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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 19,407 △4.8 1,296 7.2 1,341 11.2 833 17.2
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 790百万円 （14.2％） 24年3月期第2四半期 692百万円 （△4.9％）

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2四半期 10.30 ―
24年3月期第2四半期 8.79 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 40,451 28,029 69.3
24年3月期 40,316 27,805 69.0
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  28,029百万円 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 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 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、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 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 

(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。 

※  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2Q 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2Q 57,976 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2Q 80,890,801 株 24年3月期2Q 80,894,448 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、震災復興関連の需要が堅調であるものの、世界経

済の減速基調、長期化する円高による国内景気の減速懸念等、依然として厳しい経済環境と先行きの不

透明な状況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主要ユーザーである鉄鋼業界が、円高の影響を受

けて海外向けが減少しており、カルシア、マグネシア事業の主要製品である鉄鋼原料用生石灰、耐火物

原料用マグネシアの需要が減少しましたが、排煙脱硫用途向けや東北地区の製紙向け及び一般土木用途

向けの出荷が堅調に推移しました。ファイン製品は、樹脂用フィラー用途向けが自動車生産台数の回復

から出荷が増加しましたが、電子・光学材料用途向けは大幅な需要減により出荷が減少しました。  

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4.8％減少し、194億7百万

円となりました。  

損益面におきましては、まず、主要製品である排煙脱硫用途向けの出荷が堅調であったことや、一般

土木用生石灰及び土壌固化材等の出荷増などが売上高を下支えする状況となりました。また、主要ユー

ザーの需要減退から上期計画していた焼成炉の炉修を、下期へ先送りするなど固定費の削減にも努めた

ほか、製造原単位の改善や製品在庫の増加影響もあり、営業利益は前年同四半期に比べ7.2％増加の12

億9千6百万円、経常利益は前年同四半期に比べ11.2％増加の13億4千1百万円、四半期純利益につきまし

ては17.2％増加の8億3千3百万円となりました。 

  

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、ケミカル用途向けが堅調に推移したものの、鉄鋼業界やセメント業界向け

耐火物原料用の出荷は低調でありました。 

水酸化マグネシウムは、震災による同業者応援出荷分が減少しておりますが、自家発電用排煙脱硫用

途向け、ケミカル用途向けが堅調に推移しております。 

その他の製品につきましては、水質や土壌関連の環境改善材などが増加しております。 

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9.8％減少し74億5千7百万円に、セグ

メント利益（営業利益）は製造原単位の改善や固定費の削減に努めたほか、製品在庫の増加影響などが

あったものの、売上高の減収により前年同四半期に比べ4％減少し12億5百万円となりました。  

  

〔カルシア事業〕 

生石灰は、一般土木用途向けや東北地区の製紙向けの需要回復により出荷が増加したものの、鉄鋼業

界向けの需要は減少しました。 

消石灰は、主に排ガス処理用途向けの出荷が増加しております。 

タンカルは、排煙脱硫用途向け、震災復興用として除塩・除染関連向けの出荷が増加しました。 

その他の製品につきましては、主に土質固化材が増加しております。 

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3.6％増加し101億9千9百万円に、セグメ

ント利益（営業利益）は売上高の増収要因のほか、炉修費や諸経費などの固定費削減や製造原単位の改

善効果等により、前年同四半期に比べ109.3％増加し8億4千9百万円となりました。 

  

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〕 

樹脂用フィラー用途向けの塩基性硫酸マグネシウム、タルクは、自動車生産台数の回復により出荷が

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、需要の落ち込みにより出荷が減少しました。 

気相法高純度超微粉マグネシアは、ＰＤＰ用途向けの大幅需要減により出荷が減少しました。 

その他の製品につきましては、食添用カルシウム強化剤などが順調に増加しております。 

また、生活関連用品は、新商品の投入などにより出荷は安定的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14億3千1百万円に、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、売上高の減収により前年同四半期に比べ

63.7％減少し1億7千1百万円となりました。 

  

〔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10.6％減少の3億1千9百万

円となり、セグメント利益（営業利益）は輸送コストの上昇により87.9％減少の3百万円となりまし

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1億3千4百万円増加の404億5千1百

万円となりました。流動資産は、売上高の減少により受取手形及び売掛金が減少したものの、商品及び

製品や原材料及び貯蔵品などの増加から4億7千2百万円増加しましたが、固定資産は、主に有形固定資

産の減少から3億3千8百万円減少しております。 

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8千9百万円減少の124億2千1百万円

となりました。流動負債は、設備債務の減少等からその他が減少したものの、支払手形及び買掛金、未

払法人税等の増加によって2千6百万円増加しております。固定負債は、役員退職慰労引当金の減少等に

より1億1千6百万円減少しております。 

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2億2千4百万円増加の280億2千9百

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。 

  

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33億9千1百万円となり、前連結会計年度

末に比べ9千8百万円の減少となりました。（前年同四半期末比 5億8千7百万円の減少） 

  

（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16億8千万円の収入となりました。 

税金等調整前四半期純利益12億8千2百万円、減価償却費10億1千4百万円、売上債権の減少5億8千万円

等の収入に対し、たな卸資産の増加9億1千3百万円、退職給付引当金の減少2億1千7百万円等の支出が主

な要因であります。（前年同四半期比 7億6千7百万円の収入減少） 

  

（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11億3千7百万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11億1千9百万円が主な要因であります。（前年同四半期比

6億3千8百万円の支出減少） 

  

（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6億4千8百万円の支出となりました。 

配当金の支払額5億6千6百万円が主な要因であります。（前年同四半期比 8千5百万円の支出減少） 

  

平成25年3月期の第２四半期（累計）業績予想については、9月19日に連結・個別とも業績予想の修正

を公表しておりますが、通期業績予想の修正は行っておりません。  

上半期は、主要ユーザーの需要減により売上高が減少する見通しのなか、総原価の低減をテーマに諸

対策を実施し、当初公表数値を上回ることができました。しかしながら、下半期は海外経済の減速、特

に欧州債務危機の長期化による中国景気の後退など、先行きに対する不透明感は強まっておりますの

で、現時点において通期の業績予想は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、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２四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

宇部マテリアルズ㈱（５３９０）　平成25年３月期　第２四半期決算短信

－5－



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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,500 3,419

受取手形及び売掛金 13,331 12,750

商品及び製品 2,746 3,153

仕掛品 1,342 1,377

原材料及び貯蔵品 1,422 1,893

その他 798 1,014

貸倒引当金 △27 △22

流動資産合計 23,114 23,587

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,738 3,630

機械装置及び運搬具（純額） 4,578 4,162

土地 5,350 5,311

その他（純額） 1,034 1,225

有形固定資産合計 14,701 14,329

無形固定資産   

その他 459 412

無形固定資産合計 459 412

投資その他の資産   

投資有価証券 635 549

その他 1,406 1,573

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,040 2,121

固定資産合計 17,202 16,864

資産合計 40,316 40,451

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,253 5,445

短期借入金 2,024 2,021

未払法人税等 92 466

賞与引当金 653 605

その他 3,091 2,602

流動負債合計 11,114 11,140

固定負債   

長期借入金 24 14

退職給付引当金 441 429

役員退職慰労引当金 152 104

その他 778 732

固定負債合計 1,397 1,280

負債合計 12,511 12,421
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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２四半期連結会計期間 
(平成24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 22,942 23,209

自己株式 △15 △16

株主資本合計 27,857 28,124

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △52 △95

その他の包括利益累計額合計 △52 △95

純資産合計 27,805 28,029

負債純資産合計 40,316 40,451
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 20,375 19,407

売上原価 15,148 14,343

売上総利益 5,226 5,063

販売費及び一般管理費 4,018 3,767

営業利益 1,208 1,296

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 6 6

受取賃貸料 34 31

その他 27 49

営業外収益合計 70 88

営業外費用   

支払利息 14 10

為替差損 45 4

固定資産除却損 1 21

その他 10 6

営業外費用合計 72 42

経常利益 1,207 1,341

特別損失   

減損損失 － 39

固定資産廃棄損 16 －

投資有価証券評価損 － 20

特別損失合計 16 59

税金等調整前四半期純利益 1,190 1,282

法人税等 479 449

少数株主損益調整前四半期純利益 711 833

四半期純利益 711 833
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 711 833

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18 △42

その他の包括利益合計 △18 △42

四半期包括利益 692 790

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 692 790

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23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24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 1,190 1,282

減価償却費 1,135 1,014

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △238 △217

減損損失 － 39

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 20

受取利息及び受取配当金 △8 △7

支払利息 14 10

為替差損益（△は益） 40 △6

売上債権の増減額（△は増加） 469 580

たな卸資産の増減額（△は増加） △375 △913

仕入債務の増減額（△は減少） △354 132

未払消費税等の増減額（△は減少） 10 28

預け金の増減額（△は増加） 1,490 △201

その他 △25 △2

小計 3,337 1,753

利息及び配当金の受取額 8 7

利息の支払額 △13 △11

法人税等の支払額 △884 △70

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,448 1,680

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 △1,766 △1,119

投資有価証券の取得による支出 △12 △0

その他 2 △17

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,775 △1,137

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） △20 －

長期借入金の返済による支出 △12 △12

リース債務の返済による支出 △53 △69

配当金の支払額 △647 △566

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △733 △648

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △101 △98

現金及び現金同等物の期首残高 4,079 3,489

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,978 3,391
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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23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

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。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

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        △ 934百万円 

    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。 

  

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 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

(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 7,457 10,199 1,431 319 19,407 ― 19,407

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 0 0 658 659 △659 ―

計 7,457 10,199 1,431 978 20,066 △659 19,407

セグメント利益 1,205 849 171 3 2,230 △934 1,296

（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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