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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 9,941 △4.7 596 △2.7 604 △0.4 357 55.8
23年3月期第1四半期 10,437 33.3 613 ― 606 ― 229 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 349百万円 （101.2％） 23年3月期第1四半期 173百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4.42 ―
23年3月期第1四半期 2.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 41,134 26,930 65.5
23年3月期 41,765 27,228 65.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  26,930百万円 23年3月期  27,228百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

23年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

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



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー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．当四半期決算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をご覧ください。 
 

4.  その他

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 80,948,148 株 23年3月期 80,948,148 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 53,685 株 23年3月期 51,973 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 80,895,016 株 23年3月期1Q 80,897,721 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を強く受けるとともに、原発

被災による放射能洩れ並びにそれに関連した電力不足問題、また、為替の円高基調、燃料価格も一段と

上昇するなど、国内経済を取り巻く環境は先行き不透明な状況で推移しました。 

このような中、当社グループにおいては、東日本地区での主要ユーザー被災により、また、部品メー

カー被災による自動車生産台数の減少から鉄鋼メーカーの減産などにより、カルシア事業の出荷量が大

きく減少するとともに、ファイン事業も樹脂用フィラーの出荷が減少しました。一方、マグネシア事業

においては、水マグ同業者被災による代替出荷や電力使用制限から、各企業での自家発電への移行に伴

う排煙脱硫用水マグの需要増など、震災の影響を大きく受けながら出荷対応してまいりました。  

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期に比べ4.7％減少し、99億4千1百

万円となりました。  

損益面におきましては、燃料価格上昇に伴う製品価格の値上げや生産効率のアップ、諸経費の削減に

も努めましたが、数量面での減少が影響し営業利益は前年同四半期に比べ2.7％減少の5億9千6百万円、

経常利益も前年同四半期に比べ0.4％減少の6億4百万円、四半期純利益につきましては特別損失の計上

がなかったことから前年同四半期に比べ55.8％増加の3億5千7百万円となりました。  

  

当第１四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6億3千1百万円減少の411億3千4百

万円となりました。流動資産において売上高の減少により受取手形及び売掛金の減少（7億4千万円）、

固定資産における有形固定資産の減少（2億2千2百万円）などが主な要因であります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ3億3千2百万円減少の142億4百万円

となりました。流動負債における出荷減に伴う減産影響により支払手形及び買掛金の減少（3億7千9百

万円）、未払法人税等の減少（6億5千9百万円）、運転資金調達による短期借入金の増加（5億8千万

円）などが主な要因であります。 

当第１四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2億9千8百万円減少の269億3千万

円となりました。配当金の支払に伴う利益剰余金の減少（2億8千9百万円）が主な要因であります。  

  

平成23年5月10日に公表しております連結業績予想からの修正は行っておりません。 

なお、震災による影響は今しばらく受けるものと考えており、各ユーザーの需要動向に注視してまり

ます。また、燃料価格の動向、為替動向など、当社グループを取り巻く経営環境は引き続き不透明な状

況にありますので、業績の推移を見極めながら必要に応じ業績予想の見直しを行ってまいります。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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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該当事項はありません。  

  

税金費用については、当第１四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。但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる

場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。  

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。  

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4

日）を適用しております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報

宇部マテリアルズ㈱（5390）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

－3－



３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,087 5,666

受取手形及び売掛金 12,692 11,951

商品及び製品 2,660 2,750

仕掛品 1,139 1,270

原材料及び貯蔵品 1,360 1,292

その他 2,648 1,264

貸倒引当金 △36 △31

流動資産合計 24,551 24,165

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,814 3,759

機械装置及び運搬具（純額） 4,661 4,399

土地 5,350 5,350

その他（純額） 1,029 1,123

有形固定資産合計 14,855 14,633

無形固定資産

その他 521 501

無形固定資産合計 521 501

投資その他の資産

投資有価証券 653 644

その他 1,184 1,191

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 1,836 1,834

固定資産合計 17,214 16,969

資産合計 41,765 41,134

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,420 5,040

短期借入金 2,444 3,024

未払法人税等 906 246

賞与引当金 723 1,055

その他 3,526 3,470

流動負債合計 13,020 12,838

固定負債

長期借入金 48 42

退職給付引当金 576 446

役員退職慰労引当金 138 150

その他 752 726

固定負債合計 1,516 1,366

負債合計 14,537 14,204
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30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 22,336 22,046

自己株式 △14 △15

株主資本合計 27,252 26,962

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △24 △32

その他の包括利益累計額合計 △24 △32

純資産合計 27,228 26,930

負債純資産合計 41,765 41,134
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 10,437 9,941

売上原価 7,944 7,386

売上総利益 2,492 2,555

販売費及び一般管理費 1,879 1,958

営業利益 613 596

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 4 4

受取賃貸料 16 15

その他 22 15

営業外収益合計 44 36

営業外費用

支払利息 6 5

為替差損 36 15

その他 7 7

営業外費用合計 51 29

経常利益 606 604

特別利益

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 177 －

特別損失合計 177 －

税金等調整前四半期純利益 432 604

法人税等 203 247

少数株主損益調整前四半期純利益 229 357

四半期純利益 229 357
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四半期連結包括利益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 229 357

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △55 △8

その他の包括利益合計 △55 △8

四半期包括利益 173 349

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 173 349

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)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        △ 419百万円 

    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 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)１ セグメント利益の調整額は、以下の通りであります。 

   全社費用        △ 477百万円 

    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 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２

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

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,798 5,564 913 161 10,437 ― 10,437

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 0 406 407 △407 ―

計 3,798 5,564 913 568 10,844 △407 10,437

セグメント利益 348 489 153 41 1,033 △420 613

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２

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

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,993 4,812 947 187 9,941 ― 9,941

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 0 348 348 △348 ―

計 3,993 4,812 947 536 10,290 △348 9,941

セグメント利益 563 265 232 13 1,074 △477 596

（５）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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