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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第1四半期 1,295 ― △56 ― △31 ― △34 ―
20年3月期第1四半期 1,190 △9.3 △12 ― 3 △95.6 32 △62.4

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

21年3月期第1四半期 △1.15 ―
20年3月期第1四半期 1.14 ―

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

21年3月期第1四半期 8,927 4,807 53.9 159.46
20年3月期 8,735 4,823 55.2 159.99

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,807百万円 20年3月期  4,823百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期累計期間 2,500 ― △80 ― △90 ― △100 ― △3.32
通期 5,300 9.4 40 ― 10 ― 10 0.0 0.33

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  30,276,266株 20年3月期  30,276,266株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  126,464株 20年3月期  124,839株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  30,150,654株 20年3月期第1四半期  28,163,716株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。 
・当事業年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成
しております。  

- 1 -



チタン工業(株)(4098)平成21年３月期 第１四半期決算短信

- 2 -

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題による米国経済の後退懸念や原燃料価格の

高騰などの影響を受け、景気の減速感が強まり、先行き不透明な状況で推移いたしました。
このような情勢のもとで、当社は業績の早期回復と収益構造の変革を実現するため、成長事業への経営資源

の集中や新規事業の育成等に積極的に取り組んでまいりました。
その結果、当第１四半期の売上高は、高付加価値品や新製品の出荷数量を増加させることができましたので、

前年同期実績を上回る1,295百万円となりました。一方、損益面につきましては、販売価格の是正や徹底した
コスト削減に取り組み、その成果を上げることができましたが、主要原燃料価格の値上がりなどの影響を受け、
経常損失は31百万円となりました。また、特別利益（投資有価証券売却益）41百万円を計上いたしましたが、
「棚卸資産の評価に関する会計基準」に基づき、特別損失（たな卸資産評価損）42百万円を計上いたしました
ので、四半期純損失は34百万円となりました。

主要製品別の概況は、次のとおりであります。

（酸化チタン）

高付加価値品の超微粒子酸化チタンは、主要ユーザーでの使用量の増加や新製品の販売が好調に推移し、出
荷数量が前年同期比で14.1％増加いたしました。一方、酸化チタン全体の出荷数量は、不採算銘柄の出荷減少
などの影響を受け、前年同期実績を下回りましたが、高付加価値品の出荷数量の増加や販売価格是正の成果に
より平均販売単価は上昇いたしました。
以上の結果、酸化チタンの売上高は723百万円（前年同期比 4.7％増）となりました。

（酸 化 鉄）

酸化鉄につきましては、塗料向け製品の需要が回復したうえ、新規トナー用酸化鉄の出荷数量が大幅に増加
いたしましたので、出荷数量が前年同期実績を上回りました。
以上の結果、酸化鉄の売上高は524百万円（前年同期比 18.2％増）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報
（１）資産、負債、純資産の状況

資産につきましては、投資有価証券の売却などがあったものの、売上債権の増加、製品の増加、原材料の増
加などから、当第１四半期末8,927百万円と前事業年度末と比べて191百万円増加いたしました。
負債につきましては、仕入債務の増加などから、当第１四半期末4,119百万円と前事業年度末に比べて207百

万円増加しております。
純資産につきましては、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少などから、当第１四半期末4,807百万

円と前事業年度末に比べて16百万円減少いたしました。

（２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期におきましては、仕入債務の増加、投資有価証券の売却による収入、減価償却費、貸付金の回
収などの資金増がありましたものの、税引前四半期純損失の計上、たな卸資産の増加、売上債権の増加などの
資金減によりまして、資金の残高は318百万円と前事業年度末に比べて41百万円減少しております。

３．業績予想に関する定性的情報
第２四半期累計期間・通期の業績予想につきましては、現時点では平成20年５月14日に公表いたしました業

績予想と変更はありません。



チタン工業(株)(4098)平成21年３月期 第１四半期決算短信

- 3 -

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

簡便な会計処理の適用

棚卸資産の評価方法

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。

固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分す

る方法によっております。

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当事業年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計

基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財

務諸表を作成しております。

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当第１四半期会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げ

の方法)に変更しております。

これにより、営業損失、経常損失がそれぞれ６百万円増加し、税引前四半期純損失は48百万円増加してお

ります。
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5. 【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 319 361

受取手形及び売掛金 1,021 928

製品 1,772 1,667

原材料 477 415

仕掛品 280 284

貯蔵品 40 42

その他 128 46

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 4,040 3,747

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,299 1,320

機械及び装置（純額） 2,097 2,108

その他（純額） 440 438

有形固定資産合計 3,836 3,867

無形固定資産 2 2

投資その他の資産

投資有価証券 598 642

その他 459 486

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 1,047 1,118

固定資産合計 4,886 4,988

資産合計 8,927 8,735

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 756 542

短期借入金 750 750

1年内返済予定の長期借入金 247 247

未払法人税等 4 13

賞与引当金 14 44

その他 361 324

流動負債合計 2,134 1,921

固定負債

長期借入金 808 808

退職給付引当金 1,048 1,061

環境対策引当金 4 4

その他 123 115

固定負債合計 1,985 1,989

負債合計 4,119 3,911

― 4 ―
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,443 3,443

資本剰余金 1,238 1,238

利益剰余金 △13 21

自己株式 △21 △21

株主資本合計 4,646 4,681

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 161 142

評価・換算差額等合計 161 142

純資産合計 4,807 4,823

負債純資産合計 8,927 8,735
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（２）【四半期損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 1,295

売上原価 1,103

売上総利益 191

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 33

賞与引当金繰入額 1

退職給付引当金繰入額 2

研究開発費 49

その他 160

販売費及び一般管理費合計 247

営業損失（△） △56

営業外収益

受取利息 2

受取配当金 5

為替差益 12

物品売却益 16

その他 6

営業外収益合計 43

営業外費用

支払利息 12

手形売却損 4

その他 1

営業外費用合計 18

経常損失（△） △31

特別利益

投資有価証券売却益 41

特別利益合計 41

特別損失

固定資産除却損 0

たな卸資産評価損 42

特別損失合計 42

税引前四半期純損失（△） △33

法人税、住民税及び事業税 1

四半期純損失（△） △34

― 6 ―

決算短信 2008年08月05日 14時00分 04010xe02_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）



チタン工業㈱(4098)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △33

減価償却費 81

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △30

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12

受取利息及び受取配当金 △8

支払利息 12

その他の営業外損益（△は益） △30

投資有価証券売却損益（△は益） △41

有形固定資産除却損 0

売上債権の増減額（△は増加） △93

たな卸資産の増減額（△は増加） △160

仕入債務の増減額（△は減少） 217

未払消費税等の増減額（△は減少） △8

小計 △106

利息及び配当金の受取額 11

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △5

その他の収入 22

その他の支出 △89

営業活動によるキャッシュ・フロー △172

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 △1

定期預金の払戻による収入 1

有形固定資産の取得による支出 △16

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却による収入 111

貸付けによる支出 △1

貸付金の回収による収入 37

その他の支出 △0

その他の収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 130

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △0

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41

現金及び現金同等物の期首残高 360

現金及び現金同等物の四半期末残高 318
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当事業年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計

基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財

務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

（５）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。
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「参考資料」

(要約)前四半期損益計算書

前第１四半期累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,190 100.0

Ⅱ 売上原価 981 82.5

売上総利益 208 17.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 221 18.6

営業損失(△) △12 △1.0

Ⅳ 営業外収益 41 3.5

Ⅴ 営業外費用 25 2.2

経常利益 3 0.3

Ⅵ 特別利益 39 3.3

Ⅶ 特別損失 9 0.8

税引前四半期純利益 33 2.8

法人税、住民税及び事業税 1 0.1

四半期純利益 32 2.7
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(要約)前四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税引前四半期純利益 33

２ 減価償却費 79

３ 賞与引当金の増減額(減少:△) △28

４ 退職給付引当金の増減額(減少:△) △15

５ 受取利息及び受取配当金 △10

６ その他の営業外収益 △31

７ 支払利息 13

８ その他の営業外費用 10

９ その他の特別利益 △39

10 有形固定資産の除却損 9

11 売上債権の増減額(増加:△) △80

12 棚卸資産の増減額(増加:△) △203

13 仕入債務の増減額(減少:△) 89

14 未払消費税等の増減額(減少:△) △15

小計 △189

15 利息及び配当金の受取額 14

16 利息の支払額 △8

17 法人税等の支払額 △5

18 その他の収入 40

19 その他の支出 △11

営業活動によるキャッシュ・フロー △160

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 △1

２ 定期預金の払戻しによる収入 1

３ 有形固定資産の取得による支出 △87

４ 有形固定資産の売却による収入 2

５ 投資有価証券の売却による収入 47

６ 貸付けによる支出 △2

７ その他の支出 △6

８ その他の収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △46

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 △10

２ 長期借入金の返済による支出 △23

３ 自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △34

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △240

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 710
Ⅶ 現金及び現金同等物の

四半期末残高
470
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６．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日)

前第１四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)
主要製品別

金額(百万円) 金額(百万円)

酸化チタン 818 697

酸化鉄 576 576

その他 41 53

合計 1,436 1,327

(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

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日)

前第１四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)
主要製品別

金額(百万円) 金額(百万円)

酸化チタン 723 690

酸化鉄 524 443

その他 47 56

合計 1,295 1,190

以上




