関連事業部長 兼 カルシア関連 

事業部及びヘルスケア商品部管掌 

                                   【旧】東京本部長 兼 マグネシア関連事業部長 

      取締役 常務執行役員 渡壁 英博 【新】生産･技術本部長 

                                     【旧】生産･技術副本部長 

      執行役員       吉武 正三 【新】生産･技術本部副本部長 兼 技術部長 

      執行役員       植木  明     （現職務と同じ） 

 

（３）異動後の体制 

 

   ①取締役・監査役 

     代表取締役社長     安部 研一   重任 

     取締役 専務執行役員  岩本 利一   昇任 

     取締役 常務執行役員  神田 直樹   重任 

     取締役 常務執行役員  西郷 正志   重任 

     取締役 常務執行役員  渡壁 英博   重任 

     取締役 執行役員    縄田 泰信   重任 

     取締役 執行役員    白井 秀平   重任 

     取締役（非常勤）    関谷 一眞   重任 

常任監査役（常勤）   岡田 洋幸   変更なし 

監査役（常勤）     国広  修   変更なし 

監査役（非常勤）    山本 健司   変更なし 

 

   ②取締役を兼務しない執行役員 

執行役員        三輪 秀樹    重任 

執行役員        加藤 孝一   重任 

執行役員        吉武 正三   新任 

     執行役員        植木  明   新任 

以上 




