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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 20,375 △4.3 1,208 △23.4 1,207 △24.1 711 △9.2
23年3月期第2四半期 21,296 24.4 1,578 148.4 1,591 152.4 783 100.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 692百万円 （△4.9％） 23年3月期第2四半期 728百万円 （―％）

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2四半期 8.79 ―
23年3月期第2四半期 9.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 39,748 27,273 68.6
23年3月期 41,765 27,228 65.2
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  27,273百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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．４ 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2Q 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2Q 55,276 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2Q 80,894,448 株 23年3月期2Q 80,897,515 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による経済環境の悪化から、ようや

く一部で持ち直しの動きが見られるものの、急激な円高進行による企業収益の悪化なども懸念され、依

然として厳しい環境のなかで推移しております。 

このような状況の下、当社グループにおきましては震災による影響を大きく受けており、まず、マグ

ネシア製品につきましては、被災した同業者の代替出荷や関東地区の電力不足を背景とした、ＩＰＰ事

業者向けの排煙脱硫用水酸化マグネシウムの安定供給に努めました。一方、カルシア製品は、東日本地

区の主要ユーザーが被災により生産停止となったことや、鉄鋼関連の需要が減退してきたことから出荷

量は大幅に減少しました。ファイン製品は、樹脂用フィラーが自動車生産台数の落ち込みにより減少し

ましたが、特殊光学材料用の需要が回復基調で推移しました。  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期に比べ4.3％減少し、203億7千5百

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改定や生産効率のアップ、固定費等の圧縮に

も努めておりますが、カルシア製品の大幅な出荷減が影響し、営業利益は前年同四半期に比べ23.4％減

少の12億8百万円、経常利益も前年同四半期に比べ24.1％減少の12億7百万円、四半期純利益につきまし

ても9.2％減少の7億1千1百万円となりました。 

  

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

  

〔マグネシア事業〕 

マグネシアクリンカーは、ケミカル用途への出荷は堅調に推移しましたが、鉄鋼業界やセメント業界

向けの耐火物原料用の出荷が国内、海外向けともに低調に推移しました。 

水酸化マグネシウムは、震災により被災した同業者の代替出荷や、関東地区の電力不足を背景に自家

発電向け排煙脱硫用途の需要が増加するとともに、ケミカル用途への出荷も堅調に推移しました。 

その他の製品につきましては、ケミカル用途の酸化マグネシウムの出荷増に加え、土壌硬化剤等の環

境改善用途の出荷が堅調に推移しました。 

以上の結果、マグネシア事業の売上高は、前年同四半期に比べ8.3％増加し82億6千6百万円に、セグ

メント利益（営業利益）は前年同四半期に比べ26.2％増加し12億5千6百万円となりました。 

  

〔カルシア事業〕 

生石灰は、震災の影響や円高による鉄鋼業界の輸出の減少などにより、出荷量が大幅に減少しまし

た。  

消石灰は、防疫用途への出荷が減少しました。 

タンカルは、ユーザーの被災や道路舗装用途の需要減により減少したものの、排煙脱硫用途の出荷は

増加しました。 

土質固化材は、震災の影響により関東地区への出荷が減少しました。 

以上の結果、カルシア事業の売上高は、前年同四半期に比べ14.5％減少し98億4千万円に、セグメン

ト利益（営業利益）は燃料価格の上昇等も影響し、前年同四半期に比べ61.4％減少の4億5百万円となり

ました。 

  

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
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〔ファイン事業〕 

樹脂用フィラー用途である塩基性硫酸マグネシウムとタルクは、自動車生産台数の減少により出荷減

となりましたが、特殊光学材料用途の超高純度硝酸カルシウムは需要回復により増加しました。 

気相法高純度超微粉マグネシアは、主な用途であるプラズマ・ディスプレイ・パネルの需要減による

影響を受けましたが、新たな市場開拓と拡販に努めました。 

生活関連用品は、主要顧客である生活協同組合、量販店を中心とした出荷が堅調に推移したことや、

新製品としてエコサート認定化粧品を市場投入しました。 

以上の結果、ファイン事業の売上高は、前年同四半期に比べ5.1％増加し19億1千万円に、セグメント

利益（営業利益）は前年同四半期に比べ59.2％増加の4億7千4百万円となりました。 

  

〔その他の事業〕 

連結子会社の貨物輸送業につきましては、外部扱い量の増加により売上高は前年同四半期に比べ

6.5％増加し3億5千6百万円となりました。セグメント利益（営業利益）は輸送コストの上昇により

61.6％減少の3千2百万円となりました。 
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当第２四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20億1千7百万円減少の397億4千8

百万円となりました。流動資産において売上高の減少に伴う受取手形及び売掛金の減少（4億6千9百万

円）、預け金等のその他勘定の減少（15億4千7百万円）などが主な要因であります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ20億6千2百万円減少の124億7千4百

万円となりました。流動負債において減産等に伴う支払手形及び買掛金の減少（5億1千3百万円）、未

払法人税等の減少（4億1千万円）、未払金等のその他勘定の減少（7億5千3百万円）、固定負債におけ

る退職給付引当金の減少（2億3千万円）などが主な要因であります。 

当第２四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4千4百万円増加の272億7千3百万

円となりました。利益剰余金の増加（6千4百万円）が主な要因であります。 

  

キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は39億7千8百万円となり、前連結会計年度

末に比べ1億1百万円の減少となりました。（前年同四半期末比 1億2千4百万円の増加） 

  

（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24億4千8百万円の収入となりました。 

税金等調整前四半期純利益11億9千万円、減価償却費11億3千5百万円、預け金の減少14億9千万円の収

入に対し、たな卸資産の増加3億7千5百万円、支払債務の減少3億5千4百万円及び法人税等の支払額8億8

千4百万円の支出が主な要因であります。（前年同四半期比 1億3千5百万円の収入増加） 

  

（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17億7千5百万円の支出となりました。 

有形及び無形固定資産の取得による支出17億6千6百万円が主な要因であります。（前年同四半期比

11億1千5百万円の支出増加） 

  

（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7億3千3百万円の支出となりました。 

配当金の支払額6億4千7百万円が主な要因であります。（前年同四半期比 3億2千7百万円の支出増

加） 

  

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。  

上半期は、東日本大震災の影響によってカルシア事業の鉄鋼向け、製紙向け製品の出荷が大幅に減少

しましたが、マグネシア事業製品の出荷増によって補い一定の業績を確保することができました。しか

しながら、下半期も引き続き震災被害の影響に加え、海外景気の下振れリスク、円高による各ユーザー

の生産活動の見通しなど懸念材料も多く、現時点においては業績予想を据え置くことと致しました。 

  

（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２四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 

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
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,087 3,984

受取手形及び売掛金 12,692 12,223

商品及び製品 2,660 2,610

仕掛品 1,139 1,190

原材料及び貯蔵品 1,360 1,735

その他 2,648 1,100

貸倒引当金 △36 △28

流動資産合計 24,551 22,816

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,814 3,724

機械装置及び運搬具（純額） 4,661 4,461

土地 5,350 5,350

その他（純額） 1,029 1,094

有形固定資産合計 14,855 14,631

無形固定資産

その他 521 478

無形固定資産合計 521 478

投資その他の資産

投資有価証券 653 626

その他 1,184 1,195

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 1,836 1,821

固定資産合計 17,214 16,931

資産合計 41,765 39,748

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,420 4,906

短期借入金 2,444 2,424

未払法人税等 906 495

賞与引当金 723 659

その他 3,526 2,772

流動負債合計 13,020 11,259

固定負債

長期借入金 48 36

退職給付引当金 576 346

役員退職慰労引当金 138 130

その他 752 702

固定負債合計 1,516 1,215

負債合計 14,537 12,474

宇部マテリアルズ㈱（5390）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

－6－



(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９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 22,400

自己株式 △14 △15

株主資本合計 27,252 27,315

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △24 △42

その他の包括利益累計額合計 △24 △42

純資産合計 27,228 27,273

負債純資産合計 41,765 39,748
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 21,296 20,375

売上原価 15,827 15,148

売上総利益 5,469 5,226

販売費及び一般管理費 3,890 4,018

営業利益 1,578 1,208

営業外収益

受取利息 1 2

受取配当金 4 6

受取賃貸料 39 34

その他 72 27

営業外収益合計 117 70

営業外費用

支払利息 14 14

為替差損 73 45

その他 17 12

営業外費用合計 105 72

経常利益 1,591 1,207

特別利益

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 177 －

減損損失 44 －

固定資産廃棄損 － 16

その他 23 －

特別損失合計 244 16

税金等調整前四半期純利益 1,347 1,190

法人税等 563 479

少数株主損益調整前四半期純利益 783 711

四半期純利益 783 711
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 783 711

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △55 △18

その他の包括利益合計 △55 △18

四半期包括利益 728 692

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 728 692

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30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 1,347 1,190

減価償却費 1,050 1,135

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △199 △238

受取利息及び受取配当金 △6 △8

支払利息 14 14

為替差損益（△は益） 54 40

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 177 －

減損損失 44 －

売上債権の増減額（△は増加） △119 469

たな卸資産の増減額（△は増加） 328 △375

仕入債務の増減額（△は減少） 209 △354

未払消費税等の増減額（△は減少） △127 10

預け金の増減額（△は増加） △189 1,490

その他 △42 △25

小計 2,541 3,337

利息及び配当金の受取額 6 8

利息の支払額 △13 △13

法人税等の支払額 △220 △884

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,313 2,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △632 △1,766

投資有価証券の取得による支出 △37 △12

その他 8 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △660 △1,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 30 △20

長期借入れによる収入 16 －

長期借入金の返済による支出 △11 △12

リース債務の返済による支出 △36 △53

配当金の支払額 △404 △647

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △406 △733

現金及び現金同等物に係る換算差額 △54 △40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,191 △101

現金及び現金同等物の期首残高 2,661 4,079

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,853 3,978
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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        △ 849百万円 

    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２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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      ―百万円 

   全社費用        △ 959百万円 

    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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 7,630 11,513 1,817 335 21,296 ― 21,296

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 0 838 838 △838 ―

計 7,630 11,513 1,817 1,173 22,135 △838 21,296

セグメント利益 995 1,050 297 84 2,427 △849 1,578

(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 8,266 9,840 1,910 356 20,375 ― 20,375

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 0 0 729 729 △729 ―

計 8,266 9,841 1,910 1,086 21,104 △729 20,375

セグメント利益 1,256 405 474 32 2,168 △959 1,208

（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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