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（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 368,394 △22.7 12,988 △60.5 △3,302 － △1,155 －

2022年３月期第３四半期 476,623 － 32,842 137.5 30,604 189.6 18,099 101.7

（注）包括利益 2023年３月期第３四半期 6,669百万円（△62.2％）2022年３月期第３四半期 17,664百万円（34.0％）

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

2023年３月期第３四半期 △11.91 －

2022年３月期第３四半期 183.34 182.79

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 748,121 390,004 49.0

2022年３月期 837,954 394,035 44.1

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 366,629百万円 2022年３月期 369,142百万円

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

2022年３月期 － 45.00 － 50.00 95.00

2023年３月期 － 50.00 －

2023年３月期（予想） 45.00 95.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 506,000 △22.8 20,000 △54.6 △6,000 － △6,000 － △61.88

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を2022年３月期第１四半期連結会計期
間の期首から適用しており、2022年３月期第３四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の
数値となっておりますが、2021年３月期第３四半期に係る各数値については遡及適用を行っておりませんので、
2022年３月期第３四半期の売上高の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

（２）連結財政状態

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：有

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期３Ｑ 106,200,107株 2022年３月期 106,200,107株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 9,177,728株 2022年３月期 9,392,743株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 96,952,420株 2022年３月期３Ｑ 98,716,496株

連結業績予想の修正については、本日（2023年2月3日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご覧ください。

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：有

除外　２社　（社名）　UBE Advanced Materials Inc.　 Advanced Electrolyte Technologies LLC

（注）詳細は、添付資料「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）」をご覧ください。

（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

（注）詳細は、添付資料「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

（注）詳細は、添付資料「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料及び添付資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する

一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績はさまざまな要因の変化により見通しと大きく異なる場合も

ありえますことをご承知願います。そのような要因としては、主要市場の経済状況、製品の需給、原燃料価格、金

利、為替相場などがあります。

※　 当社は、以下のとおり電話会議を開催する予定です。当日の説明内容及び質疑応答につきましては、開催後速やか

に当社ホームページに掲載する予定です。

　　 ・2023年2月3日（金）・・・・・アナリスト、機関投資家向け電話会議
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単位：億円

項 　 目 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益
親会社株主に帰属

する四半期純利益

当第３四半期① ３，６８４ １３０ △３３ △１２

前 年 同 期② ４，７６６ ３２８ ３０６ １８１

差異①－② △１，０８２ △１９９ △３３９ △１９３

増 　減　 率 △２２．７％ △６０．５％ － －

（売上高） 単位：億円

セグメント 当第３四半期① 前年同期② 差異①－② 増減率

機能品 ４７４ ４４９ ２６ ５．７％

樹脂・化成品 ２，２５２ １，９０４ ３４８ １８．３％

機械 ６９３ ７０８ △１５ △２．１％

その他 ５０６ ３７７ １２９ ３４．２％

調整額 △２４１ １，３２９ △１，５７０ －

合計 ３，６８４ ４，７６６ △１，０８２ △２２．７％

（営業利益） 単位：億円

セグメント 当第３四半期① 前年同期② 差異①－② 増減率

機能品 ８５ ８８ △３ △３．０％

樹脂・化成品 ３３ １７８ △１４６ △８１．６％

機械 ２６ ３２ △６ △１８．６％

その他 １７ １６ １ ６．６％

調整額 △３１ １４ △４５ －

合計 １３０ ３２８ △１９９ △６０．５％

１．当四半期決算の経営成績に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期累計期間においては、売上高は、機能品セグメントにおいて販売が堅調に推移し、

樹脂・化成品セグメントにおいても市況上昇の影響により販売価格が上昇しましたが、セメント関

連事業を持分法適用関連会社に移管した影響が大きく、減収となりました。

営業利益は、樹脂・化成品セグメントにおいて、原燃料価格上昇および需要減退による販売数量

減に加え、アンモニア工場で隔年の定期修理を実施した影響が大きく、減益となりました。

経常利益は、持分法適用関連会社に移管したセメント関連事業が石炭価格高騰の影響を強く受

け、持分法投資損益が大きく悪化したことから、損失となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は、セメント関連事業分割に伴い持分変動利益が発生したも

のの、経常損失の影響が大きく、損失となりました。

この結果、当社グループの連結業績は、次のとおりとなりました。

（２）セグメント別の説明

（注）調整額は、各セグメントに配分していない全社費用（各セグメントに帰属しない一般管理費等）及びセ

グメント間取引消去額の合計額です。

前期の「調整額」には、ＵＢＥ三菱セメントグループへ移管されたセメント関連事業を含んでいます。
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機能品 … 増収減益

ポリイミド事業は、ディスプレイ向けＣＯＦフィルムが在庫調整の影響を受けましたが、有機ＥＬ

パネル向けワニスの販売は堅調に推移し、増収となりました。

分離膜事業は、バイオガス関連用途を中心に需要が好調に推移したことから、増収となりました。

セラミックス事業は、軸受や基板用途の需要が好調に推移したことから、増収となりました。

セパレータ事業は、半導体不足等による自動車減産等の影響を受け、減収となりました。

機能品セグメント全体としては、分離膜、セラミックスの需要は好調に推移したものの、セパレー

タが自動車減産の影響を受けたこと等により、増収減益となりました。

樹脂・化成品 … 増収減益

■パフォーマンスポリマー＆ケミカルズ事業

コンポジット事業は、自動車減産の影響を受けたものの、原料カプロラクタムの市況上昇等によ

り販売価格が上昇したことから、増収となりました。

ナイロンポリマー事業は、食品包装フィルム用途等の需要が減速傾向にあるものの、カプロラク

タムの市況上昇等により販売価格が上昇したことから、増収となりました。

カプロラクタム・硫安事業は、ベンゼンやアンモニアなど原料市況の上昇等により製品の販売価

格が上昇したことから、増収となりました。

工業薬品事業は、アンモニア工場で隔年の定期修理実施により出荷量が減少したものの、原料市

況の上昇等により製品の販売価格が上昇したことから、増収となりました。

ファインケミカル事業は、原料市況の上昇等により販売価格が総じて上昇したことから、増収と

なりました。

■エラストマー事業は、原料ブタジエン市況の上昇等により販売価格が上昇したことから、増収と

なりました。

■樹脂・化成品セグメント全体としては、販売価格が上昇したものの、原燃料価格上昇および需要

減退による販売数量減に加え、アンモニア工場で隔年の定期修理を実施した影響が大きく、増収

減益となりました。

機械 … 減収減益

成形機事業は、自動車産業向けの需要が回復し販売が増加したことから、増収となりました。

産機事業は、電力会社向け運搬機等の大型案件が一巡したことから、減収となりました。

製鋼事業は、原料価格上昇等の影響を受け販売価格が上昇したことから、増収となりました。

機械セグメント全体としては、成形機の販売が増加したものの、産機の減収および製鋼のエネルギ

ーコスト上昇の影響が大きく、減収減益となりました。

その他 … 増収増益

医薬事業は、自社医薬品および受託医薬品の販売が堅調に推移したことから、増収となりました。

電力事業は、セメント関連事業への電力供給が売上計上となり、価格も上昇したことから、増収と

なりました。

その他セグメント全体としては、売電価格上昇などの効果により、増収増益となりました。

セメント関連事業（持分法適用関連会社「ＵＢＥ三菱セメント㈱」）

国内市場では、セメント内需が漸減傾向にある中、販売数量は前年同期並みを維持しましたが、石

炭などエネルギー価格高騰の影響を大きく受けました。海外（北米）市場では、セメント・生コン

の需要は堅調に推移しました。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 79,492 32,896

受取手形、売掛金及び契約資産 171,358 110,115

商品及び製品 53,576 59,247

仕掛品 21,131 24,727

原材料及び貯蔵品 50,002 45,275

その他 19,389 18,388

貸倒引当金 △259 △104

流動資産合計 394,689 290,544

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 90,942 50,708

機械装置及び運搬具（純額） 136,388 94,056

土地 75,816 36,597

その他（純額） 29,611 22,208

有形固定資産合計 332,757 203,569

無形固定資産

のれん 857 1,510

その他 7,684 4,797

無形固定資産合計 8,541 6,307

投資その他の資産

投資有価証券 61,808 211,899

その他 40,566 35,905

貸倒引当金 △540 △261

投資その他の資産合計 101,834 247,543

固定資産合計 443,132 457,419

繰延資産 133 158

資産合計 837,954 748,121

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 110,766 76,678

短期借入金 44,506 46,751

コマーシャル・ペーパー 17,000 27,000

１年内償還予定の社債 10,000 －

未払法人税等 5,890 1,630

賞与引当金 6,951 2,490

その他の引当金 1,063 1,109

その他 52,998 35,397

流動負債合計 249,174 191,055

固定負債

社債 50,000 60,000

長期借入金 114,670 84,605

引当金 3,615 1,220

退職給付に係る負債 7,292 7,114

資産除去債務 2,234 1,732

その他 16,934 12,391

固定負債合計 194,745 167,062

負債合計 443,919 358,117

純資産の部

株主資本

資本金 58,435 58,435

資本剰余金 40,623 40,520

利益剰余金 274,725 263,854

自己株式 △22,234 △21,719

株主資本合計 351,549 341,090

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,680 2,237

繰延ヘッジ損益 △70 △50

為替換算調整勘定 13,218 21,737

退職給付に係る調整累計額 765 1,615

その他の包括利益累計額合計 17,593 25,539

新株予約権 510 102

非支配株主持分 24,383 23,273

純資産合計 394,035 390,004

負債純資産合計 837,954 748,121
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 476,623 368,394

売上原価 382,452 305,724

売上総利益 94,171 62,670

販売費及び一般管理費 61,329 49,682

営業利益 32,842 12,988

営業外収益

受取利息 147 79

受取配当金 756 1,245

受取賃貸料 864 622

負ののれん償却額 39 26

為替差益 679 560

補助金収入 109 200

その他 861 671

営業外収益合計 3,455 3,403

営業外費用

支払利息 655 573

賃貸費用 485 397

持分法による投資損失 826 15,085

その他 3,727 3,638

営業外費用合計 5,693 19,693

経常利益又は経常損失（△） 30,604 △3,302

特別利益

固定資産売却益 94 344

投資有価証券売却益 203 296

持分変動利益 － 8,265

抱合せ株式消滅差益 45 －

関係会社清算益 － 1,180

退職給付制度終了益 － 245

その他 186 －

特別利益合計 528 10,330

特別損失

固定資産処分損 564 629

投資有価証券売却損 － 1,154

減損損失 100 766

投資有価証券評価損 48 260

関連事業損失 773 －

工業用水減量負担金 1,550 －

特別損失合計 3,035 2,809

税金等調整前四半期純利益 28,097 4,219

法人税等 8,995 6,059

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,102 △1,840

非支配株主に帰属する四半期純利益

又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
1,003 △685

親会社株主に帰属する四半期純利益

又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
18,099 △1,155

（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）
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,102 △1,840

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △433 △184

繰延ヘッジ損益 △120 30

為替換算調整勘定 △1,093 4,305

退職給付に係る調整額 △62 △349

持分法適用会社に対する持分相当額 270 4,707

その他の包括利益合計 △1,438 8,509

四半期包括利益 17,664 6,669

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 17,146 6,791

非支配株主に係る四半期包括利益 518 △122

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31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 28,097 4,219
減価償却費 27,137 18,854
減損損失 100 766
負ののれん償却額 △39 △26
貸倒引当金の増減額（△は減少） △62 △28
受取利息及び受取配当金 △903 △1,324
支払利息 655 573
持分法による投資損益（△は益） 826 15,085
持分変動損益（△は益） － △8,265
固定資産売却損益（△は益） 23 △344
売上債権の増減額（△は増加） △24,379 7,614
棚卸資産の増減額（△は増加） △30,790 △25,033
仕入債務の増減額（△は減少） 23,193 4,604
その他 △3,236 △7,732

小計 20,622 8,963

利息及び配当金の受取額 2,016 5,119
利息の支払額 △713 △621
法人税等の支払額 △5,093 △8,363

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,832 5,098

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 △25,094 △17,239
有形固定資産の売却による収入 301 395
投資有価証券の取得による支出 △139 △152
投資有価証券の売却による収入 665 563
関係会社出資金の払込による支出 － △2,465
関係会社株式の取得による支出 △192 △1,374
関係会社株式の売却による収入 6 －
関係会社株式の売却による支出 － △420
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

－ △5,249

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による収入

315 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △3,141 8,245
その他 △348 104

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,627 △17,592

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） 10,346 13,222
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － 10,000
長期借入れによる収入 9,780 3,696
長期借入金の返済による支出 △9,097 △7,133
社債の発行による収入 － 9,950
社債の償還による支出 △10,000 △10,000
自己株式の取得による支出 △10,004 △37
配当金の支払額 △8,936 △9,684
非支配株主への配当金の支払額 △242 △942
連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出

△733 －

その他 △665 △407

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,551 8,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 244 731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,102 △3,098

現金及び現金同等物の期首残高 79,646 78,761
非連結子会社との合併に伴う
現金及び現金同等物の増加額

57 －

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △43,267

現金及び現金同等物の四半期末残高 49,601 32,396

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

　当第３四半期連結会計期間において、当社の特定子会社であったUBE Advanced Materials Inc.及びAdvanced 

Electrolyte Technologies LLCは、清算結了したため、特定子会社に該当しないこととなり、当第３四半期連結会計

期間より、連結の範囲から除外しております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　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。ただし、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会社については、法定実効税率を使用す

る方法により計算した金額を計上しております。

　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。

（会計方針の変更）

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項

に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する

ことといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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（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)
機能品 樹脂・化成品 機械 その他 計

売上高

外部顧客への

売上高
35,294 170,711 69,878 44,696 320,579 156,044 476,623

セグメント間の内部

売上高又は振替高
9,557 19,726 884 △6,989 23,178 △23,178 －

計 44,851 190,437 70,762 37,707 343,757 132,866 476,623

セグメント利益

（営業利益）
8,784 17,837 3,204 1,608 31,433 1,409 32,842

（セグメント情報等）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021年12月31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）　調整額は以下のとおりです。

　　　　　(1) 外部顧客への売上高の調整額156,044百万円は、セメント事業およびその関連事業等の外部顧客への売上高です。

　　　　　(2) セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△23,178百万円には、セメント事業およびその関連事業等のセグメント間

              の内部売上高又は振替高1,248百万円が含まれております。

　　　　　(3) セグメント利益の調整額1,409百万円には、セグメント間取引消去△304百万円、セメント事業およびその関連事業等のセグ

　　　　　　　メント利益3,684百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,971百万円が含まれております。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等です。

　（注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。
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（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)
機能品 樹脂・化成品 機械 その他 計

売上高

外部顧客への

売上高
36,053 205,608 68,847 57,886 368,394 － 368,394

セグメント間の内部

売上高又は振替高
11,351 19,609 456 △7,275 24,141 △24,141 －

計 47,404 225,217 69,303 50,611 392,535 △24,141 368,394

セグメント利益

（営業利益）
8,517 3,278 2,609 1,714 16,118 △3,130 12,988

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2022年４月１日　至2022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△3,130百万円には、セグメント間取引消去140百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用

△3,270百万円が含まれております。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等です。

　（注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．報告セグメントの変更等に関する事項

　2022年４月より、セメント事業及びその関連事業等をＵＢＥ三菱セメント㈱に承継させたことを受け、新中

期経営計画「UBE Vision 2030 Transformation～1st Stage～」においてセグメントを見直したことに伴い、

第１四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の「化学」「建設資材」「機械」「その他」の４区分か

ら、「機能品」「樹脂・化成品」「機械」「その他」の４区分に変更いたしました。

　なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメント区分で記載しております。

　また、従来「建設資材」セグメントに含めていたセメント事業及びその関連事業等については、当第３四半

期連結累計期間の売上高およびセグメント利益（営業利益）の計上はありません。これは、同事業を承継させ

たＵＢＥ三菱セメント㈱が当社の持分法適用会社であることによるもので、当第３四半期連結累計期間におい

ては、同事業に係る持分法による投資損失15,786百万円（営業外費用）が計上されています。

３．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事項

（のれんの金額の重要な変動）

　「その他」セグメントにおいて、㈱エーピーアイコーポレーションの株式を取得し、連結子会社としたこと

により、のれんを445百万円計上しております。なお、当該金額は、当第３四半期連結会計期間末において取

得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額です。
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１．連結の範囲
2022年3月期 2022年12月期

65社 36社 *1 △29社
26社 15社 *2 △11社
91社 51社 △40社

２．業績概要 （注）億円未満四捨五入

(1)経営成績 （単位：億円)

4,766 3,684 △ 1,082 
328 130 △ 199 

金融収支 2 8 5 
持分法投資損益 △ 8 △ 151 △ 143 
その他営業外損益 △ 17 △ 20 △ 3 

306 △ 33 △ 339 
△ 25 75 100 

181 △ 12 △ 193 

183円34銭 △11円91銭

111.1 136.5 
54,000 79,900 
17,387 55,628 

［セグメント別 売上高・営業利益］ （単位：億円)

 機能品 449 474 26 

 樹脂・化成品 1,904 2,252 348 

 機械 708 693 △ 15 

 その他 377 506 129 

 調整額 1,329 △ 241 △ 1,570 

合 計 4,766 3,684 △ 1,082 

 機能品 88 85 △ 3 

 樹脂・化成品 178 33 △ 146 

 機械 32 26 △ 6 

 その他 16 17 1 

 調整額 14 △ 31 △ 45 

合 計 328 130 △ 199 

（注）

(2)財政状態 （単位：億円)

8,380 7,481 △ 898 
2,418 2,227 △ 191 
3,691 3,666 △ 25 

持 分 法 適 用 会 社 数

増減

△195円25銭1株当たり四半期純利益

親会社株主に帰属する四半期純利益

特 別 損 益

営 業 利 益

経 常 利 益

売 上 高

*1 + エーピーアイコーポレーション、+ MAPIC Europe、- 明和化成、- アールコマ、- 一関レミコン、- 宇部建設資
材販売、-宇部マテリアルズ、- 宇部興産コンサルタント、- 宇部興産建材、- 宇部サンド工業、- 宇部興産セメン
トサービス、- 大分宇部、- 小澤商事、- 関東生コン輸送、- 関東宇部ホールディングス、- 関東宇部コンクリート
工業、- 関西宇部、- 三信通商、- サンヨー宇部、- 新興運輸倉庫、- 大協企業、- 千葉宇部コンクリート工業、
- 宇部興産海運、- ニシハリマ宇部、- 萩森興産、- 萩森物流、- 平泉、- 富士宇部、- 北海道宇部、- 北海道宇
部運送、- 宇部興産開発、- UBE Advanced Materials、- Advanced Electrolyte Technologies

*2 - 鹿野宇部コンクリート工業、- 北九州宇部コンクリート、- 釧路宇部、- 中四国宇部コンクリート工業、- 別海
宇部コンクリート工業、- 北陸宇部コンクリート工業、- やまよ商事、- 宇部三菱セメント、- 千葉リバーメント、
- 山口エコテック、- UBE Singapore

2023 年 2 月 3 日
Ｕ Ｂ Ｅ 株 式 会 社

当第3四半期
（2022.4～2022.12）

2023年3月期 第3四半期連結決算概要

合 計

増減項目

項目
前第3四半期

（2021.4～2021.12）

連 結 子 会 社 数

増減
前第3四半期

（2021.4～2021.12）
当第3四半期

（2022.4～2022.12）

売
 

上
 

高

増減項目
前期末

（2022.3末）
当第3四半期末

（2022.12末）

・2023年3月期より、ｾﾒﾝﾄ関連事業の持分法適用関連会社化に伴い、「化学」「建設資材」「機械」「その他」から「機能品」
「樹脂・化成品」「機械」「その他」の4区分とし、「医薬」は「その他」に含めています。それに伴い前第3四半期実績につい
ても比較のため新しいｾｸﾞﾒﾝﾄ区分に組み替えており、「建設資材」は「調整額」に含めています。
・調整額は、各ｾｸﾞﾒﾝﾄに配分していない全社費用（各ｾｸﾞﾒﾝﾄに帰属しない一般管理費等）及びｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引消去額の合
計額です。

 自己資本

 総資産

営
業
利
益

項目

 有利子負債

38,241 
25,900   ナフサ価格 (円/KL)

  豪州炭価格 (円/ｔ) ＜豪州炭（ＣＩＦ）＞

25.4   為替レート (円/$）

 1／2



(3)キャッシュ･フローの状況 （単位：億円) ＜参考＞

前第3四半期

（2021.4～2021.12）

51 168 

△ 176 △ 276 

87 △ 196 

３．通期業績予想（2023年2月3日発表） （単位：億円)

6,553 5,060 △ 1,493 

440 200 △ 240 

415 △ 60 △ 475 

△ 48 60 108 

245 △ 60 △ 305 

249円31銭 △61円88銭 △311円19銭 

95円  95円 －　

112.4 135.0 

56,700 75,400 

19,133 54,473 

[セグメント別 売上高・営業利益］ （単位：億円)

 機能品 608 650 42 

 樹脂・化成品 2,600 3,010 410 

 機械 970 1,010 40 

 その他 542 750 208 

 調整額 1,832 △ 360 △ 2,192 

合 計 6,553 5,060 △ 1,493 

 機能品 116 130 14 

 樹脂・化成品 235 40 △ 195 

 機械 51 45 △ 6 

 その他 35 25 △ 10 

 調整額 2  △ 40 △ 42 

合 計 440 200 △ 240 
（注）

〔参 考〕連結主要指標 （単位：億円)

236 193 390 396 

271 189 240 365 

85 76 110 118 

329 △ 8 △ 25 433 

2,158 2,227 2,250 2,418 

3,566 3,666 3,600 3,691 

7,941 7,481 7,500 8,380 

0.61 0.61 0.63 0.66 

44.9 49.0 48.0 44.1 
 売上高営業利益率 (%) 6.9 3.5 4.0 6.7 

-                   -                   -                5.4                     

-                   -                   -                6.7                     

10,942 8,109 8,100 9,849 

2023年3月期
＜予想＞

当第3四半期
（2022.4～2022.12）

2023年3月期
＜予想＞

増減

税金等調整前四半期純利益 42、減価償却費 189、
持分法による投資損失 151、持分変動益 △83、運転
資金の増減 △128、法人税等の支払 △84 他

短期貸付金の増減82、有形・無形固定資産の取得△
172、関係会社出資金の払込△25、連結の範囲の変
更を伴う子会社株式の取得△52 他

有利子負債の増減193、配当金の支払△106 他

22.6 

18,700 

2022年3月期
2023年3月期

35,340 

＜予想＞

増減

 従業員数 (人)

 自己資本

 総資産

 Ｄ／Ｅレシオ (倍)

 自己資本比率 (%)

 自己資本当期純利益率 (%)

 総資産事業利益率 (%)

 有利子負債残高

売
上
高

項目

営
業
利
益

 設備投資

 減価償却費

 研究開発費

 事業利益

項目

当第3四半期
（2022.4～2022.12）

項目

 営業活動CF

 投資活動CF

2022年3月期

項目

前第3四半期
（2021.4～2021.12）

2022年3月期

 豪州炭価格 (円/ｔ) ＜豪州炭（ＣＩＦ）＞

親会社株主に帰属する当期純利益

営 業 利 益

 財務活動CF

売 上 高

年間配当金

・2023年3月期より、ｾﾒﾝﾄ関連事業の持分法適用関連会社化に伴い、「化学」「建設資材」「機械」「その他」から「機能品」「樹脂・化成
品」「機械」「その他」の4区分とし、「医薬」は「その他」に含めています。それに伴い2022年3月期実績についても比較のため新しいｾｸﾞ
ﾒﾝﾄ区分に組み替えており、「建設資材」は「調整額」に含めています。
・調整額は、各ｾｸﾞﾒﾝﾄに配分していない全社費用（各ｾｸﾞﾒﾝﾄに帰属しない一般管理費等）及びｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引消去額の合計額です。

 為替レート (円/$）

 ナフサ価格 (円/KL)

1株当たり当期純利益

経 常 利 益

特 別 損 益

2／2


