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

24年3月期第3四半期 30,691 △4.4 1,879 △29.8 1,918 △28.8 1,077 △26.5
23年3月期第3四半期 32,106 19.6 2,678 146.0 2,693 137.2 1,464 120.6

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,026百万円 （△27.9％） 23年3月期第3四半期 1,424百万円 （―％）

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3四半期 13.32 ―
23年3月期第3四半期 18.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 40,459 27,607 68.2
23年3月期 41,765 27,228 65.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  27,607百万円 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Ｐ３「１．（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3Q 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3Q 56,376 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3Q 80,893,805 株 23年3月期3Q 80,897,361 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、東日本大震災の影響から一時的な持ち直しの動き

があるものの、海外経済の減速傾向、さらに円高進行などを受けて景気は頭打ちの状況となっておりま

す。 

このようななか、当社グループにおきましても主要ユーザーである鉄鋼関連向けの需要が、第２四半

期以降、円高の影響を受け減産基調となり減少傾向の状況にあります。また、電子材料用途向けも需要

減により減少しております。一方、排煙脱硫用水マグは、同業者被災による応援出荷が11月をもって終

了したものの、電力供給量の確保から、企業の自家発電等が安定的に稼動を続けていることもあり堅調

に出荷しております。  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期に比べ4.4％減少し、306億9千1百

万円となりました。  

損益面におきましては、上期まで上昇していた燃料価格が下期に入りようやく落ち着きをみせてお

り、また、グループ内においても、生産効率のアップや固定費等の圧縮に努めてまいりました。 

しかしながら、出荷量の減少が依然として大きく影響し、営業利益は前年同四半期に比べ29.8％減少

し18億7千9百万円、経常利益も前年同四半期に比べ28.8％減少し19億1千8百万円、四半期純利益につき

ましては26.5％減少の10億7千7百万円となりました。  

  

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、鉄鋼業界やセメント業界向け耐火物原料用の出荷が低調でありましたが、

ケミカル用途への出荷は堅調に推移しました。 

水酸化マグネシウムは、震災による代替出荷が終了したものの、自家発電向け排煙脱硫用途の需要や

ケミカル用途向けが堅調に推移しました。 

その他の製品につきましても、安定的に出荷量を維持しました。 

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6.3％増加し123億4千8百万円に、セグメ

ント利益（営業利益）は前年同四半期に比べ5.4％増加し18億7千2百万円となりました。  

  

〔カルシア事業〕  

生石灰は、震災や円高による鉄鋼業界の需要減などの影響を大きく受け、出荷量が大幅に減少しまし

た。 

消石灰は、防疫用途、排ガス処理用途への出荷が減少しました。 

タンカルは、排煙脱硫用途の出荷が増加しました。 

その他の製品につきましては、ほぼ堅調に推移しました。 

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12.9％減少し150億7千7百万円に、セグメ

ント利益（営業利益）は前年同四半期に比べ49.7％減少し8億9百万円となりました。 

  

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〕 

特殊光学用途向け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。 

樹脂用フィラー用途向けの塩基性硫酸マグネシウムとタルクは、下期から回復基調にありますが、自

動車生産台数の減少により出荷減となりました。 

また、主にＰＤＰ用途向け気相法高純度超微粉マグネシアも、需要低迷により出荷が減少しました。

生活関連用品は、新商品の投入などにより出荷量が増加しました。  

その他の製品につきましても、出荷量は堅調に推移しました。 

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2.7％増加し27億4千万円に、セグメント利

益（営業利益）は前年同四半期に比べ23.4％増加し6億3千4百万円となりました。 

  

〔その他の事業〕 

連結子会社の貨物輸送事業につきましては、売上高はほぼ前年同四半期並みとなる2.7％増加の5億2

千5百万円となりましたが、セグメント利益（営業利益）は、燃料等輸送コストの上昇により70.6％減

少の3千万円となりました。 

  

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13億6百万円減少の404億5千9百万

円となりました。売上高の減少による資金収入減少から、流動資産が8億8千2百万円減少しており、減

価償却によって有形・無形固定資産が5億4千万円減少しております。 

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16億8千5百万円減少の128億5千2百

万円となりました。未払法人税等、賞与引当金、その他（未払金等）の減少により流動負債が13億8千3

百万円の減少、退職給付引当金、長期借入金の減少により固定負債が3億1百万円減少しております。 

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3億7千8百万円増加の276億7百万

円となりました。利益剰余金の増加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。  

第３四半期連結累計期間は、連結業績予想と比較して売上高が下回っているものの、利益はほぼ予想

水準を維持しております。しかしながら、円高影響などから、国内景気は依然として先行き不透明な状

況にあり、当社グループを取り巻く環境も厳しさを増しております。通期業績予想に見直しが必要と判

断した場合には速やかに開示いたします。 

  

（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

宇部マテリアルズ㈱（5390）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

－3－



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。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。 

  

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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,087 3,026

受取手形及び売掛金 12,692 13,311

商品及び製品 2,660 2,812

仕掛品 1,139 1,355

原材料及び貯蔵品 1,360 1,787

その他 2,648 1,402

貸倒引当金 △36 △26

流動資産合計 24,551 23,668

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,814 3,703

機械装置及び運搬具（純額） 4,661 4,331

土地 5,350 5,350

その他（純額） 1,029 992

有形固定資産合計 14,855 14,377

無形固定資産

その他 521 459

無形固定資産合計 521 459

投資その他の資産

投資有価証券 653 591

その他 1,184 1,363

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 1,836 1,953

固定資産合計 17,214 16,790

資産合計 41,765 40,459

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,420 5,302

短期借入金 2,444 3,124

未払法人税等 906 240

賞与引当金 723 350

その他 3,526 2,618

流動負債合計 13,020 11,636

固定負債

長期借入金 48 30

退職給付引当金 576 338

役員退職慰労引当金 138 141

その他 752 705

固定負債合計 1,516 1,215

負債合計 14,537 12,852
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12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 22,336 22,766

自己株式 △14 △15

株主資本合計 27,252 27,681

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △24 △74

その他の包括利益累計額合計 △24 △74

純資産合計 27,228 27,607

負債純資産合計 41,765 40,459
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 32,106 30,691

売上原価 23,573 22,791

売上総利益 8,532 7,900

販売費及び一般管理費 5,854 6,020

営業利益 2,678 1,879

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 7 9

受取賃貸料 56 51

その他 88 64

営業外収益合計 154 128

営業外費用

支払利息 21 20

為替差損 66 43

その他 51 25

営業外費用合計 139 89

経常利益 2,693 1,918

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 －

特別利益合計 1 －

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 2,451 1,901

法人税等 986 824

少数株主損益調整前四半期純利益 1,464 1,077

四半期純利益 1,464 1,077
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,464 1,077

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △40 △50

その他の包括利益合計 △40 △50

四半期包括利益 1,424 1,026

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,424 1,026

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３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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       △1,323百万円 

    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３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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       △1,466百万円 

    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 11,619 17,308 2,666 511 32,106 ― 32,106

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 0 1,230 1,230 △1,230 ―

計 11,619 17,308 2,667 1,741 33,337 △1,230 32,106

セグメント利益 1,776 1,608 514 104 4,002 △1,324 2,678

(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 12,348 15,077 2,740 525 30,691 ― 30,691

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 0 0 1,093 1,093 △1,093 ―

計 12,348 15,078 2,740 1,618 31,785 △1,093 30,691

セグメント利益 1,872 809 634 30 3,346 △1,466 1,879

（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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