
平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年8月1日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 宇部マテリアルズ株式会社 上場取引所 東 福 
コード番号 5390 URL http://www.ubematerials.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 安部研一
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部経理部長 （氏名） 三輪秀樹 TEL 0836-31-0156
四半期報告書提出予定日 平成24年8月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 9,518 △4.3 555 △6.9 576 △4.6 372 4.3
24年3月期第1四半期 9,941 △4.7 596 △2.7 604 △0.4 357 55.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 346百万円 （△0.6％） 24年3月期第1四半期 349百万円 （101.2％）

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

25年3月期第1四半期 4.60 ―
24年3月期第1四半期 4.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 40,802 27,585 67.6
24年3月期 40,316 27,805 69.0
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  27,585百万円 24年3月期  27,805百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

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）

（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) 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



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 80,948,148 株 24年3月期 80,948,148 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 57,376 株 24年3月期 56,576 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 80,890,972 株 24年3月期1Q 80,895,016 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、震災からの復興特需により一部に持ち直しの兆し

がみられるものの、欧州債務危機から円高が進行し産業の空洞化が懸念される一方、電力不足問題も抱

えており、先行き不透明な状況のなかで推移しております。 

このようななか、当社グループにおきましては、経営の効率化を推し進めるとともに、カルシア事業

は、東北地区の製紙向け等の需要回復により出荷が順調に推移しております。また、マグネシア事業

は、耐火物用途向けの出荷が若干減少するものの、排煙脱硫用水マグは堅調に出荷しております。  

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4.3％減少し、95億1千8百

万円となりました。  

損益面におきましては、東北地区への需要増に対応するとともに、燃料コストの低減や固定費の圧縮

などに努め、また、当社定修後の増販対応のための在庫積み増し影響もあり、ほぼ安定的に推移しまし

た。 

以上の結果、営業利益は前年同四半期に比べ6.9％減少し5億5千5百万円、経常利益も前年同四半期に

比べ4.6％減少し5億7千6百万円、四半期純利益につきましては4.3％増加の3億7千2百万円となりまし

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、震災による応援出荷相当分減少しましたが、自家発電向け排煙脱硫用途向

け、ケミカル用途向けに堅調に推移しております。 

その他の製品につきましては、環境改善材などが増加しました。 

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7.3％減少し37億3百万円に、セグメント

利益（営業利益）は増販対応のための在庫積み増し影響により、前年同四半期に比べ4.9％増加し5億9

千万円となりました。  

  

〔カルシア事業〕  

生石灰は、東北地区の製紙向けや一般土木用途向けの出荷が増加しましたが、鉄鋼業界向けの需要は

減少しました。 

消石灰は、排ガス処理用途の出荷が増加しました。 

タンカルは、排煙脱硫用途の出荷が堅調に推移しました。 

その他の製品につきましては、土質固化材が主に増加しました。 

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2.7％増加し49億4千万円に、セグメント利

益（営業利益）は増販や経費削減等により、前年同四半期に比べ32.5％増加し3億5千1百万円となりま

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向けの塩基性硫酸マグネシウムとタルクは、自動車生産台数の回復とともに出荷

は増加しました。 

特殊光学用途向け超高純度硝酸カルシウムは、需要減により減少しました。 

主にＰＤＰ用途向けの気相法高純度超微粉マグネシアは、大幅需要減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は、出荷は堅調に推移しております。 

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25.1％減少し7億9百万円に、セグメント利

益（営業利益）は固定費の削減等に努めましたが、前年同四半期に比べ61.4％減少し8千9百万円となり

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、輸送量の減少により売上高は12.3％減少の1億6千4百万

円となり、セグメント利益（営業利益）は、130.4％減少の4百万円の損失となりました。 

  

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4億8千5百万円増加の408億2百万

円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が減少しましたが、現金及び預金、商品及び製品等

の棚卸資産の増加によって6億9千2百万円増加しております。固定資産では、主に有形、無形固定資産

が、減価償却によって2億5千3百万円減少しております。 

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7億5百万円増加の132億1千6百万円

となりました。短期借入金、賞与引当金、未払法人税等の流動負債の増加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2億1千9百万円減少の275億8千5百

万円となりました。配当金支払による利益剰余金の減少が主な要因であります。  

  

平成24年5月8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１四半期連結累計期間は、売上高はほぼ計画どおりに進捗しておりますが、円高の継続により産業

の空洞化が懸念され、今後、当社グループを取り巻く経営環境は更に厳しさを増すことが予想されま

す。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
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該当事項はありません。  

  

税金費用については、当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する方法を採用しております。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。  

  

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,500 4,362

受取手形及び売掛金 13,331 12,546

商品及び製品 2,746 3,002

仕掛品 1,342 1,423

原材料及び貯蔵品 1,422 1,603

その他 798 891

貸倒引当金 △27 △23

流動資産合計 23,114 23,807

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,738 3,688

機械装置及び運搬具（純額） 4,578 4,317

土地 5,350 5,350

その他（純額） 1,034 1,115

有形固定資産合計 14,701 14,472

無形固定資産   

その他 459 435

無形固定資産合計 459 435

投資その他の資産   

投資有価証券 635 596

その他 1,406 1,492

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,040 2,087

固定資産合計 17,202 16,995

資産合計 40,316 40,802

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,253 5,180

短期借入金 2,024 2,624

未払法人税等 92 212

賞与引当金 653 958

その他 3,091 2,882

流動負債合計 11,114 11,858

固定負債   

長期借入金 24 18

退職給付引当金 441 439

役員退職慰労引当金 152 150

その他 778 750

固定負債合計 1,397 1,358

負債合計 12,511 13,216
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24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 22,942 22,748

自己株式 △15 △16

株主資本合計 27,857 27,663

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △52 △78

その他の包括利益累計額合計 △52 △78

純資産合計 27,805 27,585

負債純資産合計 40,316 40,802
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 9,941 9,518

売上原価 7,386 7,118

売上総利益 2,555 2,399

販売費及び一般管理費 1,958 1,843

営業利益 596 555

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 4 5

為替差益 － 0

受取賃貸料 15 15

その他 15 18

営業外収益合計 36 40

営業外費用   

支払利息 5 5

為替差損 15 －

固定資産除却損 0 11

その他 7 2

営業外費用合計 29 18

経常利益 604 576

税金等調整前四半期純利益 604 576

法人税等 247 204

少数株主損益調整前四半期純利益 357 372

四半期純利益 357 372
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 357 372

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8 △25

その他の包括利益合計 △8 △25

四半期包括利益 349 346

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 349 346

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１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、以下の通りであります。 

 
    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 セグメント利益又は損失(△)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。  
  

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 3,993 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

セグメント間取引消去 ―百万円

全社費用 △477百万円

(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 3,703 4,940 709 164 9,518 ― 9,518

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 0 0 321 321 △321 ―

計 3,703 4,940 709 486 9,839 △321 9,518

セグメント利益又は損失(△) 590 351 89 △4 1,027 △472 555

セグメント間取引消去 ―百万円

全社費用 △472百万円

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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