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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 42,550 13.2 3,238 74.1 3,270 67.1 1,667 53.8
22年3月期 37,577 △16.6 1,859 △22.9 1,956 △14.4 1,084 △7.4

（注）包括利益 23年3月期 1,685百万円 （48.7％） 22年3月期 1,133百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 20.62 ― 6.3 8.1 7.6
22年3月期 13.41 ― 4.2 5.0 4.9

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 41,765 27,228 65.2 336.59
22年3月期 38,658 25,948 67.1 320.75

（参考） 自己資本   23年3月期  27,228百万円 22年3月期  25,948百万円

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

23年3月期 3,181 △1,138 △577 4,079
22年3月期 4,786 △1,993 △2,882 2,661

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 404 37.3 1.6
23年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 647 38.8 2.4
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 8.00 8.00 45.3

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 21,300 0.0 1,040 △34.1 1,040 △34.6 620 △20.9 7.66
通期 43,700 2.7 2,550 △21.3 2,540 △22.3 1,430 △14.3 17.68



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は添付Ｐ．２０「４．連結財務諸表（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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期 80,948,148 株 22年3月期 80,948,148 株
② 期末自己株式数 23年3月期 51,973 株 22年3月期 50,477 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 80,897,087 株 22年3月期 80,900,696 株

（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） 

 

(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 ％

23年3月期 41,706 13.5 3,116 80.1 3,110 73.1 1,604 62.0
22年3月期 36,737 △16.6 1,730 △24.7 1,797 △16.1 990 △10.5

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

23年3月期 19.84 ―
22年3月期 12.25 ―

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

23年3月期 40,509 27,000 66.7 333.77
22年3月期 37,550 25,782 68.7 318.71

（参考） 自己資本 23年3月期  27,000百万円 22年3月期  25,782百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料Ｐ．２「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
 
 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 20,900 0.1 1,020 △32.2 610 △27.2 7.54
通期 42,900 2.9 2,490 △20.0 1,390 △13.4 17.18
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（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、上半期は新興国を中心とした海外経済の回復により、企業収

益の改善が進むとともに設備投資も持ち直すなど、景気は緩やかな回復基調となりました。下半期に入

り、個人消費の落ち込みや雇用環境の低迷等により足踏み状態が続き、3月の東日本大震災の発生によ

り、先行きに大きな影響を及ぼす経済環境のなか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、中国をはじめとしたアジア向

け輸出が堅調に推移したことにより、粗鋼生産量は１億１千万トンを超える高水準を維持しました。こ

のため、当社におきましてもマグネシア、カルシア事業の売上高が鉄鋼関連製品を中心に増加しまし

た。また、ファイン事業につきましても、需要回復や政府の景気刺激策により電子・光学材料、機能性

材料の売上高が増加しました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前年同期に比べ13.2％増加し425億5千万円となりました。

損益面におきましては、大幅な出荷数量の増加に加え販売力の強化に取組み拡販に努めました結果、

営業利益は前年同期に比べ74.1％増加し32億3千8百万円、経常利益は前年同期に比べ67.1％増加し32億

7千万円となりました。 

また、特別損失として、不要設備の撤去工事費である固定資産廃棄損1億9千8百万円、会計基準の変

更に伴う資産除去債務関連損失1億7千7百万円、遊休土地の減損損失4千4百万円のほか、東日本大震災

による災害損失などを計上したことから、当期純利益は前年同期に比べ53.8％増加の16億6千7百万円と

なりました。 
  
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。（増減割合は前年同期比） 
  

＜マグネシア事業＞ 

マグネシア事業の売上高は12.7％増加し156億3千8百万円となりました。 

マグネシアクリンカーは、国内・輸出ともに鉄鋼用耐火物向けやケミカル用途への出荷が好調であっ

たため、売上高は20.7％増加し76億6千7百万円となりました。 

水酸化マグネシウムは、夏場の電力需要の伸びにより自家発電用の排煙脱硫向け出荷が増加したこと

に加え、ケミカル用途への出荷も堅調に推移したことなどから、売上高は6.9％増加し73億5千4百万円

となりました。 

その他の製品については、ケミカル用途の酸化マグネシウムや環境用途の土壌硬化剤などの出荷が減

少したため、売上高は4.3％減少し6億1千6百万円となりました。 

セグメント利益（営業利益）は、マグネシアクリンカー及び水酸化マグネシウムの出荷増などによ

り、39.7％増加し22億6千9百万円となりました。 
  

＜カルシア事業＞ 

カルシア事業の売上高は、14.5％増加し227億4千1百万円となりました。 

生石灰は、鉄鋼業界における需要が旺盛であったため、製鋼用・焼結用ともに出荷が増加し、売上高

は19.3％増加し153億3千9百万円となりました。 

消石灰は、排水中和用が前年同期並みの出荷に止まったものの、排ガス処理用及び防疫・消毒用の出

荷量が増加したことなどから、売上高は14.6％増加し29億4千1百万円となりました。 

タンカルは、排煙脱硫・道路舗装用とも出荷が低調であり、売上高は0.6％減少し9億9千5百万円とな

りました。 

土質固化材は、公共工事・民需ともに全般的に出荷が低調であり、売上高は9.2％減少し9億4千4百万

円となりました。 

その他の製品については、脱硫剤などの出荷が好調であったこともあり、売上高は5.2％増加し25億2

千万円となりました。 

セグメント利益（営業利益）は、生石灰及び消石灰の出荷増などにより、22.4％増加し19億8千1百万

円となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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＜ファイン事業＞ 

ファイン事業の売上高は、9.5％増加し34億8千9百万円となりました。 

超高純度炭酸カルシウムその他の製品は、電子・光学材料用の需要回復に伴い、超高純度炭酸カルシ

ウムの出荷が増加しました。 

また、特殊光学材料用の超高純度硝酸カルシウムの需要が回復するとともに、樹脂用フィラー向けの

塩基性硫酸マグネシウムやタルクの出荷も増加しました。 

この結果、売上高は15.9％増加し17億6千6百万円となりました。 

気相法高純度超微粉マグネシアは、新たな市場開拓と拡販に努めた結果、プラズマ・ディスプレイ・

パネル(PDP)向け出荷が増加し、売上高は10.7％増加し11億6千1百万円となりました。 

生活関連用品は、出荷が低調であったため、売上高は8.4％減少し5億6千万円となりました。 

セグメント利益（営業利益）は、超高純度炭酸カルシウム及び気相法高純度超微粉マグネシアなど自

社製品の出荷増などにより、103.9％増加し7億1千万円となりました。 

  

＜その他の事業＞ 

その他の事業は貨物輸送における扱い高の増加により、売上高は4.8％増加し6億8千1百万円となりま

した。 

セグメント利益（営業利益）は、24.4％増加し1億3千1百万円となりました。 

  

（次期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、年初から原燃料価格が上昇傾向を強めていることに加え、3月に発生

した東日本大震災の影響により、各分野の需要動向が全国的に不透明な中で本年度がスタートしてお

り、従来にも増して厳しい経営環境になるものと予想されます。 

セグメント別では、マグネシア事業及びカルシア事業においては、原燃料価格の上昇が製造コスト増

に直接つながるほか、国内各方面の需要減退が進むことになれば、鉄鋼・セメント・ガラスといった基

幹産業向けの出荷減少を強いられることになります。 

ファイン事業においても、需要業界での 終製品である電子・光学機器や家電、自動車などの需要動

向に影響されるものと考えております。 

また、環境関連製品を販売しているマグネシア・カルシア事業においては、東日本地区の経済回復に

協力するとともに、各被災地区における環境対策用として当社製品を提案してまいりたいと考えており

ます。 

このような状況下ではありますが、次期（平成24年3月期）の連結業績見通しとしましては、売上高

437億円、営業利益25億5千万円、経常利益25億4千万円、当期純利益14億3千万円を予想しております。
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＜資産及び負債純資産の状況＞  

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ31億7百万円増加の417億6千5百万円となりま

した。 

流動資産は31億3千4百万円増加しました。 

売上債権及びたな卸資産が減少したものの、現金及び預金が14億9百万円、「その他」が18億1千2百

万円と大きく増加しております。なお、「その他」の主な増加内容は、従来から余資の預け先として利

用している親会社資金管理システムへの預け金残高が一時的に増加したことであります。 

固定資産は2千7百万円減少しました。 

基幹システムの導入等により無形固定資産が4億3千1百万円増加したものの、有形固定資産及び繰延

税金資産が減少しております。 

また、保有していた投資信託を売却したことから投資有価証券が1億2千7百万円減少しております。 

  

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ18億2千6百万円増加の145億3千7百万円となり

ました。 

流動負債は20億4千4百万円増加しました。 

返済により短期借入金が減少したものの、支払手形及び買掛金が1億6千7百万円、未払法人税等が6億

6千3百万円、「その他」が11億5千2百万円増加しております。なお、「その他」の主な増加内容は、設

備工事等の工期が下期に偏重したことから、関連する期末債務残高が増加したものであります。 

固定負債は2億1千7百万円減少しました。 

会計基準適用に伴い資産除去債務を計上したことから同残高が増加したものの、企業年金への掛け金

拠出等により退職給付引当金が減少したことなどが主な要因であります。 

  

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ12億8千万円増加の272億2千8百万円となりま

した。 

利益剰余金の当期純利益による増加及び配当金の支払による減少が主な要因であります。 

  

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期に比べ14億1千7百万円増加し、

40億7千9百万円となりました。 

  

営業活動による資金は、31億8千1百万円の収入となりました。 

（前年同期比 16億5百万円の収入減少） 

増収に伴い税金等調整前当期純利益が27億6千8百万円あり、これに減価償却費21億9千6百万円を加え

たものが収入の主な要因であります。 

主要な債権債務、資産負債等の増減による資金に大きな動きはありませんが、親会社に対する預け金

残高が一時的に増加したことにより預け金の増減額が18億8千2百万円の支出となりました。 

  

投資活動による資金は、11億3千8百万円の支出となりました。 

（前年同期比 8億5千5百万円の支出減少） 

投資有価証券（投資信託）の売却による売却収入が1億6千2百万円あったものの、有形固定資産の取

得による支出12億6千1百万円等があったことが主な要因であります。 

なお、設備投資は前年同期を上回りましたが、工期が下期に偏重したことから、固定資産取得による

支出額は前年同期に比べ減少しております。 

  

（２）財政状態に関する分析
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財務活動による資金は、5億7千7百万円の支出となりました。 

（前年同期比 23億4百万円の支出減少） 

配当金の支払4億4百万円に加え、リース債務の返済による支出や短期借入金の返済超過による支出な

どが主な要因であります。 

なお、前年同期の短期借入金の返済超過による支出（22億5千万円）が多額であったことから、前年

同期比較では支出額が大きく減少しております。 
  

(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・ガバレッジ・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諸表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 重要課題の一つであり、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なうことを基本方針としております。 

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23年3月期の期末配当金につきましては、「配当予想の修正に関するお知らせ」（平成23年2月24

日）で開示しましたとおり、１株当たり８円とさせていただくことといたしました。 

なお、次期の配当予想につきましては、当社主力製品である生石灰やマグネシアクリンカーの原燃料

価格が上昇傾向にあることや、本年3月に発生し広範囲に甚大な被害をもたらした東日本大震災の影響

により、今後の全国規模での需要動向が不鮮明であることなど、当社を取巻く環境は依然として厳しい

ものがありますが、年間配当金８円を予定しております。 

  

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

自己資本比率(%) 63.6 63.2 63.2 67.1 65.2

時価ベースの自己資本比率
(%)

91.5 51.0 33.6 50.9 62.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

2.8 1.0 2.3 0.6 0.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

24.3 52.2 26.6 135.6 112.0

（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内容のうち、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、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。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）事業等のリスク

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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 当社グループは、当社、連結子会社２社（美祢貨物自動車株式会社及び株式会社東北鉄興社）及び関連会
社３社（株式会社ライムグリーン、岩手共同石灰株式会社及び東山共同開発株式会社）により構成され、マ
グネシア及びカルシアを中心とした鉱物系無機工業製品の製造・販売を主な事業の内容としております。 
 また、親会社は宇部興産株式会社（東証一部）であります。 
 なお、 近の有価証券報告書（平成22年６月25日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」
から重要な変更がありませんので、詳細についての記載は省略しております。 

  

当社は、わが国はもとより世界各国の文化や価値観が異なる社会の人々に向け、「私達は創意と個性
を活かして企業力を高め、顧客と社会の信頼に応え、企業の使命を全うします」を経営理念として掲げ
ております。 
この理念のもと、鉱物系無機工業製品の企画・研究開発・生産・販売を一貫して行う総合メーカーを

目指しており、生石灰、マグネシアクリンカー等の現主力製品の売上高を維持しつつ、付加価値の高い
ファイン製品および環境関連製品の開発と拡販を進めることにより、事業ごとの収益を改善し、業績の
向上と経営の安定化を図りたいと考えております。 
  

当社の主たる経営指標としては、売上高経常利益率、ＲＯＥ（株主資本利益率）及びＲＯＡ（総資産
純利益率）を使用しております。 
日本社会の経済構造が大きく変革するなかで、引続き成長を持続させる基盤事業（カルシア、マグネ

シア）の体質強化と、ファイン事業の拡大によって収益を安定的に確保できる事業構造の構築を目指し
てまいります。 
  

当社は中長期的な経営計画として、平成22～24年度を対象とした経営３カ年計画を策定しており、こ
の概要を平成22年4月12日に『新３カ年経営計画「Newネクストステージ」策定について』として開示し
ております。 
現在は同計画に記載した全社基本戦略を実行中であります。 
  

今後の経済見通しにつきましては、本年3月に発生した東日本大震災の影響から、景気は弱い動きが
続くものと思われます。年度内の全国的な生産活動の回復、各種政策効果などにより景気が持ち直して
いくことが期待されますが、供給電力の制約、原燃料価格の上昇懸念など、景気を下押しする要素も抱
えており、当社グループを取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。 
当社グループは、基盤事業であるマグネシア及びカルシア事業の体質強化と、ファイン事業の拡大に

より、収益を安定的に確保できる事業構造の構築を目指してまいります。 
マグネシア事業においては、ケミカル、電気・電子、医薬原料などの非耐火物分野と、土壌改善材及

び水質改善材などの環境分野の一層の拡充を行なってまいります。 
カルシア事業においては、全国的な事業展開の継続と、アジアにおける事業提携・技術提携を推進し

てまいります。 
ファイン事業においては、新たな機能性無機材料の市場開拓と上市を推進してまいります。 
研究開発部門においては、ディスプレイ(D)、エネルギー(E)、蛍光体(P)及び半導体(S)の４分野に重

点を置く「DEPS戦略」を展開し、マーケット直結型の体制により、市場ニーズへの迅速な対応を目指し
てまいります。 
この他、法令遵守、環境保全、安全対策並びに内部統制システムの強化などにも努め、社会的な責任

を果たしていくことにより、企業価値の向上を目指してまいります。 

  

  

２．企業集団の状況

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

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,677 4,087

受取手形及び売掛金 12,725 12,692

商品及び製品 2,921 2,660

仕掛品 1,063 1,139

原材料及び貯蔵品 1,405 1,360

繰延税金資産 322 500

その他 336 2,148

貸倒引当金 △34 △36

流動資産合計 21,416 24,551

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,074 15,229

減価償却累計額 △11,152 △11,415

建物及び構築物（純額） 3,922 3,814

機械装置及び運搬具 48,385 49,019

減価償却累計額 △43,357 △44,358

機械装置及び運搬具（純額） 5,027 4,661

土地 5,394 5,350

リース資産 303 507

減価償却累計額 △60 △142

リース資産（純額） 242 365

建設仮勘定 165 296

その他 1,822 1,975

減価償却累計額 △1,515 △1,607

その他（純額） 306 367

有形固定資産合計 15,059 14,855

無形固定資産

その他 90 521

無形固定資産合計 90 521

投資その他の資産

投資有価証券 780 653

繰延税金資産 906 805

その他 405 378

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,091 1,836

固定資産合計 17,241 17,214

資産合計 38,658 41,765
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,253 5,420

短期借入金 2,519 2,444

リース債務 64 106

未払法人税等 243 906

賞与引当金 614 723

役員賞与引当金 30 42

環境対策引当金 25 －

その他 2,225 3,377

流動負債合計 10,976 13,020

固定負債

長期借入金 60 48

リース債務 194 281

退職給付引当金 941 576

役員退職慰労引当金 144 138

資産除去債務 － 188

その他 392 281

固定負債合計 1,734 1,516

負債合計 12,710 14,537

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 21,072 22,336

自己株式 △14 △14

株主資本合計 25,989 27,252

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △41 △24

その他の包括利益累計額合計 △41 △24

純資産合計 25,948 27,228

負債純資産合計 38,658 41,765
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 37,577 42,550

売上原価 28,493 31,398

売上総利益 9,083 11,151

販売費及び一般管理費 7,223 7,913

営業利益 1,859 3,238

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 8 8

受取賃貸料 70 75

過年度重油価格精算額 10 4

副産物等売却収入 14 6

受取保険金 1 16

補助金収入 30 －

その他 65 78

営業外収益合計 206 192

営業外費用

支払利息 43 28

為替差損 24 55

固定資産除却損 24 39

たな卸資産廃棄損 4 15

その他 13 21

営業外費用合計 109 160

経常利益 1,956 3,270

特別利益

貸倒引当金戻入額 5 －

環境対策引当金戻入額 41 －

特別利益合計 47 －

特別損失

減損損失 137 44

PCB処理費用 23 －

固定資産廃棄損 － 198

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 177

投資有価証券売却損 － 43

災害による損失 － 24

その他 0 14

特別損失合計 162 501

税金等調整前当期純利益 1,841 2,768

法人税、住民税及び事業税 591 1,188

法人税等調整額 165 △87

法人税等合計 757 1,100

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,667

当期純利益 1,084 1,667
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 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,667

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 17

その他の包括利益合計 － 17

包括利益 － 1,685

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 1,685

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 883 883

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 883 883

利益剰余金

前期末残高 20,554 21,072

当期変動額

剰余金の配当 △566 △404

当期純利益 1,084 1,667

当期変動額合計 518 1,263

当期末残高 21,072 22,336

自己株式

前期末残高 △12 △14

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △14 △14

株主資本合計

前期末残高 25,473 25,989

当期変動額

剰余金の配当 △566 △404

当期純利益 1,084 1,667

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 516 1,263

当期末残高 25,989 27,252
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △90 △41

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

48 17

当期変動額合計 48 17

当期末残高 △41 △24

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △90 △41

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

48 17

当期変動額合計 48 17

当期末残高 △41 △24

純資産合計

前期末残高 25,382 25,948

当期変動額

剰余金の配当 △566 △404

当期純利益 1,084 1,667

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 17

当期変動額合計 565 1,280

当期末残高 25,948 27,228
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 1,841 2,768

減価償却費 2,171 2,196

減損損失 137 44

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △185 △371

環境対策引当金の増減額（△は減少） △150 △25

PCB処理費用 23 －

固定資産廃棄損 － 198

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 177

災害損失 － 24

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 22 34

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 43

受取利息及び受取配当金 △12 △12

支払利息 43 28

為替差損益（△は益） 36 48

売上債権の増減額（△は増加） △765 32

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,374 222

仕入債務の増減額（△は減少） 722 233

未払消費税等の増減額（△は減少） 221 △183

預け金の増減額（△は増加） △129 △1,882

その他 155 143

小計 5,502 3,722

利息及び配当金の受取額 12 12

利息の支払額 △35 △28

法人税等の支払額 △693 △525

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,786 3,181

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 △9 △7

定期預金の払戻による収入 － 15

有形固定資産の取得による支出 △2,014 △1,261

有形固定資産の売却による収入 52 2

無形固定資産の取得による支出 △6 △1

投資有価証券の取得による支出 △5 △50

投資有価証券の売却による収入 2 162

長期前払費用の取得による支出 △13 △0

その他の支出 △5 △1

その他の収入 4 －

従業員に対する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 △1,993 △1,138
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 600 1,130

短期借入金の返済による支出 △2,850 △1,210

長期借入れによる収入 － 16

長期借入金の返済による支出 △19 △23

リース債務の返済による支出 △44 △85

配当金の支払額 △566 △404

自己株式の取得による支出 △1 △0

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 △2,882 △577

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126 1,417

現金及び現金同等物の期首残高 2,788 2,661

現金及び現金同等物の期末残高 2,661 4,079
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記
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（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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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)

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 ４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、東山共同開発株式会社）
    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、
東山共同開発株式会社）

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) たな卸資産

     製品・仕掛品

      総平均法に基づく原価法

   （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）

   2) たな卸資産

     主に総平均法による原価法

   （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

   （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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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（リース資産を除く）

     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 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

     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。

   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

るリース資産

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、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、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) リース資産

同左

 (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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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) 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。

 (6) のれんの償却方法及び償却期間

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。 

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。 

 (5) 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。

 (7) 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。

       ――――――――――

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。 

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。

       ――――――――――
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（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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

（会計方針の変更）

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20

年7月31日）を適用しております。 

 この結果、割引率に重要な変動が生じなかったため従

来と同一の割引率を使用しており、当連結会計年度の連

結財務諸表に与える影響はありません。

（会計方針の変更）

資産除去債務に関する会計基準等

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。

 この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益

への影響は軽微であり、税金等調整前当期純利益は181

百万円減少しております。

 

（追加情報）

 金融商品に関する会計基準 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号）及び「金融商品の時価等の開示

に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号）を

適用しております。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

 従来、当社は原材料及び貯蔵品において移動平均法に

よる原価法（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）を採用しておりましたが、

当連結会計年度より総平均法による原価法（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）に変更しております。

 変更の理由は、情報システム再構築により、たな卸資

産の評価方法を統一するとともに、適正な在庫評価・期

間損益の算出を行なうことにしたためであります。

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であり

ます。

 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準

 当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示

に関する会計基準」（企業会計基準第20号）及び「賃貸

等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第23号）を適用しております。

無形固定資産の減価償却の方法

 従来、一部の連結子会社は鉱業権の減価償却において

生産高比例法を採用しておりましたが、当連結会計年度

より定額法に変更しております。

 変更の理由は、より適正な期間損益の算出を行なうこ

とにしたためであります。

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であり

ます。

（追加情報）

連結包括利益計算書関係

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。

 ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の

包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評

価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額

を記載しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

（連結キャッシュ・フロー計算書）

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めていた「預け金の増減額（△

は増加）」は金額的重要性が増したため、当連結会計年

度より区分掲記しております。なお、前連結会計年度の

「預け金の増減額（△は増加）」は△15百万円でありま

す。

        ――――――――――

        ―――――――――― （連結損益計算書関係）

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

21年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主

損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。
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（８）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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23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) 56 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) 56 百万円

※２ 担保に供している資産

建物 211百万円 ( 211 百万円)

構築物 83百万円 ( 83 百万円)

機械装置 380百万円 ( 380 百万円)

土地 1,091百万円 (1,074 百万円)

合計 1,766百万円 (1,749 百万円)

※２ 担保に供している資産

建物 194百万円 ( 194 百万円)

構築物 62百万円 ( 62 百万円)

機械装置 209百万円 ( 209 百万円)

土地 1,091百万円 (1,074 百万円)

合計 1,557百万円 (1,540 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 200百万円

   (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 200百万円

 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
54百万円

㈱ライムグリーン
金融機関からの 
借入金

31百万円

大豊物流㈱
リース会社への 
債務

124百万円

Japan Ecology 

Logistics㈱

リース会社への 
債務

33百万円

 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
32百万円

㈱ライムグリーン
金融機関からの 
借入金

24百万円

大豊物流㈱
リース会社への 
債務

318百万円

Japan Ecology 

Logistics㈱

リース会社への 
債務

20百万円

※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 147百万円

※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 138百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※１ 製品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下

げ後の金額によって計上されているので、当該評

価損の金額182百万円が売上原価に含まれており

ます。

※１ 製品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下

げ後の金額によって計上されているので、当該評

価損の金額75百万円が売上原価に含まれておりま

す。

※２ 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 3,711百万円

従業員給料手当 844百万円

賞与引当金繰入額 206百万円

役員賞与引当金繰入額 30百万円

役員退職慰労引当金繰入額 43百万円

※２ 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 4,170百万円

従業員給料手当 855百万円

賞与引当金繰入額 266百万円

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 33百万円

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 599百万円 ※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 585百万円

  ４         ───

 

※４ 固定資産廃棄損の主要な内訳は次の通りです。

撤去工事費 198百万円

 

※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・工具
器具備品

山口県宇部市 102

遊休 土地 山口県宇部市 34

（経緯）

 上記のうち主なものは機械装置（ファインその他事業

の製造設備）であり、当該設備は稼働を休止し再稼働を

模索しておりましたが、当連結会計年度において、再稼

働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。また、土地については廃棄物

処分用地として取得、保有しておりましたが、目的通り

の使用が出来ず現在は遊休資産となっております。今後

の利用計画も無く、地価も下落しているため、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 土地 山口県宇部市 33

遊休 土地 山口県美祢市 10

（経緯）

 上記は提出会社の宇部工場及び美祢工場に隣接する保

有土地でありますが、現在は遊休状態になっており、今

後の明確な利用計画もなく、地価も下落しているため、

当連結会計年度において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）

   同 左

（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遊休資産について

は、備忘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。また、遊休資産の土地の価額について

は、不動産鑑定評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）

   同 左
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  

１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

  

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

       ――――――――――

 

※６ 災害による損失

 東日本大震災の影響による工場復旧費用、製品廃棄

損、その他臨時的な費用を計上しております。   

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 1,133百万円

少数株主に係る包括利益 ―  〃  

計 1,133百万円

その他有価証券評価差額金 48百万円

計 48百万円

(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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 2,677百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △15百万円

現金及び現金同等物 2,661百万円

※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 4,087百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △7百万円

現金及び現金同等物 4,079百万円

 ２ 重要な非資金取引の内容

 当連結会計年度に新たに計上したファイナン

ス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それ

ぞれ133百万円であります。

 ２ 重要な非資金取引の内容

 当連結会計年度に新たに計上したファイナン

ス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それ

ぞれ214百万円であります。

 また、当連結会計年度に新たに計上した重要な

資産除去債務の額は、188百万円であります。
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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(1,838百万円)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(6,341百万円)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。 
  

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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21年４月１日 至 平成22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。 

(セグメント情報等)

(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

13,877 19,863 3,836 37,577 ─ 37,577

 (2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

─ 0 1,391 1,392 (1,392) ─

計 13,877 19,864 5,227 38,969 (1,392) 37,577

  営業費用 12,252 18,245 4,773 35,271 445 35,717

  営業利益 1,624 1,619 454 3,698 (1,838) 1,859

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 
  損失及び資本的支出

  資産 13,890 15,317 4,149 33,358 5,300 38,658

  減価償却費 738 971 301 2,012 158 2,171

  減損損失 ─ ─ 102 102 34 137

  資本的支出 753 522 239 1,515 167 1,682

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)
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１  報告セグメントの概要 

当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で
あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象とな
っているものであります。 
 当社は、製品・サービス別に事業体制を置き、関連する製品・サービスについて国内及び海外の包括
的な戦略を立案し、事業活動を行なっております。 
 従って、当社においては事業体制を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、
「マグネシア事業」「カルシア事業」「ファイン事業」「その他の事業」の４つを報告セグメントとし
ております。 
 「マグネシア事業」はＭｇＯ原料をベースとしたマグネシア系製品の製造販売を、「カルシア事業」
はＣａＯ原料をベースとしたカルシア系製品の製造販売を、「ファイン事業」はＭｇＯ，ＣａＯの素材
をベースに高純度、高密度、高機能の付加価値の高いマテリアル製品などを製造販売しております。
「その他の事業」は輸送業であります。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な
事項」における記載と概ね同一であります。 
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  
セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価額に基づいております。  

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
(注) １ 調整額は以下の通りであります。  

 (1) セグメント利益の調整額は、以下の通りであります。 

      セグメント間取引消去      0百万円 

      全社費用        △1,838百万円 

    全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 (2) セグメント資産の調整額は、以下の通りであります。 

      全社資産               6,341百万円 

      セグメント間の債権の相殺消去等  △1,041百万円  

    全社資産は、主に提出会社本社の管理部門等の資産であります。 

 (3) 減価償却費の調整額は、提出会社本社の管理部門等の資産に係るものであります。 

 (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、非償却資産を除く長期前払費用の増加額が含まれております。 

  

(セグメント情報)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
（注１）

連結
財務諸表
計上額

マグネシア
事業

カルシア
事業

ファイン
事業

その他
の事業

合計

売上高

  外部顧客への売上高 13,877 19,863 3,185 650 37,577 ― 37,577

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 0 1,391 1,392 △1,392 ―

計 13,877 19,864 3,186 2,041 38,969 △1,392 37,577

セグメント利益
（営業利益）

1,624 1,619 348 105 3,698 △1,838 1,859

セグメント資産 13,890 15,317 3,219 930 33,358 5,300 38,658

その他の項目

  減価償却費 738 971 245 56 2,012 158 2,171

 減損損失 ― ― 102 ― 102 34 137

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

753 522 128 110 1,515 167 1,682
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 
(注) １ 調整額は以下の通りであります。  

 (1) セグメント利益の調整額は、以下の通りであります。 

      セグメント間取引消去     △0百万円 

      全社費用        △1,855百万円 

    全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 (2) セグメント資産の調整額は、以下の通りであります。 

      全社資産              9,412百万円 

      セグメント間の債権の相殺消去等  △220百万円 

    全社資産は、主に提出会社本社の管理部門等の資産であります。 

 (3) 減価償却費の調整額は、提出会社本社の管理部門等の資産に係るものであります。 

 (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、非償却資産を除く長期前払費用の増加額が含まれております。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）

及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。 
  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 
  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。  

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
（注１）

連結
財務諸表
計上額

マグネシア
事業

カルシア
事業

ファイン
事業

その他
の事業

合計

売上高

  外部顧客への売上高 15,638 22,741 3,489 681 42,550 ― 42,550

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 0 1,609 1,609 △1,609 ―

計 15,638 22,741 3,489 2,290 44,159 △1,609 42,550

セグメント利益
（営業利益）

2,269 1,981 710 131 5,093 △1,855 3,238

セグメント資産 13,967 14,541 2,937 1,127 32,573 9,191 41,765

その他の項目

  減価償却費 793 936 214 90 2,035 160 2,196

 減損損失 33 10 ― ― 44 ― 44

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

861 859 49 196 1,967 525 2,492

(関連情報)

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 

  

 
(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） 

  

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23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 

  

 
(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。 

   資金の預入及び払出については、市場金利を勘案し、交渉の上決定しております。 

３ 資金の預入及び払出に係る取引金額は期末残高の増減額を記載しており、預入の純額であります。また、関

係会社預け金の期末残高は連結貸借対照表の流動資産「その他」に含まれております。 

  

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)

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 
直 接
53.68 
間 接 
0.65

原材料の購
入 
役員の兼任

主要原材料
の購入 3,600 買掛金 1,266

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

直 接
53.66

間 接 
0.65

原材料の購
入 
 
役員の兼任

主要原材料
の購入 3,228 買掛金 1,271

資金の預入
及び払出 1,882

関係会社
預け金 2,027
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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金額 

 
  

  

  

 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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 320.75円 １株当たり純資産額 336.59円

１株当たり当期純利益金額 13.41円 １株当たり当期純利益金額 20.62円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

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金額につい

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22年３月31日）
当連結会計年度

（平成23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)

25,948 27,228

普通株式に係る純資産額(百万円) 25,948 27,228

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) 50 51

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)

80,897 80,896

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 
(百万円)

1,084 1,667

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,084 1,667

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) 80,900 80,897

(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22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,333 3,772

受取手形 1,003 756

売掛金 11,552 11,775

商品及び製品 2,874 2,614

仕掛品 1,063 1,139

原材料及び貯蔵品 1,375 1,327

前払費用 31 28

繰延税金資産 301 478

関係会社短期貸付金 378 435

未収入金 189 98

関係会社預け金 － 2,027

その他 147 4

貸倒引当金 △35 △36

流動資産合計 21,215 24,420

固定資産

有形固定資産

建物 8,033 8,086

減価償却累計額 △5,296 △5,423

建物（純額） 2,736 2,662

構築物 6,412 6,462

減価償却累計額 △5,405 △5,509

構築物（純額） 1,006 952

機械及び装置 46,469 47,072

減価償却累計額 △41,624 △42,637

機械及び装置（純額） 4,844 4,435

車両運搬具 8 8

減価償却累計額 △7 △6

車両運搬具（純額） 0 2

工具、器具及び備品 1,753 1,902

減価償却累計額 △1,457 △1,543

工具、器具及び備品（純額） 295 358

土地 5,056 5,012

リース資産 102 145

減価償却累計額 △29 △50

リース資産（純額） 72 94

建設仮勘定 163 289

有形固定資産合計 14,176 13,807

無形固定資産

ソフトウエア 34 466

電信電話専用施設利用権 8 8

無形固定資産合計 43 474
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(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)

投資その他の資産

投資有価証券 721 595

関係会社株式 137 137

従業員に対する長期貸付金 5 4

破産更生債権等 1 1

長期前払費用 41 20

繰延税金資産 907 735

その他 302 315

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,115 1,807

固定資産合計 16,334 16,089

資産合計 37,550 40,509

負債の部

流動負債

支払手形 659 675

買掛金 4,529 4,702

短期借入金 2,500 2,400

1年内返済予定の長期借入金 15 15

リース債務 21 30

未払金 1,344 1,626

未払費用 134 146

未払法人税等 188 888

未払消費税等 204 34

前受金 2 12

預り金 26 25

前受収益 10 16

賞与引当金 557 661

役員賞与引当金 30 42

設備関係支払手形 99 224

設備関係未払金 413 1,297

流動負債合計 10,738 12,798

固定負債

長期借入金 52 37

リース債務 57 72

退職給付引当金 467 179

役員退職慰労引当金 139 131

資産除去債務 － 78

その他 311 211

固定負債合計 1,029 711

負債合計 11,767 13,509

宇部マテリアルズ㈱（5390）　平成23年３月期　決算短信

-31-



(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)

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 883 883

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 3,449 4,650

利益剰余金合計 20,902 22,102

自己株式 △14 △14

株主資本合計 25,819 27,019

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △36 △19

評価・換算差額等合計 △36 △19

純資産合計 25,782 27,000

負債純資産合計 37,550 40,509
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（２）損益計算書

(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)

売上高 36,737 41,706

売上原価

製品期首たな卸高 3,494 2,874

当期商品仕入高 5,014 5,573

当期製品製造原価 22,585 25,255

合計 31,094 33,702

製品他勘定振替高 － 15

製品期末たな卸高 2,874 2,614

製品売上原価 28,219 31,073

売上総利益 8,517 10,632

販売費及び一般管理費

販売費 4,948 5,661

一般管理費 1,838 1,855

販売費及び一般管理費合計 6,787 7,516

営業利益 1,730 3,116

営業外収益

受取利息 9 7

受取配当金 7 8

副産物等売却収入 14 6

受取賃貸料 65 70

過年度重油価格精算額 10 4

受取保険金 1 16

補助金収入 30 －

雑収入 34 30

営業外収益合計 173 144

営業外費用

支払利息 42 28

固定資産除却損 24 32

為替差損 24 55

たな卸資産廃棄損 4 15

雑支出 11 18

営業外費用合計 107 150

経常利益 1,797 3,110

特別利益

貸倒引当金戻入額 5 －

環境対策引当金戻入額 41 －

特別利益合計 46 －
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(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)

特別損失

減損損失 137 44

PCB処理費用 23 －

固定資産廃棄損 － 198

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 77

投資有価証券売却損 － 43

災害による損失 － 24

その他 0 0

特別損失合計 162 388

税引前当期純利益 1,681 2,722

法人税、住民税及び事業税 519 1,134

法人税等調整額 171 △16

法人税等合計 690 1,117

当期純利益 990 1,604
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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

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 883 883

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 883 883

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 3,025 3,449

当期変動額

剰余金の配当 △566 △404

当期純利益 990 1,604

当期変動額合計 424 1,200

当期末残高 3,449 4,650
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(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)

利益剰余金合計

前期末残高 20,477 20,902

当期変動額

剰余金の配当 △566 △404

当期純利益 990 1,604

当期変動額合計 424 1,200

当期末残高 20,902 22,102

自己株式

前期末残高 △12 △14

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △14 △14

株主資本合計

前期末残高 25,396 25,819

当期変動額

剰余金の配当 △566 △404

当期純利益 990 1,604

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 422 1,200

当期末残高 25,819 27,019

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △85 △36

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 17

当期変動額合計 48 17

当期末残高 △36 △19

評価・換算差額等合計

前期末残高 △85 △36

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 17

当期変動額合計 48 17

当期末残高 △36 △19
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(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)

純資産合計

前期末残高 25,311 25,782

当期変動額

剰余金の配当 △566 △404

当期純利益 990 1,604

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 17

当期変動額合計 471 1,217

当期末残高 25,782 27,000
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６．その他 

役員の異動（平成 23 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 専務執行役員 岩本 利一（マグネシア関連事業部、カルシア関連事業部、 

製品開発部管掌 及び ヘルスケア商品部担当） 

取締役（非常勤）   関谷 一眞（宇部興産株式会社 顧問、宇部三菱セメント株式会社  
代表取締役副社長） 

 
  なお、岩本利一氏は顧問（宇部工場 技術顧問）に就任。 
 
② 新任取締役 

      取締役        石田 明男（現・執行役員、マグネシア関連事業部長） 
      取締役（非常勤）   松波  正（宇部興産株式会社 常務執行役員） 
 
 
（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 西郷 正志（現・取締役 常務執行役員） 

      取締役 常務執行役員 縄田 泰信（現・取締役 執行役員） 
      取締役 常務執行役員  白井 秀平（現・取締役 執行役員） 
 

② 新任 
      執行役員       山田  和典（現・カルシア関連事業部副事業部長 兼 山口販売部長） 
           執行役員       金子  卓嗣（現・カルシア関連事業部東京販売部長 兼 東北営業所長） 
      執行役員       岩岡  達男（現・ファインマテリアル事業部副事業部長 兼  

営業開発部長） 
 

③ 退任 
執行役員             三輪 秀樹（現・執行役員 管理本部経理部長） 

           ［執行役員退任後も、当社嘱託・理事として引き続き管理本部経理部長］ 
 

④ 職務変更 
            
      取締役 専務執行役員 西郷 正志【新】ファインマテリアル事業部 及び 研究開発本部管掌 
                                    【旧】ファインマテリアル事業部長 兼 研究開発本部管掌 

 
      取締役 常務執行役員 白井 秀平【新】マグネシア関連事業部、カルシア関連事業部、 

製品開発部管掌 及び ヘルスケア商品部担当 
【旧】カルシア関連事業部長 兼 製品開発部担当 

 
      取締役 執行役員   石田 明男【新】マグネシア関連事業部長 兼 製品開発部担当 
                     【旧】マグネシア関連事業部長 
 

執行役員       山田  和典【新】カルシア関連事業部長 

 
      執行役員       金子  卓嗣【新】株式会社東北鉄興社担当（代表取締役社長） 

 
執行役員       岩岡  達男【新】ファインマテリアル事業部長 
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（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 西郷 正志   重任 

    取締役 常務執行役員 渡壁 英博   重任 
    取締役 常務執行役員 縄田 泰信   重任 

取締役 常務執行役員  白井 秀平     重任 
取締役 執行役員   石田 明男   新任 
取締役（非常勤）     松波  正      新任 
監査役          国広  修   重任 

     監査役          堤   豊  （非改選期） 
       監査役（非常勤）    伊藤 通夫  （  〃   ） 
     監査役（非常勤）     山本  宏  （  〃   ） 
 

② 取締役を兼務しない執行役員 
    執行役員       加藤 孝一   重任 
     執行役員       吉武 正三   重任 

執行役員       植木  明   重任 
執行役員       山田  和典      新任 
執行役員       金子  卓嗣      新任 
執行役員       岩岡  達男      新任 
 

以上 

宇部マテリアルズ㈱（5390）　平成23年３月期　決算短信

-39-




