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平成 １９ 年 ３ 月期   中間決算短信（非連結）        平成 18 年 11 月 10 日 

 

 

上 場 会 社 名        チタン工業株式会社                               上場取引所    東 
コ ー ド 番 号         ４０９８                                            本社所在都道府県 山口県 

（ＵＲＬ  http://www.titankogyo.co.jp/) 

代  表  者  役職名  取 締 役 社 長  氏 名  松 川  正 典 

問合せ先責任者  役職名  常 務 取 締 役 管 理 本 部 長  氏 名  重 永  俊 雄  ＴＥＬ (０８３６)３１－４１５５         

決算取締役会開催日 平成１８年１１月１０日                      配当支払開始日     ―――       
単元株制度採用の有無  有(１単元 1,000 株) 
  
１． 18 年 9 月中間期の業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
(1)経営成績                                        (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

          2,452 △14.2 
          2,858 △15.6 

             11     － 
          △415     － 

              22     － 
           △398     － 

18 年３月期           5,749 △11.6           △921     －            △904   － 
 
 中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

                百万円    ％       円    銭       円    銭

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

             23    － 
          △265    － 

                0 86 
             △10 15 

                 ―― 
                 ―― 

18 年３月期         △1,970    －              △75 26                  ―― 
 (注)①持分法投資損益 18 年 9 月中間期  △23 百万円 17 年 9 月中間期   △1 百万円 18 年 3 月期  △10 百万円 
     ②期中平均株式数 18 年 9 月中間期 26,761,960 株  17 年 9 月中間期 26,189,559 株 18 年 3 月期 26,186,085 株 
     ③会計処理の方法の変更    無 
     ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)財政状態 

 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

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

9,375 
9,607 

4,735 
6,022 

50.5 
62.7 

168 08 
229 98 

18 年３月期 9,269 4,410 47.6 168 47 
(注)①期末発行済株式数  18 年 9 月中間期 28,173,218 株  17 年 9 月中間期 26,186,212 株  18 年 3 月期 26,178,828 株 
    ②期末自己株式数    18 年 9 月中間期   103,048 株  17 年 9 月中間期   90,054 株  18 年 3 月期   97,438 株 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
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

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

△278 
△50 

△116 
14 

317 
△65 

704 
290 

18 年３月期 △481 50 821 781 
 
２．19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4 月 1日～平成 19 年 3 月 31 日） 
 

売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通 期 4,700 10 10 

 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  ０円 35 銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 

 
 

 円   銭 円   銭 円   銭

18 年３月期      0.00     0.00     0.00 
19 年３月期 
 (実績)       0.00      ―  

 

19 年３月期 
 (予想) 

          ―     0.00     0.00 
 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要
因によって予想値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は 3 ページをご参照下さい。 
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添付資料 
 

１．企業集団の状況 
当企業グループは、当社及び関連会社１社により構成されております。 
当社は、酸化チタン及び酸化鉄並びにこれらに付随する化学工業品の製造及び販売を行っております。 
関連会社である山東三盛鈦工業有限公司(当社37％出資)は、中国市場における化合繊向け酸化チタンの生

産・販売を行っております。 
 なお、平成18年10月２日付けで、当社の生産業務及び場内物流業務を行うＴＫサービス株式会社(資本金 

９百万円 当社100％出資)を設立しております。 

 

２．経 営 方 針 
(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、｢顧客本位｣｢効率経営｣｢社会貢献｣を企業理念に掲げております。 
すなわち、常に顧客を第一に考えて事業活動を進めることにより、顧客から高い信頼を得られるよう努力い

たしております。また、顧客に 高品質の製品を提供するよう努める一方で、適正利潤を確保するために原価
低減をはかり、品質と利潤のバランスを取りながら効率よく事業活動を進めるよう心がけております。そして、
これらの事業活動を通じて社会に貢献することにより、当社が社会から必要とされる存在となるよう努力いた
しております。 

以上の企業理念と当社の現状を踏まえ、｢変革｣｢信頼｣｢迅速｣を行動指針として事業活動を進めております。 
 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は株主への利益還元を重要な課題のひとつと考えて事業の経営にあたっております。この方針のもとで、
当社の配当につきましては、従来から安定配当を旨とすることを基本としておりますが、一方将来の事業展開
を見越した内部留保につきましても企業にとり重要なことと認識しており、業績に照らしてこれらを総合的に
判断して配当を実施することといたしております。内部留保資金につきましては経営体質の強化及び将来の事
業展開等に役立てる所存であります。 
 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

株式の流動性を高めることは経営上の重要課題であると認識しておりますが、当社の株式投資単位の引下げ
につきましては、現状の株価水準から直ちに実施すべき状況にはないものと考えております。当社といたしま
しては、今後の株価推移を注意深く見守りながら、中長期的課題として投資単位の引下げを検討してまいる所
存であります。 
 

(4) 目標とする経営指標 

目下の 大の目標は早期の黒字化でありますが、中長期的には安定配当を可能とする当期純利益の確保を目
指しております。 
 

(5) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

当社では、収益構造の改善を重要な課題として捉え、外部経済環境に左右されずに利益を生み出せる強固な
経営体質へ生まれ変わることを目指して事業活動に取り組んでまいりました。 
これを更に推し進めるため、平成17年11月に平成18年度から平成20年度までの事業再構築計画を策定いたし

ました。 
事業再構築計画の方針と基本戦略は以下のとおりであります。 
 
 方  針 事業構造の変革から将来への飛躍へ 
 
 基本戦略 事業構造の変革   収益重視の生産・販売と売上規模に見合ったコスト構造へ 
      収支均衡と体質強化 将来への飛躍を成し遂げる強固な企業体質へ 
      将来への飛躍    新しい基盤事業の創出へ 
 

 これらの方針・戦略のもと、事業環境と自社能力の正しい認識の上で、事業領域についての絞り込みを行い、
事業合理化と経営効率化を徹底することとしております。 
 特に、集中・育成事業として位置づけた超微粒子酸化チタンや新規電子材料・電池材料につきましては、設
備投資、研究開発など経営資源を重点的に配分し、市場での競争力強化を進め、収益構造の大幅改善、将来へ
の飛躍へとつなげてまいります。 
 

(6) 親会社等に関する事項 

 該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

①当中間期の概況 

 当中間期におけるわが国の経済は、原油価格の高止まりやゼロ金利解除による金利上昇などの先行き不安材
料はありましたものの、民間設備投資や輸出の増加により景気は回復基調で推移いたしました。 
 このような情勢のもとで、当社は、事業再構築計画に基づき、新製品の拡販と不採算事業の縮小による収益
構造の変革を積極的に推進し、業績の早期回復に向けて懸命な努力を続けてまいりました。 
 その結果、当中間期の売上高は、新製品の拡販成果は得られましたものの、収益を重視した販売活動を展開
し、不採算銘柄の出荷を大幅に減少させた影響により、前年同期実績を下回る 2,452 百万円にとどまりました。
一方、損益面につきましては、主要原燃料価格の値上がりなどの影響を受けましたが、不採算事業の縮小に伴
う人員の削減や生産の合理化を積極的に進め、コスト構造を大幅に変革しました結果、経常利益は 22 百万円、
中間純利益は 23 百万円といずれも前年同期実績を上回りました。 
 

 主要製品別の営業の概況は、次のとおりであります。 
 

（酸化チタン） 

 酸化チタンにつきましては、高付加価値品の超微粒子酸化チタンは積極的な拡販により、国内出荷数量を増
加させることができましたものの、一方で事業再構築計画に基づき、収益重視の販売活動を展開いたしました
ので、平均販売単価は上昇しましたが、不採算銘柄の販売抑制等により出荷数量が大幅に減少いたしました。 
 この結果、酸化チタンの売上高は 1,424 百万円（前年同期比 20.1％減）となりました。 
 

（酸 化 鉄） 

 顔料用酸化鉄につきましては、塗料向け製品の出荷が好調なうえ、新製品の出荷数量が順調に増加いたしま
したので、出荷数量は前年同期実績を上回りました。一方、磁性材料用酸化鉄につきましては、ＤＶＤ等の代
替記録メディアの普及に伴う市場の縮小に対応し、事業を縮小いたしましたので、出荷数量が減少いたしまし
た。 
 この結果、酸化鉄の合計売上高は 940 百万円（前年同期比 3.9％減）となりました。 
 

②通期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、引き続き国内民間需要や輸出に支えられ、わが国の景気も緩やかながら回復
基調が続くものと期待されますものの、原油価格高騰の長期化や金利上昇など懸念材料も多く、引き続き企業
環境は厳しいものと予想されます。 
 このような状況下で当社は、ＵＶカット化粧品向けをはじめ将来の市場拡大が期待される超微粒子酸化チタ
ン事業へ経営資源を集中させるとともに、新規電子材料及び電池材料等の新規事業の育成並びに徹底した合理
化による諸経費の削減に努め、業績のすみやかな回復を達成する所存であります。 
 なお、通期の見通しにつきましては、売上高は4,700百万円、経常利益は10百万円、当期純利益は10百万円
を見込んでおります。 
 
 

(2) 財政状態（当中間期におけるキャッシュ・フローの状況） 

 当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）につきましては、税引前中間純利益の計上、
減価償却費、棚卸資産の減少、株式の発行による収入などの資金増がありましたものの、売上債権の増加、仕
入債務の減少、有形固定資産の取得による支出、短期借入金の返済などの資金減によりまして、前期末に比べ
て77百万円減少し当中間期末には704百万円となりました。 
 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間期における営業活動によるキャッシュ・フローは△278百万円（前中間期△50百万円）となりました。 
これは、税引前中間純利益（25百万円）、減価償却費（146百万円）、棚卸資産の減少（79百万円）などの資

金増がありましたものの、割引手形が減少したことなどによる受取手形の増加（254百万円）や仕入債務の減
少（174百万円）、さらには、事業再構築に関連した支出などによるものであります。 
 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間期における投資活動によるキャッシュ・フローは△116百万円（前中間期＋14百万円）となりました。 
 これは、有形固定資産の取得（114百万円）への資金使用などによるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間期における財務活動によるキャッシュ・フローは＋317百万円（前中間期△65百万円）となりました。 
 これは、短期借入金の返済（47百万円）などへの資金使用がありましたものの、新株予約権の行使に伴う株
式の発行での資金調達（366百万円）によるものであります。 
 
キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成16年９月期中 平成17年３月期 平成17年９月期中 平成18年３月期 平成18年９月期中

自己資本比率 63.9％ 62.4％ 62.7％ 47.6％ 50.5％

時価ベースの自己資本比率 51.5％ 65.7％ 84.5％ 79.7％ 61.2％

債務償還年数    ―    ―    ―    ―    ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ    ―    ―    ―    ―    ― 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

     有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象にしております。 

     利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

     債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため

記載しておりません。 

 
 
(3) 事業等のリスク 

中間決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、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、以下のようなものがあります。 
なお、文中の将来に関する事項は、当中間期末現在において当社が判断したものであります。 

 
①中国での合弁事業について 

当社は、中国における化合繊向け酸化チタンの事業につきまして、中国国内に設立した日中合弁会社による
現地での生産・販売を行っております。当社は同社との連携を密にし、現地の動向等については随時掌握し、
適切に対応していく方針でありますが、現地の法的規制や経済環境等で予測不能な事態が生じた場合に、当社
の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。 
 
②原燃料価格の変動について 

当社が購入する原燃料において市況の影響を受けるものが一部あります。原価低減活動等により影響額を吸
収するなど適宜対応を行っておりますが、場合によっては当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 
 
③為替変動について 

当社は、製品の一部を輸出し、購入する原燃料の一部について輸入を行っております。また、海外関連会社
との取引もあります。これらは為替変動の影響を少なからず受けるものであり、急激な為替の変動が生じた場
合、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。 
 
④災害等のリスク 

火災爆発等の事故や風水害、地震等の自然災害による損害を食い止めるため、設備の点検、安全・消火設備
の充実、各種保安活動、訓練等を行っております。しかしながら、これらの事故災害を完全に防止する保証は
なく、被災した場合、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。 
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４．中間財務諸表等 

中間貸借対照表 
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※2 296 705  782 

２ 受取手形 ※4 508 513  259 

３ 売掛金  481 506  508 

４ 棚卸資産  2,455 1,893  1,973 

５ その他  150 75  62 

流動資産合計  3,892 40.5 3,694 39.4  3,587 38.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1.2   

(1) 建物  1,489 1,445  1,448 

(2) 機械装置  2,052 2,079  1,991 

(3) その他  451 482  466 

有形固定資産合計  3,994 4,007  3,906 

２ 無形固定資産  2 2  2 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※2 1,087 1,140  1,246 

(2) その他  641 540  537 

(3) 貸倒引当金  △10 △10  △10 

投資その他の資産合計  1,718 1,670  1,773 

固定資産合計  5,715 59.5 5,680 60.6  5,682 61.3

資産合計  9,607 100.0 9,375 100.0  9,269 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※4 39 20  26 

２ 買掛金  534 451  615 

３ 短期借入金 ※2 937 800  847 

４ １年以内返済予定の長期借入金 ※2 47 147  47 

５ 賞与引当金  42 37  38 

６ 事業再構築引当金  － 3  89 

７ その他 ※4.5 488 536  406 

流動負債合計  2,090 21.7 1,996 21.3  2,071 22.3

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※2 326 1,202  1,302 

２ 退職給付引当金  869 1,116  1,121 

３ その他  299 324  364 

固定負債合計  1,495 15.6 2,643 28.2  2,787 30.1

負債合計  3,585 37.3 4,640 49.5  4,858 52.4

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  3,049 31.7 － －  3,049 32.9

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  2,815 －  2,815 

資本剰余金合計  2,815 29.3 － －  2,815 30.4

Ⅲ 利益剰余金    

１ 中間(当期)未処理損失  265 －  1,970 

利益剰余金合計  △265 △2.7 － －  △1,970 △21.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  436 4.5 － －  531 5.7

Ⅴ 自己株式  △14 △0.1 － －  △16 △0.1

資本合計  6,022 62.7 － －  4,410 47.6

負債・資本合計  9,607 100.0 － －  9,269 100.0

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  3,234 34.5  

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  1,029   

資本剰余金合計  1,029 11.0  

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

 繰越利益剰余金  23   

利益剰余金合計  23 0.2  

４ 自己株式  △17 △0.2  

株主資本合計  4,269 45.5  

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金  465 5.0  

評価・換算差額等合計  465 5.0  

純資産合計  4,735 50.5  

負債・純資産合計  9,375 100.0  
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中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比 
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  2,858 100.0 2,452 100.0  5,749 100.0

Ⅱ 売上原価  2,730 95.5 2,013 82.1  5,608 97.5

売上総利益  128 4.5 439 17.9  141 2.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  543 19.0 428 17.4  1,062 18.5

営業利益又は営業損失(△)  △415 △14.5 11 0.5  △921 △16.0

Ⅳ 営業外収益 ※1 46 1.6 48 1.9  86 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※2 30 1.1 37 1.5  69 1.2

経常利益又は経常損失(△)  △398 △14.0 22 0.9  △904 △15.7

Ⅵ 特別利益 ※3 122 4.3 8 0.3  122 2.1

Ⅶ 特別損失 ※4 16 0.6 5 0.2  1,213 21.1

税引前中間純利益又は 
税引前中間(当期)純損失(△) 

 △293 △10.3 25 1.0  △1,995 △34.7

法人税、住民税及び事業税  2 2  5 

法人税等調整額  △29 △27 △1.0 － 2 0.1 △29 △24 △0.4

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

 △265 △9.3 23 0.9  △1,970 △34.3

前期繰越利益  －   －

中間(当期)未処理損失(△)  △265   △1,970
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中間株主資本等変動計算書 
当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金

その他利益

剰余金 

 
資本金 

資本準備金
繰越利益

剰余金 

自己株式
株主資本
合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日残高 
(百万円)

3,049 2,815 △1,970 △16 3,878 531 2 4,412

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 184 184 － － 368 － － 368

 中間純利益 － － 23 － 23 － － 23

 自己株式の取得 － － － △1 △1 － － △1

 資本準備金の取崩 － △1,970 1,970 － － － － －

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額 

(純額) 
－ － － － － △65 △2 △68

中間会計期間中の変動額
合計     (百万円) 

184 △1,786 1,993 △1 390 △65 △2 322

平成18年９月30日残高 
(百万円)

3,234 1,029 23 △17 4,269 465 － 4,735
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中間キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   
１ 税引前中間純利益又は 
  税引前中間(当期)純損失(△) 

 △293 25 △1,995

２ 減価償却費  173 146 424

３ 賞与引当金の増減額(減少:△)  2 △0 △1

４ 退職給付引当金の増減額(減少:△)  7 △4 259

５ 受取利息及び受取配当金  △14 △13 △33

６ その他の営業外収益  △31 △34 △52

７ 支払利息  15 26 32

８ その他の営業外費用  11 9 28

９ 投資有価証券売却益  △59 － △59

10 その他の特別利益  △63 △8 △63

11 有形固定資産の除却損  12 5 16

12 その他の特別損失  4 － 400

13 売上債権の増減額(増加:△)  374 △252 596

14 棚卸資産の増減額(増加:△)  △104 79 376

15 仕入債務の増減額(減少:△)  △114 △174 △128

16 未払消費税等の増減額(減少:△)  12 △4 18

小計  △66 △200 △179

17 利息及び配当金の受取額  13 12 33

18 利息の支払額  △15 △20 △42

19 割増退職金の支払額  － － △306

20 法人税等の支払額  △6 △5 △6

21 その他の収入  34 22 39

22 その他の支出  △10 △87 △20

営業活動によるキャッシュ・フロー  △50 △278 △481

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金の預入れによる支出  △6 △1 △6

２ 定期預金の払戻しによる収入  6 1 11

３ 有形固定資産の取得による支出  △93 △114 △173

４ 有形固定資産の売却による収入  － － 101

５ 投資有価証券の売却による収入  97 － 97

６ 貸付けによる支出  △7 △2 △15

７ 貸付金の回収による収入  0 － 18

８ その他の支出  △6 △1 △7

９ その他の収入  25 0 25

投資活動によるキャッシュ・フロー  14 △116 50

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の返済による支出  △40 △47 △130

２ 長期借入れによる収入  － － 1,000

３ 長期借入金の返済による支出  △23 － △47

４ 株式の発行による収入   － 366 －

５ 自己株式の取得による支出  △1 △1 △3

６ その他の収入  － － 2

財務活動によるキャッシュ・フロー  △65 317 821

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0 0 △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △101 △77 390

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  391 781 391

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 290 704 781
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間期末日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定) 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間期末日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定) 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   期末日の市場価格等

に基づく時価法 

   (評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定) 

   時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

  時価のないもの 

   移動平均法による原

   価法 

  時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

    

 (2) 棚卸資産 

 製品 

  後入先出法による原価

法 

(2) 棚卸資産 

 製品 

同左 

(2) 棚卸資産 

 製品 

同左 

  原材料、仕掛品、貯蔵品

  移動平均法による原価

法 

 原材料、仕掛品、貯蔵品

同左 

 原材料、仕掛品、貯蔵品

同左 

    

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

建物 ３～47年

機械装置 ４～12年
 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

        同左 

    

 (2) 無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

    

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

    

 (2) 賞与引当金 

 従業員の臨時給与の支給

に備えるため、当中間会

計期間に負担すべき支給

見込額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

 従業員の臨時給与の支給

に備えるため、当期に負

担すべき支給見込額を計

上しております。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3)   ――― (3) 事業再構築引当金 

 事業再構築計画の実行

に伴い発生することが

見込まれる費用に備え

るため、その合理的な見

込額を計上しておりま

す。 

(3) 事業再構築引当金 

同左 

    

 (4) 退職給付引当金 

 従業員の退職金の支給に

備えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。 

 なお、会計基準変更時差

異については、15年によ

る按分額を費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異につい

ては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)に

よる定額法により、翌期

から費用処理することと

しております。 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職金の支給に

備えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。 

 数理計算上の差異につい
ては、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数(10年)に
よる定額法により、翌期
から費用処理することと
しております。 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職金の支給に

備えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 数理計算上の差異につい

ては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)に

よる定額法により、翌期

から費用処理することと

しております。 

    

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期

末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

    

５ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

    

６ ヘッジ会計の方法 外貨建売上取引について、

外貨建売上計上時と外貨決

済(外貨入金)時との為替レ

ートの変動による損益への

影響を回避する目的で、原

則として、外貨建売上取引

の都度、当該取引額の為替

予約をいたしております。

また、為替予約が付されて

いる外貨建金銭債権債務に

ついては、振当処理を行っ

ております。 

同左 同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

７ 中間キャッシュ・

フロー計算書(キ

ャッシュ・フロー

計算書)における

資金の範囲 

中間キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する短期投

資を計上しております。 

同左 キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に満期

日の到来する短期投資を計

上しております。 

    

８ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式に

よっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

      ――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から「固定資産の減

損に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年８

月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号)を適用し

ております。 

これによる損益に与える影響はあり
ません。 

      ――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(退職給付会計） 

退職給付会計の会計基準変更時差異

については、15年による按分額を費

用処理しておりましたが、当期末に

おいて未処理額全額を一括費用処理

しております。 

当社は、退職給付会計制度導入後、

継続的な人員削減に取り組んでまい

りました。また、当下半期におきま

しても、今後の企業規模に適した要

員の適正化を図るため早期退職者を

募集し平成18年３月に大量の退職者

が生じております。これらにより退

職給付会計基準適用初年度の従業員

数に比べ当期末の従業員数は著しく

減少しており、会計基準変更時差異

残高は実態と大きく乖離しておりま

す。このため、会計基準変更時差異

の償却について一括費用処理する方

法へ変更しております。 

この変更により、会計基準変更時差

異一括償却169百万円を特別損失に

計上しております。また､従来と同一

の方法によった場合と比較して税引

前当期純損失は同額増加しておりま

す。 

なお、大量の退職者は当下半期にお

いて生じたため、当中間会計期間に

おきましては、従来の方法によって

おります。従いまして、変更後の方

法によった場合と比較して、当中間

会計期間の税引前中間純損失は243

百万円少なく計上されております。

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

当期から「固定資産の減損に係る会

計基準」（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計基

準適用指針第６号）を適用しており

ます。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

      ――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は 4,735百万円であり

ます。 

中間財務諸表等規則の改正により当

中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

      ――― 

 

注記事項 
(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産 

減価償却 
累計額 

24,852百万円

 

※１ 有形固定資産 

減価償却 
累計額 

25,068百万円

 

※１ 有形固定資産 

減価償却 
累計額 

24,972百万円

 
   

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

建物 1,208百万円

機械装置 964百万円

その他 71百万円

計 2,244百万円

 

担保の種類 工場財団根抵当 

 

担保付債務 

短期借入金 650百万円

１年以内返済予定の 

長期借入金 
47百万円

長期借入金 326百万円

計 1,023百万円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

現金及び預金 105百万円

有形固定資産

 建物 1,118百万円 (1,118百万円)

 機械装置 827百万円 (  827百万円)

 その他 64百万円 (   64百万円)

投資有価証券 285百万円

計 2,401百万円 (2,011百万円)

上記のうち（ ）内書きは工場財団根抵当

を示しております。 

担保付債務 

短期借入金 650百万円

１年以内返済予定の 

長期借入金 
147百万円

長期借入金 1,202百万円

計 1,999百万円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保資産  

現金及び預金 105百万円

有形固定資産 

 建物 1,162百万円(1,162百万円)

 機械装置 891百万円(  891百万円)

 その他 68百万円(   68百万円)

投資有価証券 305百万円

計 2,532百万円(2,122百万円)

上記のうち（ ）内書きは工場財団根抵当

を示しております。 

担保付債務 

短期借入金 650百万円

１年以内返済予定の 

長期借入金 
47百万円

長期借入金 1,302百万円

計 1,999百万円
 

   

 ３ 受取手形割引高 1,174百万円
 

 ３ 受取手形割引高 745百万円
 

 ３ 受取手形割引高 1,131百万円
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※４     ――― 

 

※４ 中間期末日満期手形 
中間期末日満期手形の会計処
理については、手形交換日に決
済する方法をとっております。
なお、当中間会計期間の末日は
金融機関の休日であるため、次
の中間期末日満期手形が中間
期末残高に含まれております。

    受取手形           2百万円 
    支払手形           0百万円 
    その他             0百万円 

※４     ――― 

※５ 消費税等の取扱い 
  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「そ
の他」に含めて表示しておりま
す。 

※５ 消費税等の取扱い 
      同左 

※５     ――― 

 

 

(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 10百万円

受取配当金 4百万円

不動産賃貸料 9百万円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 8百万円

受取配当金 5百万円

不動産賃貸料 11百万円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 19百万円

受取配当金 13百万円

不動産賃貸料 17百万円

為替差益 19百万円
 

   

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 15百万円

手形売却損 10百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 26百万円

 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 32百万円

手形売却損 20百万円
 

   

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 63百万円

投資有価証券売却益 59百万円
 

※３ 特別利益の主要項目 

事業再構築引当金戻入額 8百万円

 
 

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 63百万円

投資有価証券売却益 59百万円
 

   

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 12百万円

 
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 5百万円
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 16百万円

事業再構築費 1,192百万円
 

   

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産  157百万円

無形固定資産  0百万円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 145百万円

無形固定資産 0百万円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産  307百万円

無形固定資産  0百万円
 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 26,276,266 2,000,000 － 28,276,266
 
（注）普通株式の発行済株式の株式数の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 
 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 97,438 5,610 － 103,048

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
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３ 新株予約権に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

会社名 新株予約権の内訳 
目的となる

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 
当中間会計

期間末 

当中間会計期間末

残高(百万円） 

提出会社 
平成18年 
第１回新株予約権 

普通株式 2,000,000 － 2,000,000 － －

（注）平成 18 年第１回新株予約権の株式数の減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。 
 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末
残高と中間貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係 

(平成17年９月30日現在) 
現金及び預金  296百万円

預入期間が３ケ月 
を超える定期預金 

 △6百万円

現金及び 
現金同等物 

 290百万円

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末
残高と中間貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係 

(平成18年９月30日現在)
現金及び預金 705百万円

預入期間が３ケ月 
を超える定期預金 

△1百万円

現金及び 
現金同等物 

704百万円

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高
と貸借対照表に掲記されている
科目の金額との関係 

(平成18年３月31日現在)
現金及び預金  782百万円

預入期間が３ケ月 
を超える定期預金 

 △1百万円

現金及び 
現金同等物 

 781百万円

 
 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

  
 

(有価証券関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるも

の 

  

取得原価 
 

(百万円)  

中間貸借 
対照表 
計上額 

(百万円) 

差額 
 

(百万円) 

株式  333  1,066 733

債券  ―  ― ―

その他  ―  ― ―

合計  333  1,066 733
 

１ その他有価証券で時価のあるも

の 

 

取得原価
 

(百万円) 

中間貸借
対照表
計上額

(百万円)

差額 
 

(百万円)

株式 333 1,120 787

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 333 1,120 787
 

１ その他有価証券で時価のあるも

の 

 取得原価 
 

(百万円)  

貸借 
対照表 
計上額 

(百万円)  

差額 
 

(百万円)

株式 333  1,226  892

債券 ―  ―  ―

その他 ―  ―  ―

合計 333  1,226  892
 

   

２ 時価評価されていない有価証券 

中間貸借対照表計上額 

  その他有価証券 

非上場株式 20百万円
 

２ 時価評価されていない有価証券

中間貸借対照表計上額

  その他有価証券 

非上場株式 20百万円
 

２ 時価評価されていない有価証券

貸借対照表計上額

  その他有価証券 

非上場株式 20百万円
  

(デリバティブ取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

 
(持分法損益等) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

関連会社に対する投資の金額 

 239百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 

 187百万円

持分法を適用した場合の投資損失の

金額 

 1百万円
 

関連会社に対する投資の金額 

 239百万円

持分法を適用した場合の投資の金額

 169百万円

持分法を適用した場合の投資損失の

金額 

 23百万円
 

関連会社に対する投資の金額 

 239百万円

持分法を適用した場合の投資の金額

 188百万円

持分法を適用した場合の投資損失の

金額 

 10百万円
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

主要製品別 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

酸化チタン 1,798 952 3,615

酸化鉄 926 916 1,848

その他 91 71 186

合計 2,816 1,939 5,649

(注) １ 金額は期中平均販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 
２ 当社は生産に関し外注は行っておりません。 

 

(2) 受注状況 

当社は受注生産は行っておりません。 
 

(3) 販売実績 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

主要製品別 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

酸化チタン 1,783 1,424 3,560

酸化鉄 979 940 2,001

その他 96 87 187

合計 2,858 2,452 5,749

内輸出 410 369 850
 
 
 
 

以上 
 


