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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 26,857 △25.7 1,088 △54.6 1,135 △48.6 664 △44.5
21年3月期第3四半期 36,168 ― 2,397 ― 2,210 ― 1,197 ―

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

22年3月期第3四半期 8.21 ―
21年3月期第3四半期 14.80 ―

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

22年3月期第3四半期 39,124 25,483 65.1 315.01
21年3月期 40,180 25,382 63.2 313.74

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  25,483百万円 21年3月期  25,382百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 3.00

3.  平成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  無   

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 37,300 △17.2 1,550 △35.8 1,500 △34.4 870 △25.7 10.75
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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) 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、４ページ【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） 

(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 
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４ページをご参照ください。 
 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 80,948,148株 21年3月期  80,948,148株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  49,877株 21年3月期  43,277株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 80,901,483株 21年3月期第3四半期 80,908,978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、緩やかな景気回復傾向にあるものの、公共投資の縮

小、雇用状況の悪化など、依然として厳しい経営環境で推移しております。 

 このような状況のもと、当社グループの主要取引先である鉄鋼業界は、外需により粗鋼生産量は増加基

調にあるものの国内需要は厳しい環境にあります。セメント業界においても、公共投資の縮小などにより

前年同期に比べ大幅な減産となっており、回復には今しばらくの時間がかかる状況であります。電子材料

分野は、数量面の増加は期待できるものの価格面では下落傾向にあります。 

 当社グループは、新製品の開発と販売力の強化に取り組み、新規ユーザーの開拓や出荷量減少に伴う販

売価格の維持に努めるとともに、生産面においては変動費削減対策の実施、また、人件費や補修費、旅費

等の固定費削減にも積極的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、前年同期に比べ25.7％減少し268億5千7百万円

となりました。 

 損益面におきましては、固定費等の削減をはじめ各種対策に取り組んだものの、大幅な出荷量の減少に

よる落ち込みが大きく影響し、営業利益は前年同期に比べ54.6％減少の10億8千8百万円となりました。経

常利益は前年同期に比べ48.6％減少し11億3千5百万円となり、四半期純利益につきましては、前年同期に

比べ44.5％減少し6億6千4百万円となりました。 

  

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10億5千6百万円減少の391億2千4百

万円となりました。流動資産は3億5百万円減少しており、現金及び預金の減少（6億5千8百万円）、受取

手形及び売掛金の増加（8億8千1百万円）、原材料及び貯蔵品の減少（8億2千6百万円）が主な要因であり

ます。固定資産は7億5千万円減少しており、有形固定資産の減少（7億8百万円）が主な要因であります。

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ11億5千7百万円減少の136億4千万円と

なりました。流動負債が9億2千万円減少しており、短期借入金の減少（8億5千万円）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1億円増加の254億8千3百万円となり

ました。利益剰余金の増加（9千7百万円）が主な要因であります。 

  
（キャッシュ・フローの状況） 

現金及び現金同等物の当四半期末残高は 21億2千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ 6億6千万円

の減少となりました。 

  
（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、22億7千1百万円の収入となりました。税金等調整前四半期純利

益（10億8千3百万円）、減価償却費（16億1千7百万円）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、14億3千1百万円の支出となりました。有形固定資産の取得によ

る支出（14億7千4百万円）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、14億6千3百万円の支出となりました。短期・長期借入金の返済

（14億6千4百万円）が主な要因であります。 

【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

宇部マテリアルズ㈱（5390）平成22年3月期　第３四半期決算短信

3



  

平成21年11月5日に公表しております通期連結業績予想に修正はありません。 

今後の見通しにつきましては、当社の主要取引先である鉄鋼業界は回復基調にあるものの、セメント業

界は非常に厳しい環境にあります。 

 当社といたしましては、売上高の維持・確保に努めるとともに、経営全般にわたる効率化によって業績

予想の達成に努めてまいる所存であります。  

  
  

該当事項はありません。 

  

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、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。 

  

該当事項はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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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5.【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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,136 2,794

受取手形及び売掛金 12,841 11,959

商品及び製品 3,453 3,534

仕掛品 1,115 1,055

原材料及び貯蔵品 1,348 2,174

その他 942 632

貸倒引当金 △32 △40

流動資産合計 21,804 22,110

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,920 4,089

機械装置及び運搬具（純額） 4,694 5,131

土地 5,394 5,429

その他（純額） 1,030 1,098

有形固定資産合計 15,040 15,748

無形固定資産 91 113

投資その他の資産   

投資有価証券 707 696

その他 1,483 1,513

貸倒引当金 △2 △1

投資その他の資産合計 2,188 2,208

固定資産合計 17,319 18,070

資産合計 39,124 40,180

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,122 4,542

短期借入金 3,919 4,769

未払法人税等 192 339

賞与引当金 297 610

環境対策引当金 85 25

その他 2,307 2,558

流動負債合計 11,925 12,846

固定負債   

長期借入金 65 80

退職給付引当金 972 1,101

役員退職慰労引当金 135 170

環境対策引当金 － 150

その他 541 448

固定負債合計 1,715 1,951

負債合計 13,640 14,798
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,047 4,047

資本剰余金 883 883

利益剰余金 20,652 20,554

自己株式 △14 △12

株主資本合計 25,569 25,473

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △85 △90

評価・換算差額等合計 △85 △90

純資産合計 25,483 25,382

負債純資産合計 39,124 40,180
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 36,168 26,857

売上原価 27,620 20,564

売上総利益 8,548 6,292

販売費及び一般管理費 6,150 5,204

営業利益 2,397 1,088

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 4 6

受取賃貸料 36 53

その他 103 73

営業外収益合計 149 136

営業外費用   

支払利息 57 34

為替差損 225 33

その他 53 23

営業外費用合計 336 90

経常利益 2,210 1,135

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 7

特別利益合計 2 7

特別損失   

たな卸資産評価損 29 －

減損損失 15 34

投資有価証券評価損 12 －

環境対策引当金繰入額 159 －

環境対策費 － 23

その他 2 1

特別損失合計 218 60

税金等調整前四半期純利益 1,995 1,083

法人税等 774 418

少数株主利益 22 －

四半期純利益 1,197 664
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,083

減価償却費 1,452 1,617

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 △7

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△148 △164

環境対策引当金の増減額（△は減少） 159 △90

環境対策費 － 23

受取利息及び受取配当金 △9 △9

支払利息 57 34

為替差損益（△は益） 201 36

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 8 11

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 12 －

減損損失 15 34

売上債権の増減額（△は増加） △2,104 △881

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,900 847

仕入債務の増減額（△は減少） 991 538

未払消費税等の増減額（△は減少） △62 200

預け金の増減額（△は増加） － △343

その他 △40 35

小計 634 2,966

利息及び配当金の受取額 9 9

利息の支払額 △66 △29

法人税等の支払額 △735 △675

営業活動によるキャッシュ・フロー △157 2,271

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 △2

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 △1,474

有形固定資産の売却による収入 2 52

投資有価証券の取得による支出 △50 △5

投資有価証券の売却による収入 2 2

その他の支出 △6 △8

その他の収入 3 3

長期貸付金の回収による収入 1 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,476 △1,431
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 4,450 600

短期借入金の返済による支出 － △1,450

長期借入金の返済による支出 △11 △14

リース債務の返済による支出 － △30

自己株式の取得による支出 △1 △1

自己株式の処分による収入 0 0

配当金の支払額 △809 △566

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,628 △1,463

現金及び現金同等物に係る換算差額 △201 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,792 △660

現金及び現金同等物の期首残高 1,465 2,788

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,257 2,127
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該当事項はありません。 

  

  

前第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） 

   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、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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【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)

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

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)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

10,202 13,848 2,805 26,857 ― 26,857

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 0 962 963 (963) ―

計 10,202 13,849 3,767 27,820 (963) 26,857

営業利益 1,258 897 281 2,437 (1,348) 1,088
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 前第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）及び当第３四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

 前第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）及び当第３四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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