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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 40,916 △3.8 2,333 △27.9 2,421 △25.9 1,253 △24.8
23年3月期 42,550 13.2 3,238 74.1 3,270 67.1 1,667 53.8

（注）包括利益 24年3月期 1,225百万円 （△27.3％） 23年3月期 1,685百万円 （48.7％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 15.50 ― 4.6 5.9 5.7
23年3月期 20.62 ― 6.3 8.1 7.6

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 40,316 27,805 69.0 343.74
23年3月期 41,765 27,228 65.2 336.59

（参考） 自己資本   24年3月期  27,805百万円 23年3月期  27,228百万円

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

24年3月期 3,477 △2,823 △1,207 3,489
23年3月期 3,181 △1,138 △577 4,079

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 647 38.8 2.4
24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 566 45.2 2.0
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 7.00 7.00 40.2

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 19,600 △3.8 840 △30.5 850 △29.6 530 △25.5 6.55
通期 41,000 0.2 2,400 2.9 2,330 △3.8 1,410 12.5 17.43



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 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 56,576 株 23年3月期 51,973 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 80,893,290 株 23年3月期 80,897,087 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 40,072 △3.9 2,285 △26.7 2,348 △24.5 1,209 △24.6
23年3月期 41,706 13.5 3,116 80.1 3,110 73.1 1,604 62.0

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

24年3月期 14.95 ―
23年3月期 19.84 ―

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

24年3月期 38,996 27,528 70.6 340.31
23年3月期 40,509 27,000 66.7 333.77

（参考） 自己資本 24年3月期  27,528百万円 23年3月期  27,000百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期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ページ「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) 19,200 △3.7 810 △33.0 500 △31.2 6.18
通期 40,100 0.1 2,260 △3.8 1,340 10.8 16.57



  

１．経営成績 …………………………………………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する分析 ………………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する分析 ………………………………………………………………４ 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ………………………………５ 

（４）事業等のリスク ………………………………………………………………………５ 

（５）継続企業の前提に関する重要事象等 ………………………………………………６ 

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………７ 

３．経営方針 …………………………………………………………………………………８ 

（１）会社の経営の基本方針 ………………………………………………………………８ 

（２）目標とする経営指標 …………………………………………………………………８ 

（３）中長期的な会社の経営戦略 …………………………………………………………８ 

（４）会社の対処すべき課題 ………………………………………………………………８ 

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………９ 

（１）連結貸借対照表 ………………………………………………………………………９ 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 …………………………………………11 

（３）連結株主資本等変動計算書 …………………………………………………………13 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………15 

（５）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………17 

（６）連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………17 

（連結貸借対照表関係） ……………………………………………………………17 

（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………17 

（税効果会計関係） …………………………………………………………………17 

（セグメント情報等） ………………………………………………………………18 

（１株当たり情報） …………………………………………………………………21 

（重要な後発事象） …………………………………………………………………21 

５．個別財務諸表 ……………………………………………………………………………22 

（１）貸借対照表 ……………………………………………………………………………22 

（２）損益計算書 ……………………………………………………………………………25 

（３）株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………26 

６．その他 ……………………………………………………………………………………29 

（１）役員の異動 ……………………………………………………………………………29 

○添付資料の目次

宇部マテリアルズ㈱（5390）　平成24年３月期　決算短信

－1－



（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業の生産活動や設備投資が増加しつつあり、景気は緩やか

ながら回復基調にあると考えられますが、東日本大震災以降、原発問題及び電力供給不足の継続、海外

経済の減速、円高進行、原油価格の高騰など、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、当社グループのマグネシア事業は、同業者被災による水酸化マグネシウムの応

援出荷や、電力供給不足によるＩＰＰ（独立系発電事業者）向け排煙脱硫用水酸化マグネシウムの需要

増により売上高は増加しました。一方、カルシア事業は、震災影響や鉄鋼業界向け生石灰の需要減の影

響を大きく受け、売上高は減少しました。また、ファイン事業につきましては、気相法高純度超微粉マ

グネシアが、主な用途であるプラズマ・ディスプレイ・パネルの国内需要の冷え込みなどから大幅出荷

減となり、売上高は減少しました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前年同期に比べ3.8％減少し409億1千6百万円となりまし

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

努めましたが、カルシア製品の出荷減などが大きく影響したため、営業利益は前年同期に比べ27.9％減

少し23億3千3百万円、経常利益は前年同期に比べ25.9％減少し24億2千1百万円となりました。当期純利

益につきましても、前年同期に比べ24.8％減少し12億5千3百万円となりました。 

   

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、5.8％増加し165億4千3百万円となりました。 

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の

で、売上高は0.7％減少し76億1千3百万円となりました。 

水酸化マグネシウムは、同業者被災による応援出荷や、電力供給不足の問題からＩＰＰ（独立系発電

事業者）向け排煙脱硫用の需要が旺盛に推移しましたので、売上高は12.0％増加し82億3千9百万円とな

りました。 

酸化マグネシウムその他の製品につきましては、ケミカル用途向けや重金属不溶化剤などの環境改善

用途向けの出荷が増加したため、売上高は12.1％増加し6億9千万円となりました。 

セグメント利益（営業利益）は、水酸化マグネシウムの出荷増などが大きく寄与したことから、

9.3％増加し24億8千万円となりました。 

  

〔カルシア事業〕 

カルシア事業の売上高は、10.8％減少し202億9千2百万円となりました。 

生石灰は、震災影響により東日本地区の一部ユーザーへの出荷が減少したことや、鉄鋼分野での使用

量が落ち込んだため、売上高は12.8％減少し133億7千9百万円となりました。 

消石灰は、防疫用途と排ガス処理用途の出荷が減少しましたので、売上高は12.1％減少し25億8千4百

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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タンカルは、ユーザー被災や道路舗装用の需要減により出荷が減少しましたが、排煙脱硫用の出荷が

増加したため、売上高は2.4％増加し10億1千9百万円となりました。 

土質固化材は、山口地区で防塵型などの環境対応製品が需要増となりましたが、震災影響により関東

地区の公共・民間工事が減少したため、売上高は1.2％減少し9億3千3百万円となりました。 

その他の製品につきましては、売上高は5.8％減少し23億7千4百万円となりました。 

セグメント利益（営業利益）は、コストダウン対策に努めたものの、生石灰、消石灰などの出荷減が

大きく影響したことから、44.1％減少し11億7百万円となりました。 

  

〔ファイン事業〕 

ファイン事業の売上高は、3.1％減少し33億8千1百万円となりました。 

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・パネルの国内需要の冷

え込みなどから出荷減となり、売上高は28.9％減少し8億2千5百万円となりました。 

超高純度炭酸カルシウムやその他の製品は、電子材料用の需要減により超高純度炭酸カルシウムの出

荷が減少しましたが、特殊光学材料用の超高純度硝酸カルシウムや乳飲料向けカルシウム強化用の炭酸

カルシウムの需要増に加え、下期に入り樹脂用フィラー向けの塩基性硫酸マグネシウムの需要が大幅に

回復したため、売上高は10.4％増加し19億4千9百万円となりました。 

生活関連用品につきましては、エコサート認定化粧品の新発売とセラミド高配合の新商品『潤みどク

リーム』の拡販により、売上高は8.1％増加し6億6百万円となりました。 

セグメント利益（営業利益）は、気相法高純度超微粉マグネシアが出荷減となったものの、他製品の

出荷が順調であったことや、固定費等の削減により0.6％増加の7億1千4百万円となりました。 

  

〔その他の事業〕 

その他の事業の貨物輸送につきましては、売上高は2.5％増加し6億9千8百万円となりました。 

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66.9％減少し4千3百万円となりまし

た。 

    

（次期の見通し） 

今後の経済見通しにつきましては、各種政策効果を背景に、震災復興関連の需要が引続き見込まれる

ことから、景気は持ち直し傾向が続くものと期待されます。しかしながら、電力供給不足の問題や欧州

政府債務危機の影響などの海外景気の下振れリスクもかかえており、当社グループを取り巻く経営環境

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。 

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、為替動向や原油価格の高騰が懸念さ

れますが、震災復興に向けた取り組みのなかで環境関連製品の需要増につなげてまいりたいと考えてお

ります。また、ファイン事業においても、既存製品の新規用途開拓、新製品の上市に努めてまいりま

す。  

平成25年3月期の連結業績見通しにつきましては、売上高410億円、営業利益24億円、経常利益23億3

千万円、当期純利益14億1千万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14億4千9百万円減少の403億1千6百万円とな

りました。 

流動資産が14億3千7百万円減少しました。 

売上債権及びたな卸資産が増加したものの、現金及び預金が5億8千6百万円、「その他」が17億3百万

円減少しております。なお、「その他」の主な減少内容は、従来から資金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が減少したことによるものであります。 

固定資産が1千1百万円減少しました。 

投資その他の資産が、中国企業への出資等により2億3百万円増加しましたが、有形固定資産、無形固

定資産は減少しております。 

  

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ20億2千5百万円減少の125億1千1百万円となり

ました。 

流動負債が19億6百万円減少しました。 

返済により短期借入金が4億2千万円、利益減により未払法人税等が8億1千4百万円、「その他」が4億

5千9百万円減少しております。なお、「その他」の主な減少内容は、設備工事関連債務の減少5億円で

あります。 

固定負債が1億1千9百万円減少しました。  

企業年金への掛金拠出等による退職給付引当金の減少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5億7千6百万円増加の278億5百万円となりま

した。 

当期純利益による利益剰余金の増加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5億8千9百万円減少し34

億8千9百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動による資金は、34億7千7百万円の収入となりました。 

（前年同期比 2億9千6百万円の収入増加） 

税金等調整前当期純利益が22億4千2百万円あり、これに減価償却費23億9千1百万円、親会社から預け

金の払戻し17億4百万円が収入の主な要因であります。 

支出の主な要因は、売上債権の増加6億3千9百万円、たな卸資産の増加3億5千1百万円、仕入債務の減

少2億4千9百万円、退職給付引当金の減少3億7千4百万円のほか、法人税等の支払額14億7千5百万円を支

出しております。 

  

（２）財政状態に関する分析
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金は、28億2千3百万円の支出となりました。 

（前年同期比 16億8千5百万円の支出増加） 

有形固定資産の取得による支出21億2千6百万円及び無形固定資産の取得による支出5億1百万円が主な

要因であります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金は、12億7百万円の支出となりました。 

（前年同期比 6億3千万円の支出増加） 

配当金の支払6億4千7百万円に加え、リース債務の返済による支出1億1千4百万円、短期借入金の返済

超過による支出（純額）4億2千万円などが主な要因であります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  

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24年3月期の期末配当金につきましては、出荷環境が大きく変化するなか、当初予想（平成23年5

月10日公表）維持のため、売上確保の施策やコスト改善策に取り組んでまいりました。しかしながら、

計画が未達となったことから「剰余金の配当に関するお知らせ」（平成24年5月8日公表）で開示してお

りますように、遺憾ながら１株当たり７円とさせていただきました。 

なお、次期の配当予想につきましては、収益力の向上、拡大を図ってまいりますが、海外経済の減速

感、原油価格の高騰、為替動向など、日本経済を取り巻く環境は引き続き厳しい状況が予想されますた

め、当社といたしましては１株当たり７円を予定しております。  

  

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。 

  

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 平成24年3月期

自己資本比率（％） 63.2 63.2 67.1 65.2 69.0

時価ベースの自己資本比率 
（％）

51.0 33.6 50.9 62.9 50.4

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率（年）

1.0 2.3 0.6 0.9 0.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

52.2 26.6 135.6 112.0 139.8

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク

宇部マテリアルズ㈱（5390）　平成24年３月期　決算短信

－5－



  
(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。  

  

（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４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ほか）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23年6月24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。  

２．企業集団の状況
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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ヵ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ヵ年経営計画「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。 

  

新３ヵ年経営計画「New ネクストステージ」は平成24年度におきまして 終年度を迎えます。 

震災影響や円高の進行などにより、経営環境は策定時に想定したものと大きく変化しておりますが、

当社グループは引続き、基盤事業であるマグネシア事業およ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。 

そのため、マグネシア事業においては、特殊ガラス、熱伝導性フィラー、医薬原料などの新規分野

と、汚染土壌対策用途、水質・底質改善用途等の環境分野を拡充することにより、「耐火物」、「排煙

脱硫」、「新規分野」、「環境」の各分野の均衡的な発展を目指します。 

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・技術提携を推進する

とともに、外部環境に影響されない安定した利益が確保できる事業体質を目指します。 

ファイン事業については、当社の中核事業に成長させるため、研究開発部門とともに経営資源を集中

的に投入し、新たな機能性無機材料製品の市場開拓と上市を積極的に推進します。また、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）、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研究開発体制を確立し、市場ニーズへ迅速な対応を

目指します。 

また、当社グループは、今後とも、法令遵守、環境保全、安全対策、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。 

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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,087 3,500

受取手形及び売掛金 12,692 13,331

商品及び製品 2,660 2,746

仕掛品 1,139 1,342

原材料及び貯蔵品 1,360 1,422

繰延税金資産 500 353

その他 2,148 445

貸倒引当金 △36 △27

流動資産合計 24,551 23,114

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,229 15,432

減価償却累計額 △11,415 △11,694

建物及び構築物（純額） 3,814 3,738

機械装置及び運搬具 49,019 50,020

減価償却累計額 △44,358 △45,441

機械装置及び運搬具（純額） 4,661 4,578

土地 5,350 5,350

リース資産 507 649

減価償却累計額 △142 △244

リース資産（純額） 365 404

建設仮勘定 296 277

その他 1,975 2,091

減価償却累計額 △1,607 △1,738

その他（純額） 367 352

有形固定資産合計 14,855 14,701

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 653 635

繰延税金資産 805 641

その他 378 764

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 1,836 2,040

固定資産合計 17,214 17,202

資産合計 41,765 40,316
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,420 5,253

短期借入金 2,444 2,024

リース債務 106 135

未払法人税等 906 92

賞与引当金 723 653

役員賞与引当金 42 36

その他 3,377 2,918

流動負債合計 13,020 11,114

固定負債   

長期借入金 48 24

リース債務 281 294

退職給付引当金 576 441

役員退職慰労引当金 138 152

資産除去債務 188 193

その他 281 290

固定負債合計 1,516 1,397

負債合計 14,537 12,511

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 22,942

自己株式 △14 △15

株主資本合計 27,252 27,857

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △24 △52

その他の包括利益累計額合計 △24 △52

純資産合計 27,228 27,805

負債純資産合計 41,765 40,316
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 42,550 40,916

売上原価 31,398 30,597

売上総利益 11,151 10,319

販売費及び一般管理費 7,913 7,985

営業利益 3,238 2,333

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 8 11

受取賃貸料 75 69

受取補償金 － 23

受取保険金 16 －

その他 88 74

営業外収益合計 192 182

営業外費用   

支払利息 28 26

為替差損 55 18

固定資産除却損 39 24

たな卸資産廃棄損 15 12

その他 21 13

営業外費用合計 160 94

経常利益 3,270 2,421

特別損失   

固定資産廃棄損 198 98

減損損失 44 81

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 14 －

特別損失合計 501 179

税金等調整前当期純利益 2,768 2,242

法人税、住民税及び事業税 1,188 662

法人税等調整額 △87 326

法人税等合計 1,100 988

少数株主損益調整前当期純利益 1,667 1,253

当期純利益 1,667 1,253
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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22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,667 1,253

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 17 △28

その他の包括利益合計 17 △28

包括利益 1,685 1,225

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,685 1,225

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22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 883 883

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 883 883

利益剰余金   

当期首残高 21,072 22,336

当期変動額   

剰余金の配当 △404 △647

当期純利益 1,667 1,253

当期変動額合計 1,263 606

当期末残高 22,336 22,942

自己株式   

当期首残高 △14 △14

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △0 △1

当期末残高 △14 △15

株主資本合計   

当期首残高 25,989 27,252

当期変動額   

剰余金の配当 △404 △647

当期純利益 1,667 1,253

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 1,263 605

当期末残高 27,252 27,857
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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   

当期首残高 △41 △24

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 △28

当期変動額合計 17 △28

当期末残高 △24 △52

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △41 △24

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 △28

当期変動額合計 17 △28

当期末残高 △24 △52

純資産合計   

当期首残高 25,948 27,228

当期変動額   

剰余金の配当 △404 △647

当期純利益 1,667 1,253

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 △28

当期変動額合計 1,280 576

当期末残高 27,228 27,805
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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22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24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 2,768 2,242

減価償却費 2,196 2,391

減損損失 44 81

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △371 △374

環境対策引当金の増減額（△は減少） △25 －

固定資産廃棄損 198 98

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） 34 24

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 △15

支払利息 28 26

為替差損益（△は益） 48 36

売上債権の増減額（△は増加） 32 △639

たな卸資産の増減額（△は増加） 222 △351

仕入債務の増減額（△は減少） 233 △249

未払消費税等の増減額（△は減少） △183 23

預け金の増減額（△は増加） △1,882 1,704

その他 143 △25

小計 3,722 4,963

利息及び配当金の受取額 12 15

利息の支払額 △28 △24

法人税等の支払額 △525 △1,475

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,181 3,477

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 △7 △9

定期預金の払戻による収入 15 6

有形固定資産の取得による支出 △1,261 △2,126

有形固定資産の売却による収入 2 0

無形固定資産の取得による支出 △1 △501

投資有価証券の取得による支出 △50 △30

投資有価証券の売却による収入 162 －

長期前払費用の取得による支出 △0 △75

その他の支出 △1 △100

その他の収入 － 13

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 1 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,138 △2,823
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 1,130 1,300

短期借入金の返済による支出 △1,210 △1,720

長期借入れによる収入 16 －

長期借入金の返済による支出 △23 △24

リース債務の返済による支出 △85 △114

配当金の支払額 △404 △647

自己株式の取得による支出 △0 △1

自己株式の処分による収入 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △577 △1,207

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,417 △589

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期末残高 4,079 3,489
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該当事項はありません。 

  

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれてお
ります。 

  

 
  

   固定資産廃棄損の主要な内訳は次の通りです。 

 
  

   減損損失 

    前連結会計年度 
     保有する土地について遊休認定し、以下の減損損失を計上しております。 
  

 
  
    当連結会計年度 
     保有する設備について遊休認定し、以下の減損損失を計上しております。 
     同設備は、気相法高純度超微粉マグネシア製造（ファイン事業）に係るものであります。 
  

 
  
  

当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成24年４月１日以降解消されるも

のに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の40.4％から、回収又は支払が見込まれる期間が

平成24年４月１日から平成27年３月31日までのものは37.7％、平成27年４月１日以降のものについては

35.3％にそれぞれ変更されております。 

その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が111百万円減少し、当連結会計

年度に計上された法人税等調整額が107百万円、その他有価証券評価差額金が4百万円、それぞれ増加して

おります。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）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23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

受取手形 － 102百万円

支払手形 － 294  〃

設備関係支払手形 － 53  〃

（流動負債 その他）

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

撤去工事費 198百万円 98百万円

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

用途 種類 場所
金額

（百万円）

遊休 機械装置 山口県宇部市 81

(税効果会計関係)
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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)  減価償却費及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、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。 

(注2) 減価償却費には長期前払費用に係る償却費が含まれております。 

(注3) 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。

  

(セグメント情報等)

(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 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(注2) 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(注3)

861 859 49 196 1,967 525 2,492
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24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       ―百万円 

      全社費用         △2,012百万円 

    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                  6,927百万円 

      セグメント間の債権の相殺消去等     △233百万円 

    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)  減価償却費及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、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。 

(注2) 減価償却費には長期前払費用に係る償却費が含まれております。 

(注3) 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。

  

(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 16,543 20,292 3,381 698 40,916 ― 40,916

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 0 1,441 1,442 △1,442 ―

計 16,543 20,293 3,381 2,140 42,359 △1,442 40,916

セグメント利益
（営業利益）

2,480 1,107 714 43 4,346 △2,012 2,333

セグメント資産 15,012 14,762 2,613 1,233 33,622 6,693 40,316

その他の項目

  減価償却費(注2) 901 989 170 99 2,160 230 2,391

 減損損失 ― ― 81 ― 81 ― 81

  有形固定資産及び無形 
  固定資産の増加額(注3)

1,095 733 97 126 2,053 230 2,284
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前連結会計年度及び当連結会計年度 

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。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度 

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。 

  

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
  

前連結会計年度及び当連結会計年度 

該当事項はありません。 

(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）

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

報告セグメント

全社・消去 合計
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

(負ののれん)

当期償却額 ― 3 ― ― 3 ― 3

当期末残高 ― 61 ― ― 61 ― 61

報告セグメント

全社・消去 合計
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

(負ののれん)

当期償却額 ― 3 ― ― 3 ― 3

当期末残高 ― 57 ― ― 57 ― 57

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
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１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

  

 
  

 
(注) 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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度 

（平成24年３月31日）

(1) １株当たり純資産額(円) 336.59 343.74

 (算定上の基礎)

  連結貸借対照表の純資産の部の合計額 
  (百万円)

27,228 27,805

  普通株式に係る純資産額(百万円) 27,228 27,805

  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) 51 56

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)

80,896 80,891

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益金額(円) 20.62 15.50

 (算定上の基礎)

  連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 1,667 1,253

  普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,667 1,253

  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) 80,897 80,893

(重要な後発事象)

宇部マテリアルズ㈱（5390）　平成24年３月期　決算短信

－21－



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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,772 2,965

受取手形 756 723

売掛金 11,775 12,461

商品及び製品 2,614 2,701

仕掛品 1,139 1,342

原材料及び貯蔵品 1,327 1,385

前払費用 28 33

繰延税金資産 478 335

関係会社短期貸付金 435 552

未収入金 98 87

関係会社預け金 2,027 323

その他 4 0

貸倒引当金 △36 △27

流動資産合計 24,420 22,881

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,086 8,157

減価償却累計額 △5,423 △5,576

建物（純額） 2,662 2,581

構築物 6,462 6,576

減価償却累計額 △5,509 △5,631

構築物（純額） 952 944

機械及び装置 47,072 48,106

減価償却累計額 △42,637 △43,698

機械及び装置（純額） 4,435 4,407

車両運搬具 8 8

減価償却累計額 △6 △7

車両運搬具（純額） 2 1

工具、器具及び備品 1,902 2,015

減価償却累計額 △1,543 △1,672

工具、器具及び備品（純額） 358 343

土地 5,012 5,012

リース資産 145 189

減価償却累計額 △50 △77

リース資産（純額） 94 112

建設仮勘定 289 274

有形固定資産合計 13,807 13,678

無形固定資産   

ソフトウエア 466 405

電信電話専用施設利用権 8 8

無形固定資産合計 474 414
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 595 556

関係会社株式 137 157

従業員に対する長期貸付金 4 3

破産更生債権等 1 1

長期前払費用 20 66

繰延税金資産 735 575

その他 315 663

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 1,807 2,022

固定資産合計 16,089 16,115

資産合計 40,509 38,996

負債の部   

流動負債   

支払手形 675 806

買掛金 4,702 4,353

短期借入金 2,400 2,000

1年内返済予定の長期借入金 15 15

リース債務 30 39

未払金 1,626 1,617

未払費用 146 140

未払法人税等 888 91

未払消費税等 34 48

前受金 12 8

預り金 25 30

前受収益 16 －

賞与引当金 661 593

役員賞与引当金 42 36

設備関係支払手形 224 276

設備関係未払金 1,297 742

流動負債合計 12,798 10,803

固定負債   

長期借入金 37 21

リース債務 72 81

退職給付引当金 179 108

役員退職慰労引当金 131 143

資産除去債務 78 80

その他 211 229

固定負債合計 711 665

負債合計 13,509 11,468
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24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 4,650 5,212

利益剰余金合計 22,102 22,665

自己株式 △14 △15

株主資本合計 27,019 27,580

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 △52

評価・換算差額等合計 △19 △52

純資産合計 27,000 27,528

負債純資産合計 40,509 38,996
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（２）損益計算書 
(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

売上高 41,706 40,072

売上原価   

製品期首たな卸高 2,874 2,614

当期商品仕入高 5,573 4,812

当期製品製造原価 25,255 25,517

合計 33,702 32,944

製品他勘定振替高 15 19

製品期末たな卸高 2,614 2,701

製品売上原価 31,073 30,223

売上総利益 10,632 9,848

販売費及び一般管理費   

販売費 5,661 5,550

一般管理費 1,855 2,012

販売費及び一般管理費合計 7,516 7,563

営業利益 3,116 2,285

営業外収益   

受取利息 7 7

受取配当金 8 10

受取賃貸料 70 65

受取補償金 － 18

受取保険金 16 －

雑収入 41 39

営業外収益合計 144 141

営業外費用   

支払利息 28 25

固定資産除却損 32 15

為替差損 55 18

たな卸資産廃棄損 15 12

雑支出 18 6

営業外費用合計 150 77

経常利益 3,110 2,348

特別損失   

固定資産廃棄損 198 98

減損損失 44 81

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 －

特別損失合計 388 179

税引前当期純利益 2,722 2,169

法人税、住民税及び事業税 1,134 641

法人税等調整額 △16 317

法人税等合計 1,117 959

当期純利益 1,604 1,209
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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22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 880 880

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 880 880

資本剰余金合計   

当期首残高 883 883

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 883 883

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 3,449 4,650

当期変動額   

剰余金の配当 △404 △647

当期純利益 1,604 1,209

当期変動額合計 1,200 562

当期末残高 4,650 5,212
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 20,902 22,102

当期変動額   

剰余金の配当 △404 △647

当期純利益 1,604 1,209

当期変動額合計 1,200 562

当期末残高 22,102 22,665

自己株式   

当期首残高 △14 △14

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △0 △1

当期末残高 △14 △15

株主資本合計   

当期首残高 25,819 27,019

当期変動額   

剰余金の配当 △404 △647

当期純利益 1,604 1,209

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 1,200 561

当期末残高 27,019 27,580

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △36 △19

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 △33

当期変動額合計 17 △33

当期末残高 △19 △52

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △36 △19

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 △33

当期変動額合計 17 △33

当期末残高 △19 △52
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 25,782 27,000

当期変動額   

剰余金の配当 △404 △647

当期純利益 1,604 1,209

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 △33

当期変動額合計 1,217 527

当期末残高 27,000 27,528
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６．その他 

役員の異動（平成 24 年 6 月 26 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 西郷 正志（ファインマテリアル事業部 及び 研究開発本部管掌） 

取締役 常務執行役員 渡壁 英博（生産・技術本部長） 
 
  なお、両氏は顧問に就任予定。 
 
② 新任取締役 

      取締役        吉武 正三（現・執行役員、生産・技術本部副本部長） 
      取締役（非常勤）   松本 和彦（宇部興産株式会社 経営管理室 財務部長） 
 
 
（２） 執行役員（取締役兼務執行役員を含む）の異動 
 

職務変更 
            
      取締役 執行役員   吉武 正三【新】生産・技術本部長 兼 技術部長 

                     【旧】生産・技術本部副本部長 兼 技術部長 
 
 
（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 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   重任 
取締役 執行役員   吉武 正三   新任 
取締役（非常勤）     松波  正      重任 
取締役（非常勤）     松本 和彦      新任 
監査役          国広  修  （非改選期） 

     監査役          堤   豊  （  〃   ） 
       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       植木  明   重任 
執行役員       山田  和典      重任 
執行役員       金子  卓嗣      重任 
執行役員       岩岡  達男      重任 
 

以上 
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