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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 41,042 △8.6 7,080 △48.5 6,590 △50.5 4,102 △47.3

20年3月期 44,904 17.9 13,752 25.7 13,312 22.9 7,783 24.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 67.61 ― 11.3 9.8 17.3
20年3月期 128.28 ― 23.9 27.9 30.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  △4百万円

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 79,533 37,771 47.4 621.16
20年3月期 54,517 35,240 64.5 579.59

（参考） 自己資本   21年3月期  37,688百万円 20年3月期  35,167百万円

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

21年3月期 3,517 △23,806 24,771 4,816
20年3月期 9,334 △15,624 4,560 334

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 12.50 ― 15.50 28.00 1,698 21.8 5.2
21年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00 910 22.2 2.5

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 151.7

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

10,200 △53.0 △1,300 ― △1,500 ― △700 ― △11.54

通期 27,400 △33.2 700 △90.1 100 △98.5 200 △95.1 3.30
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4.  その他 

(1) 期中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  

(注)詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 連結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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 東邦キャタリスト(株) ）

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 60,770,910株 20年3月期 60,770,910株

② 期末自己株式数 21年3月期  95,986株 20年3月期  94,208株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 34,759 4.6 6,406 △42.6 6,092 △46.9 6,053 △13.6

20年3月期 33,219 18.9 11,160 30.9 11,473 27.5 7,003 31.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 99.77 ―

20年3月期 115.42 ―

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 76,940 36,502 47.4 601.61
20年3月期 48,232 32,030 66.4 527.88

（参考） 自己資本 21年3月期  36,502百万円 20年3月期  32,030百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の業績予想は、現時点で入手された情報に基づくものであり、実際の業績は、様々な要因により異なることがありますことをご承知おき下さい。 
 なお、業績予想に関する事項は6ページをご参照ください。 

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

9,000 △52.2 △1,300 ― △1,400 ― △600 ― △9.89

通期 24,000 △31.0 500 △92.2 100 △98.4 200 △96.7 3.30
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
１．経営成績 
 
（１）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

 当連結会計年度（以下「当期」といいます。）における我が国経済は、米国の大手投資銀行の経

営破綻など金融危機の深刻化に伴う世界経済の後退を背景に、輸出及び生産の大幅な減少、企業

収益の悪化、設備投資の減少、雇用情勢の深刻化など景気の急速な悪化が続いており、厳しい状

況となっております。 

 金属チタン業界においても、世界経済の後退により、航空機向け、一般産業向けともに需要が

減少しております。 

 このような状況の下、当社の金属チタン事業は、スポンジチタンの販売量減少、鉄鋼添加材向

けスポンジチタンの販売価格の低下などにより、減収減益となりました。 

 機能化学品事業も、触媒、電子部品材料ともに需要が減少したことを主因に減収減益となりま

した。 

 以上の結果、当期の業績は、売上高は前期比 8.6％減の 410 億 42 百万円、営業利益は前期比

48.5％減の 70 億 80 百万円、経常利益は前期比 50.5％減の 65 億 90 百万円、当期純利益は前期比

47.3％減の 41 億 2 百万円と、大幅な減収減益となりました。 

 

金属チタン事業 

 当期の金属チタンの需要は、航空機向けでは大手航空機メーカーの新型航空機の納入遅延の影

響により需給緩和が進んだことに加え、世界経済の後退により一般産業向けを含めて急激に減少

しております。 

 当社は、需要減に対応し、本年１月からスポンジチタンの生産量を生産能力に対し 15％減産し、

さらに本年４月以降は生産能力に対し 40％の減産としております。また、北九州市若松区におい

て建設中のスポンジチタン新工場（若松工場）もこれまでの本年 12 月の営業開始予定を平成 22

年４月に延期いたしました。 

 当期の業績については、チタンインゴットの販売量は昨年４月に竣工した八幡工場の生産寄与

もあり、前期に比べ増加し、販売価格も上昇してチタンインゴットの売上高は、前期比 3.2％増

の 204 億 83 百万円となりました。 

 一方、スポンジチタンの販売量は減少し、販売価格も展伸材向けは平成 20 年出荷分のドル建て

の輸出価格は前年に比べ上昇したものの円高により円手取り価格が低下し、平成 21 年出荷分の輸

出価格は需要減少を受けてドル建てでも下落しました。鉄鋼添加材向けの販売価格も需要減退に

より大幅に下落しました。これらによりスポンジチタンの売上高は、前期比 27.2％減の 60 億 78

百万円となりました。 

 チタン加工品他の売上高も、販売量が減少し、前期比30.6％減の 43億 61百万円となりました。 

 これらの結果、当事業の売上高は前期比 10.3％減の 309 億 23 百万円となり、営業利益は、原

材料費の高騰、八幡工場稼動に伴う償却費増等によりコストが増加したこともあり、前期比

40.4％減の 82 億 14 百万円と大幅な減収減益となりました。 
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機能化学品事業 

 昨年４月、当社は触媒事業を行っていた完全子会社の東邦キャタリスト株式会社を吸収合併し、

当社の電子部品材料事業と統合して機能化学品事業本部を設置いたしました。 

 触媒製品については、主要製品のプロピレン重合用高活性触媒「ＴＨＣ」の用途先であるポリ

プロピレンの需要は、上期は堅調でしたが、下期は米国向けを中心に減少し、当社触媒製品の売

上高も減少しました。 

 電子部品材料の主要製品は、高純度酸化チタン、超微粉ニッケルであります。主要用途である

電子部品の需要は大幅に減少し、電子部品材料の売上高は減少しました。 

 これらの結果、当事業の売上高は前期比 12.7％減の 76 億 70 百万円、営業利益は前期比 41.5％

減の 11 億 76 百万円と大幅な減収減益となりました。 

 

技術開発の動向 

 金属チタン事業においては、スポンジチタン及びチタンインゴットの生産能力増強及び品質向

上を目指した生産技術の改善・改良を継続的に進めております。開発した技術は、既存工場での

工程改善とともに、新設の若松工場及び八幡工場で実用化することにより、競争力の強化を図っ

ていく考えであります。一方で、チタンの大幅コストダウンによる用途拡大を図るため、経済産

業省の補助金プロジェクト（４年間）に参画して、新製錬法の開発に取り組んできました。同プ

ロジェクトは、本年３月に当初の予定通り完了し、所期の目標を達成いたしました。 

 機能化学品事業においては、触媒、酸化チタン、超微粉ニッケル等それぞれの製品において品

質向上、技術力強化、新規製品開発等の研究開発に取り組むとともに機能化学品事業本部として

のシナジー効果を発揮すべく技術の共有化にも取り組んでおります。 

 当社において開発を進めてきたチタン酸カリウムについては、自動車等のブレーキパッドの材

料として顧客から一定の評価を得たことから、本年４月、中島産業株式会社及び森村商事株式会

社とともに製造販売の合弁会社東邦マテリアル株式会社を設立し事業を開始しました。 

 そのほか可視光応答型光触媒の開発など、一層の事業領域拡大と新規事業の開拓に向けた研究

開発も進めております。 

 また、当社は、チッソ株式会社及び新日鉱ホールディングス株式会社と共同で太陽光発電用途

ポリシリコンの量産技術の実証化に取り組んできましたが、その結果を踏まえ昨年６月、製造販

売のための合弁会社新日本ソーラーシリコン株式会社を設立し、本年３月同社において量産設備

の建設に着手しました。なお、本年４月、新日鉱ホールディングス株式会社は同社子会社の日鉱

金属株式会社に新日本ソーラーシリコン株式会社の株式を譲渡いたしました。 

 

その他 

 当社の筆頭株主である新日鉱ホールディングス株式会社は、昨年１月から２月にかけて実施し

た公開買付けにより当社への出資比率を 34.22％から 42.46％に上昇させ、昨年６月の当社定時株

主総会の決議により当社の取締役の過半数が同社グループの出身者となったことから、当社は同

社の子会社となりました。 

 当社は、米国及び欧州の顧客との関係を強化し、海外マーケットの積極的な開拓を図るため、

米国及び英国に 100％出資の販売子会社を設立することといたしました。 
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セグメント別・製品別売上高                                              （単位：百万円） 

区 分 製 品 名 
当期 

（平成21年３月期）
（構成比率）

前期 
（平成20年３月期）

増減率 

スポンジチタン 6,078 （14.8％） 8,344 △27.2％

チタンインゴット 20,483 （49.9％） 19,855 3.2％

チタン加工品他 4,361 （10.6％） 6,280 △30.6％
金属チタン事業 

小  計 30,923 （75.3％） 34,480 △10.3％

機能化学品事業 
触媒製品、 
電子部品材料 

7,670 （18.7％） 8,786 △12.7％

そ の 他 事 業 
工事施工管理、環境分

析等 
2,448 （ 6.0％） 1,637 49.5％

合        計 41,042 （100.0％） 44,904 △8.6％

 
セグメント別営業利益                                                    （単位：百万円） 

区   分 
当期 

（平成21年３月期）
（構成比率）

前期 
（平成20年３月期）

増減率 

金 属 チ タ ン 事 業 8,214 （85.7％） 13,793 △40.4％

機 能 化 学 品 事 業 1,176 （12.3％） 2,010 △41.5％

そ の 他 事 業 191 （ 2.0％） 106 79.4％

合 計 9,582 （100.0％） 15,909 △39.8％

消 去 又 は 全 社 △2,501 △2,157 －

連 結 7,080 13,752 △48.5％

 

東邦チタニウム（株）（5727）平成21年3月期決算短信

5



 

 

 
（次期の見通し） 

金属チタン事業は、航空機向け、一般産業向けとも、引き続き需要が低迷し、当社の販売量は大

幅に減少すると予想されます。販売価格についても、スポンジチタン、チタンインゴットともに、

低下が見込まれます。 

機能化学品事業は、触媒については、主要用途であるポリプロピレンの需要減による減販が予想

されますが、電子部品材料については、一部に需要の回復が見られ増販が見込まれます。 

上記のとおり、非常に厳しい収益環境となることが見込まれるため、このような状況に対処し、

以下の通り収益改善に向けた諸施策を実施することとしております。 

① 役員報酬の削減 

② 管理職賃金の削減 

③ 休業の実施による雇用調整助成金の受給 

④ 生産効率化、経費削減 

以上により、次期（平成 22 年３月期）の業績に関しましては、次のとおり予想しております。 

 
平成 22 年３月期業績予想（連結）                                           （単位：百万円） 

 
第２四半期 

連結累計期間 
通  期 

（参考） 
当期（21 年３月期） 

売 上 高 10,200 27,400 41,042 

営 業 利 益 △1,300 700 7,080 

経 常 利 益 △1,500 100 6,590 

当 期 純 利 益 △700 200 4,102 

 
平成 22 年３月期業績予想（個別）                                           （単位：百万円） 

 
第２四半期 
累計期間 

通  期 
（参考） 

当期（21 年３月期） 

売 上 高 9,000 24,000 34,759 

営 業 利 益 △1,300 500 6,406 

経 常 利 益 △1,400 100 6,092 

当 期 純 利 益 △600 200 6,053 

１株当たりの配当金
（ 単 位 ： 円 ）

0.00      5.00    15.00 

 

 
（２）財政状態に関する分析 
 
（資産、負債及び純資産の状況） 

資産の部は、北九州市におけるスポンジチタンの生産能力増強投資に伴う有形固定資産の増加を

主因に、前期末比 250 億 15 百万円増の 795 億 33 百万円となりました。 

負債の部は、上記の設備投資資金に充当するための借入を行ったことによる長期借入金の増加を

主因に、前期末比 224 億 85 百万円増の 417 億 62 百万円となりました。 

純資産の部は、前期末比 25 億 30 百万円増の 377 億 71 百万円となりました。主な増加は、当期

純利益 41 億２百万円であり、主な減少は、剰余金の配当 15 億 47 百万円であります。以上の結果、

自己資本比率は、前期末の 64.5％から 47.4％となりました。 
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（キャッシュ・フローの状況） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額 49 億 77 百万円による資金の減少が

ありましたが、税金等調整前当期純利益 69 億 82 百万円、減価償却費 40 億 66 百万円等による資

金の増加があり、35 億 17 百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出 244 億 39 百万円等に

より、△238 億６百万円となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入 215 億円、短期借入金の純増額

52 億 50 百万円、配当金の支払額 15 億 47 百万円等により、247 億 71 百万円となりました。 

以上の結果、当期末の現金及び現金同等物残高は、前期末に比べ 44 億 82 百万円増の 48 億 16

百万円となりました。 

 
   なお、主要なキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。 

 平成 17 年

３月期 

平成 18 年

３月期 

平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

平成 21 年

３月期 

自己資本比率 61.5％ 68.8％ 72.8％ 64.5％ 47.4％ 

時価ベースの自己資本比率 

（株式時価総額／総資産） 
313.2％ 1,437.9％ 852.3％ 284.9％ 91.8％ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（有利子負債／営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ） 
1.3 0.3 0.4 1.0 10.4 

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） 
47.5 160.7 168.1 132.3 11.7 

（注）１．時価ベースの自己資本比率 

株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており

ます。 

総資産は、期末総資産額を使用しております。 

２．キャッシュ・フロー対有利子負債比率 

有利子負債は、連結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全ての負債

を対象としております。 

営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。 

３．インタレスト・カバレッジ・レシオ 

営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。 

利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分に関しましては、「業績を反映した株主還元」を基本に、企業基盤強化に向けた内部留

保の必要性と安定配当の維持にも意を払いつつ決定することを方針としております。 

 株主への配当金は、設備投資、財務状況等を勘案して決定することとしており、連結当期純利

益の 20％以上を維持することを基本としております。 

 内部留保資金は、将来の成長と競争力強化のための設備投資等に充て、業績の向上と財務体質

の維持・強化を図ってまいります。 

 この方針のもと、当期の期末配当金は、１株当たり５円といたしました。昨年 12 月に実施した

中間配当金１株当たり 10 円とあわせまして、年間配当金は１株当たり 15 円となり、連結の配当

性向は 22.2％となります。 

 来期の配当金につきましては、上記の通り、非常に厳しい業績が見込まれますので、１株当た

り年間５円に減配させていただきます。 
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２．企業集団の状況 
 
当社グループは、東邦チタニウム株式会社（当社）並びに子会社４社及び関連会社２社により構

成されており、金属チタン事業のほか、プロピレン重合用触媒、高純度酸化チタン等の電子部品材

料の製造・販売等の事業を行っております。 
 当社及び子会社・関連会社の位置付けは次のとおりであります。なお、事業区分は、事業の種類

別セグメントと同一であります。 
事業区分 主要製品等 会社名 

金 属 チ タ ン 事 業          

 
スポンジチタン、チタンインゴット、

高純度チタン、チタン加工品 
当社、トーホーテック㈱、 
Toho Titanium America Co., Ltd. 
トーホージャステム㈱（休眠会社） 

機 能 化 学 品 事 業 触媒製品（プロピレン重合用触媒等）

電子部品材料（高純度酸化チタン、

超微粉ニッケル等） 

当社、  
Toho Titanium America Co., Ltd. 
 

そ の 他 事 業 工事施工管理等、 
太陽光発電用途ポリシリコンの実証

化研究、太陽光発電用途ポリシリコ

ンの製造販売 等 

㈱テスコ、 
日本ソーラーシリコン㈱、 
新日本ソーラーシリコン㈱ 

（注）上記は、平成 21 年 3 月 31 日現在の状況であります。 

 

 

 事業の系統図は、次のとおりであります。 

                                            

         ※   トーホーテック㈱    

                                           
※    ㈱ テ ス コ    

 
 
    ※※※※   日本ｿｰﾗｰｼﾘｺﾝ㈱    
 
                           
               （新日鉱グループ）   
  
  

※※ Toho Titanium America Co., Ltd. 
※※※※    新日本ｿｰﾗｰｼﾘｺﾝ㈱    

 

 

東 

邦 

チ 

タ 

ニ 

ウ 

ム 

㈱ 

※ 連 結 子 会 社 
  ※※ 非 連 結 子 会 社 

※※※ 親 会 社 
※※※※ 持分法非適用関連会社 

新
日
鉱
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱

※
※
※

間接部門機能の一部共用

 
役 務

製  品

製  品
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３．経営方針 
 
（１）会社の経営の基本方針 

東邦チタニウムグループ経営理念は次のとおりであります。 
 

 
私たち 東邦チタニウムグループは 
地球に優しいチタンの限りない可能性を追い求め 
チタンを中心とした製品をつくり 提供し続けることで社会に貢献します 
 
◆顧客、取引先の立場を尊重し 誠意をもって共生できる関係を築きます 
◆人をつくり 育て 社員一人一人が目標を共有し自己実現することを目指します 
◆誠実さと謙虚さをもって地球環境と地域社会に貢献します 
◆これらを実現することにより企業価値を高めます 

 
 

 

（２）目標とする経営指標 

収益性の重視を基本に、いかなる事業環境においても一定水準以上の業績の確保を図る観点か

ら、「総資本営業利益率 15％以上、売上高営業利益率 15％以上を中長期的に維持する」ことを目

標としております。 

 
目標値 

（中長期的に維持） 

（参考） 

当期 

（21 年 3 月期） 

総資本営業利益率（ＲＯＡ） １５％以上 １０．６％ 
売上高営業利益率（ＲＯＳ） １５％以上 １７．３％ 

 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

 当社は、この経営理念に基づき経営目標である「世界 強のチタン総合メーカー」の実現に

向け、各事業に取り組んでまいります。 
 
① 金属チタン事業 
(ｱ) スポンジチタン 
 金属チタンの需要は、平成 20 年は減少し、今後２、３年は調整を続けるものの、その後はま

た成長軌道に戻るものと見込まれます。 
 当社は、将来の需要拡大を見すえ、北九州市若松区においてスポンジチタン生産能力年産

12,000ｔの若松工場を建設中であります。若松工場の完成により当社のスポンジチタン生産能

力は年産 28,000ｔとなります。なお、若松工場の営業運転開始予定は、足元の需要減少を受け

当初の本年 12 月から平成 22 年４月に延期しております。 
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若松工場は、省エネルギーかつ生産効率の高い設備を導入しておりますが、さらに生産性の

向上を追求してコスト競争力を高めるべく、技術開発を進めます。 
 
(ｲ) チタンインゴット 
 チタンインゴットにつきましては、北九州市八幡東区に、昨年４月、大型ＥＢ炉を有する生

産能力年産 10,000ｔの八幡工場が完成いたしました。これにより当社のチタンインゴットの生

産能力は年産 19,000ｔとなりました。 
 茅ヶ崎、日立及び八幡と３つの工場を有することとなり、それぞれの特色を生かした効率的

運営を行ってまいります。 
 
(ｳ) チタン加工品 
 チタン製品の加工・販売を行うトーホーテック株式会社は、当社グループの大きな課題であ

る「チタンの新たな用途開発」の一翼を担う会社として、重要な役割を果たしております。同

社に関しましては、これまでの純チタン中心から合金加工の分野にも事業の範囲を広げるべく、

積極的な取組みを行ってまいります。 
 
② 機能化学品事業 
 昨年４月、触媒事業を行ってきた完全子会社の東邦キャタリスト株式会社を吸収合併し、当

社の電子部品材料事業と統合して機能化学品事業本部を設置いたしました。同事業本部では、

触媒事業と電子部品材料事業との一体運営によって、それぞれの固有技術の深化と同時に、技

術的・営業的なシナジーを向上させることで、有用なチタン関連製品等を提供してまいります。 
 各製品の課題は、次のとおりであります。 
 
(ｱ) 触媒製品 
 当社は、営業、研究、技術及び製造が一体となって、顧客要求の的確な把握と迅速な対応及

び開発品の早期事業化を推進し、既存顧客への拡販及び新規顧客への参入を図るとともに、コ

スト削減及び品質安定化に取り組んでまいります。 
 
(ｲ) 電子部品材料 
 電子部品材料の主要製品である高純度酸化チタン、超微粉ニッケルについては、生産性の向

上と小粒径品等の開発を進めることにより、シェアの維持拡大を図ることが課題であります。 
 
(ｳ) チタン酸カリウム 
 本年４月に合弁で設立した子会社の東邦マテリアル株式会社で取り扱うチタン酸カリウムは、

非ウィスカー形状のものであり、これまで自動車等のブレーキパッドの材料として用いられて

きたウィスカー形状のチタン酸カリウムの代替として市場シェアを獲得すべく、さらに顧客評

価を進めてまいります。 
 
③ その他 
 米国及び英国における販売子会社では、海外の顧客との直接的な情報交換を通じて信頼関係

を醸成し、主体的な販売体制の構築を図ります。 
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4.連結財務諸表 
(1)連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 334 4,816

受取手形及び売掛金 9,248 7,751

たな卸資産 10,640 －

商品及び製品 － 4,854

仕掛品 － 4,843

原材料及び貯蔵品 － 2,645

繰延税金資産 809 509

その他 160 341

貸倒引当金 △45 △32

流動資産合計 21,147 25,728

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,370 6,559

機械装置及び運搬具 9,996 12,788

工具、器具及び備品 352 469

土地 1,705 2,679

リース資産 － 990

建設仮勘定 14,131 29,566

有形固定資産合計 32,556 53,053

無形固定資産   

ソフトウエア 65 335

その他 3 3

無形固定資産合計 69 338

投資その他の資産   

投資有価証券 171 95

繰延税金資産 279 52

その他 323 288

貸倒引当金 △31 △25

投資その他の資産合計 743 411

固定資産合計 33,369 53,804

資産合計 54,517 79,533
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,462 2,222

短期借入金 1,750 9,655

リース債務 － 416

未払法人税等 3,296 566

賞与引当金 860 697

役員賞与引当金 141 62

その他 2,277 1,437

流動負債合計 11,788 15,057

固定負債   

長期借入金 7,200 25,845

リース債務 － 623

退職給付引当金 90 139

その他 196 96

固定負債合計 7,487 26,705

負債合計 19,276 41,762

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,812 4,812

資本剰余金 5,872 5,872

利益剰余金 24,520 27,075

自己株式 △72 △74

株主資本合計 35,133 37,685

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64 24

繰延ヘッジ損益 △30 △21

評価・換算差額等合計 34 2

少数株主持分 73 82

純資産合計 35,240 37,771

負債純資産合計 54,517 79,533
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(2)連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 44,904 41,042

売上原価 25,528 28,254

売上総利益 19,376 12,787

販売費及び一般管理費 5,623 5,707

営業利益 13,752 7,080

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 2 10

受取技術料 2 －

固定資産賃貸料 3 0

物品売却益 46 46

雑収入 14 10

営業外収益合計 70 67

営業外費用   

支払利息 84 347

売上割引 83 41

売上債権売却損 25 14

支払手数料 55 4

為替差損 245 148

持分法による投資損失 4 －

雑損失 11 0

営業外費用合計 510 557

経常利益 13,312 6,590

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 20

固定資産売却益 15 562

投資有価証券売却益 － 8

補助金収入 7 104

国庫補助金 28 19

特別利益合計 52 715

特別損失   

固定資産除却損 342 261

投資有価証券評価損 － 23

たな卸資産廃棄損 12 －

ゴルフ会員権評価損 3 12

リース解約損 － 25

株式譲渡契約に基づく補償金 123 －

特別損失合計 481 323

税金等調整前当期純利益 12,882 6,982

法人税、住民税及び事業税 5,180 2,311

法人税等調整額 △118 549

法人税等合計 5,061 2,861

少数株主利益 37 18

当期純利益 7,783 4,102
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(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,812 4,812

当期末残高 4,812 4,812

資本剰余金   

前期末残高 5,872 5,872

当期末残高 5,872 5,872

利益剰余金   

前期末残高 19,012 24,520

当期変動額   

剰余金の配当 △2,275 △1,547

当期純利益 7,783 4,102

当期変動額合計 5,508 2,555

当期末残高 24,520 27,075

自己株式   

前期末残高 △68 △72

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △2

当期変動額合計 △3 △2

当期末残高 △72 △74

株主資本合計   

前期末残高 29,628 35,133

当期変動額   

剰余金の配当 △2,275 △1,547

当期純利益 7,783 4,102

自己株式の取得 △3 △2

当期変動額合計 5,504 2,552

当期末残高 35,133 37,685

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 215 64

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150 △40

当期変動額合計 △150 △40

当期末残高 64 24

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 70 △30

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △100 8

当期変動額合計 △100 8

当期末残高 △30 △21
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 285 34

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △251 △31

当期変動額合計 △251 △31

当期末残高 34 2

少数株主持分   

前期末残高 66 73

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 9

当期変動額合計 7 9

当期末残高 73 82

純資産合計   

前期末残高 29,980 35,240

当期変動額   

剰余金の配当 △2,275 △1,547

当期純利益 7,783 4,102

自己株式の取得 △3 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △243 △22

当期変動額合計 5,260 2,530

当期末残高 35,240 37,771
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 12,882 6,982

減価償却費 2,606 4,066

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16 △18

賞与引当金の増減額（△は減少） 100 △163

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 43 △79

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6 48

受取利息及び受取配当金 △4 △10

持分法による投資損益（△は益） 4 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 15

支払利息 84 347

ゴルフ会員権評価損 3 12

有形固定資産売却損益（△は益） △15 △562

有形固定資産除却損 342 261

たな卸資産廃棄損 12 －

売上債権の増減額（△は増加） △871 1,497

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,016 △1,701

仕入債務の増減額（△は減少） 607 △1,239

未払金の増減額（△は減少） 194 △112

未払費用の増減額（△は減少） 0 △144

未払消費税等の増減額（△は減少） △224 △222

その他 △177 △188

小計 13,595 8,788

利息及び配当金の受取額 54 8

利息の支払額 △70 △301

法人税等の支払額 △4,244 △4,977

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,334 3,517

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △15,559 △24,439

有形固定資産の売却による収入 78 632

投資有価証券の取得による支出 △19 △20

投資有価証券の売却による収入 － 12

関係会社清算による収入 25 －

その他 △148 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,624 △23,806
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 17,350 17,650

短期借入金の返済による支出 △17,050 △12,400

長期借入れによる収入 7,000 21,500

長期借入金の返済による支出 △450 △200

自己株式の取得による支出 △3 △2

配当金の支払額 △2,275 △1,547

少数株主への配当金の支払額 △10 △9

リース債務の返済による支出 － △219

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,560 24,771

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,729 4,482

現金及び現金同等物の期首残高 2,063 334

現金及び現金同等物の期末残高 334 4,816
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（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
   該当事項はありません。 
 
 
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 
１． 連結の範囲に関する事項 
（１）連結子会社･･････トーホーテック㈱、㈱テスコ、トーホージャステム㈱ 
       前連結会計年度まで当社の連結子会社であった東邦キャタリスト㈱は、平成 20 年４月１日 

付けで当社に吸収合併され消滅したため、連結の範囲から除外しております。 
（２）非連結子会社 
   会社の名称･･････Toho Titanium America Co., Ltd.  

   連結の範囲から除いた理由･･････非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

        
２．持分法の適用に関する事項 
（１）持分法を適用した関連会社･･････該当なし 

（２）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社 

会社の名称 

持分法を適用しない非連結子会社･･････Toho Titanium America Co., Ltd. 

持分法を適用しない関連会社･･････日本ソーラーシリコン㈱、新日本ソーラーシリコン㈱ 

持分法を適用しない理由･･････持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽 

微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

 
３．会計処理基準に関する事項 
（１）重要な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………決算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しております。） 

     時価のないもの………移動平均法による原価法 

  ② たな卸資産 

     製品・原料・仕掛品………先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定） 

    貯蔵品………………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定） 

    （会計方針の変更） 

      当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 

     年７月５日公表分）を適用しております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整 

     前当期純利益は、それぞれ２億 99 百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える 

影響は、当該箇所に記載しております。 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 
  ①有形固定資産（リース資産を除く）……………定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
建物及び構築物       ７～50年 

機械装置及び運搬具   ２～10年 
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 （追加情報） 
    当連結会計年度より、平成 20 年度の法人税法の改正を契機として耐用年数の見直しを実施した

結果、機械装置の一部について実態に即した耐用年数に変更しております。 
    これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ３億17百万円減少

しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  ②無形固定資産（リース資産を除く）……………定額法 

ソフトウェア（自社利用分）は、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。 
  ③リース資産 
   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
    リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 
    なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日

以前の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。 
（３）重要な引当金の計上基準 

   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。 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

③ 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度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。 

過去勤務債務については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による按分額を発生時より費用処理しております。 
数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。 

（４）重要なヘッジ会計の方法 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

   為替予約取引及び金利スワップ取引を行っております。 

   為替予約取引は、繰延ヘッジ処理によっております。ただし、振当処理の要件を満たしているものに

ついては、振当処理を採用しております。 

   金利スワップ取引は、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段･････････為替予約取引、金利スワップ取引 

   ヘッジ対象･････････売掛金、設備輸入代金（予定取引）、借入金 

③ ヘッジ方針 

   為替の変動によるリスク、将来の金利及び時価（割引現在価値）の変動によるリスクを回避するため

に行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約については、キャッシュ・フロー変動を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価し

ております。ただし、為替予約の締結時にリスク管理方針に従って、同一金額で同一期日の為替予約を

それぞれ振り当てているものについては、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されて

おり、その判定をもって有効性の判定に代えております。 

また、金利スワップについては、ヘッジ対象とヘッジ手段について、（想定）元本、利息の受払条件、

契約期間等の重要な条件が同一であるため、特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性
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の判定に代えております。 

（５）消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。 

 

４．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

 

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・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ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
    
   リース取引に関する会計基準 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日改正））を適用し、通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、リース取引会計基準の改正適用初年度

前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

    これによる損益に与える影響はありません。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項 
 
（連結貸借対照表関係） 

（前連結会計年度） （当連結会計年度） １．投資有価証券のうち 
  関連会社に対するもの 2 百万円 22 百万円

 
 

 
（前連結会計年度） （当連結会計年度） ４．保証債務 

  新日本ｿｰﾗｰｼﾘｺﾝ㈱の借

入金に対する債務保証 －百万円 85 百万円
 

（前連結会計年度） （当連結会計年度） ５．売掛金の債権譲渡契約に

基づく譲渡高 655 百万円 338 百万円

 
 
（連結損益計算書関係） 
 
１．固定資産売却益の内訳 （前連結会計年度） （当連結会計年度） 

 土 地 15 百万円 562 百万円

 機械装置及び運搬具 0 百万円 －百万円

 計 15 百万円 562 百万円

 
 

 

 

（前連結会計年度） （当連結会計年度）２．有形固定資産の 
  減価償却累計額 36,492 百万円 39,493 百万円

   
３．担保に供している資産 （前連結会計年度） （当連結会計年度）

 建 物 及 び 構 築 物 4,285 百万円 4,354 百万円

 機械装置及び運搬具 6,152 百万円 5,311 百万円

 工具器具及び備品 234 百万円 259 百万円

 土      地 151 百万円 151 百万円

 計 10,823 百万円 10,077 百万円

  上記有形固定資産につい

ては工場財団を組成し、

根抵当権１百万円の担保

に供しております。 

 

同左 

２．固定資産除却損の内訳 （前連結会計年度） （当連結会計年度） 
 建物及び構築物 23 百万円 201 百万円

 機械装置及び運搬具 295 百万円 50 百万円

 工具器具及び備品 23 百万円 9百万円

 計 342 百万円 261 百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係） 
 
当連結会計年度（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数(千株) 

当連結会計年度 
増加株式数(千株) 

当連結会計年度 
減少株式数(千株) 

当連結会計年度末

株式数(千株) 
発行済株式   

普通株式 60,770 － － 60,770

合計 60,770 － － 60,770

自己株式   

普通株式 94 1 － 95

合計 94 1 － 95

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 
２．配当に関する事項 
（１）配当金支払額 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
 
 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
  
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 
 （前連結会計年度） （当連結会計年度）

現金及び預金勘定 334 百万円 4,816 百万円

現金及び現金同等物 334 百万円 4,816 百万円

 
 

決議 株式の 

種類 

配当の総額 

（百万円） 

1 株当たり 

配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成 20 年５月 21 日 

取締役会 

普通株式 940 15.5 平成 20年３月31日 平成 20 年６月 10 日

平成 20年 10月 29日 

取締役会 

普通株式 606 10.0 平成 20年９月30日 平成 20 年 12 月２日

決議 株式の 

種類 

配当の 

原資 

配当金の

総額

1株当たり

配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成21年５月20日 

取締役会 

普通株式 利益剰余金 303 5.0 平成 21年３月31日 

 

平成 21 年６月９日
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セグメント情報 
 
１．事業の種類別セグメント情報 

 前連結会計年度（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日）         （単位：百万円） 

事業区分 金属ﾁﾀﾝ

事  業
触 媒

事 業

電 材

事 業

そ の 他
事  業

計 消  去 
又は全社 連  結

Ⅰ 売上高及び営業利益   

売上高   

(1）外部顧客に対する 

売上高 

34,480 5,744 3,041 1,637 44,904 － 44,904

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
960 1 8 33 1,004 △1,004 －

   計 35,441 5,745 3,050 1,671 45,908 △1,004 44,904

営業費用 21,648 3,822 2,963 1,564 29,998 1,153 31,152

営業利益 13,793 1,923 86 106 15,909 △2,157 13,752

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 

  

資 産 39,848 7,606 2,857 1,254 51,566 2,950 54,517

減価償却費 1,543 541 354 1 2,440 166 2,606

資本的支出 13,804 880 203 － 14,889 504 15,393

 

当連結会計年度（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日）        （単位：百万円） 

事業区分 金属ﾁﾀﾝ

事  業
機能化学品

事 業 
そ の 他
事  業

計 消  去 
又は全社 連  結

Ⅰ 売上高及び営業利益  

売上高  

(1）外部顧客に対する 

売上高 

30,923 7,670 2,448 41,042 － 41,042

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
877 17 37 932 △932 －

   計 31,801 7,687 2,485 41,974 △932 41,042

営業費用 23,586 6,510 2,294 32,392 1,569 33,961

営業利益 8,214 1,176 191 9,582 △2,501 7,080

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 

 

資 産 59,887 10,150 1,691 71,728 7,804 79,533

減価償却費 2,699 1,190 1 3,891 174 4,066

資本的支出 22,651 834 3 23,489 1,723 25,212

 
（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、製品の市場における類似性に応じて、金属チタン事業、機能化学品事業、

及びその他事業にセグメンテーションしております。 
２．各事業区分に属する主要製品又は事業の内容 

事 業 区 分 主 要 製 品 等 
金 属 チ タ ン 事 業           スポンジチタン、チタンインゴット、高純度チタン、チタン加工品 

機 能 化 学 品 事 業 触媒製品（プロピレン重合用触媒等）、 
電子部品材料（高純度酸化チタン、超微粉ニッケル等） 

そ の 他 事 業  環境分析、工事施工管理等 
３． 会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

       当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 

18 年７月５日公表分）を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、 

当連結会計年度の営業利益は、金属チタン事業が２億 71 百万円、機能化学品事業が 27 百 

万円減少しております。 
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   ４．（追加情報）有形固定資産の耐用年数の変更 
       当連結会計年度から、平成 20 年度の法人税法の改正を契機として耐用年数の見直しを実

施した結果、機械装置の一部について実態に即した耐用年数に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益は、金属チタ 

ン事業が１億 80 百万円、機能化学品事業が１億 37 百万円減少しております。 

５． 事業区分の方法の変更 

     事業区分については、従来、製品の市場における類似性に応じて、金属チタン事業、触媒事

業、電材事業及びその他事業の４区分としておりましたが、当連結会計年度より、金属チタン

事業、機能化学品事業及びその他事業の３区分に変更しております。 

     当社は、平成 20 年４月１日付で、完全子会社の東邦キャタリスト株式会社を吸収合併いたし

ました。これに伴い事業本部制を導入し、同社で行っていた触媒事業と電材事業を統合した機

能化学品事業本部及びチタン事業本部を設置いたしました。今回のセグメント区分変更は、こ

の組織変更に伴うものであります。  

     なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法

により区分すると次のようになります。 

 

前連結会計年度（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日）         （単位：百万円） 

事業区分 金属ﾁﾀﾝ

事  業
機能化学品

事 業 
そ の 他
事  業

計 消  去 
又は全社 連  結

Ⅰ 売上高及び営業利益  

売上高  

(1）外部顧客に対する 

売上高 

34,480 8,786 1,637 44,904 － 44,904

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
960 9 33 1,004 △1,004 －

   計 35,441 8,796 1,671 45,908 △1,004 44,904

営業費用 21,648 6,785 1,564 29,998 1,153 31,152

営業利益 13,793 2,010 106 15,909 △2,157 13,752

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 

 

資 産 39,848 10,463 1,254 51,566 2,950 54,517

減価償却費 1,543 895 1 2,440 166 2,606

資本的支出 13,804 1,084 － 14,889 504 15,393
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２． 所在地別セグメント情報 
 
前連結会計年度 
海外子会社及び海外事業所がないため、記載を省略しております。 

 当連結会計年度 
  全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計の金額に占める国内の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

 

３．海外売上高 
 
   前連結会計年度（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日）          （単位：百万円） 

 米  州 欧  州 ア ジ ア 計 

海 外 売 上 高          5,298 2,970 2,844 11,112 

連 結 売 上 高             44,904 

海外売上高の連結          
売上高に占める割合 11.8％ 6.6％ 6.3％ 24.7％ 

     
当連結会計年度（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日）         （単位：百万円） 

 米  州 欧  州 ア ジ ア 計 

海 外 売 上 高          3,809 2,305 2,589 8,705 

連 結 売 上 高             41,042 

海外売上高の連結          
売上高に占める割合 9.3％ 5.6％ 6.3％ 21.2％ 

 
  （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
       ２．各区分に属する主な国又は地域 
             米 州………米国、カナダ 
            欧 州………イギリス、フランス、ドイツ 
            アジア………韓国、台湾、中国 
       ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計額で

あります。 
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リース取引 

  
 当連結会計年度（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
１． ファイナンス・リース取引 
（１）所有権移転ファイナンス・リース取引      ― 
（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引 
  ①リース資産の内容 
   有形固定資産 
    金属チタン事業における生産設備（機械装置）であります。 
  ②リース資産の減価償却の方法 
    連結財務諸表作成の基本となる重要な事項に記載のとおりであります。 
 
２．オペレーティング・リース取引      ― 
 
 
  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年３月 31 日以

前の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て会計処理を行っており、その内容

は次のとおりであります。 
（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当

額  
 （単位：百万円） 

 取得価額 
相 当 額 

減価償却

累 計 額
相 当 額

期末残高

相 当 額

機械装置及び運搬具 101 31 69

工具器具及び備品 2,479 1,372 1,106

ソ フ ト ウ ェ ア 44 19 25

合      計 2,625 1,423 1,201

 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。 

（２）未経過リース料期末残高相当額 
 

 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 
支 払 リ ー ス 料        648 百万円 

減価償却費相当額 648 百万円 

（４）減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 1 年内 532 百万円 

 1 年超 669 百万円 

合 計 1,201 百万円 
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関連当事者との取引 

 
当連結会計年度（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 

１． 関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等 

種類 
会社等の

名称又は

氏名 
所在地 

資本金

又は 
出資金 

(百万円) 

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有(被所有)
割合(%) 

関連当事者

との関係 
取引の

内容 
取引金額 
(百万円) 

科目
期末残高

(百万円)

同一の親

会社を持

つ会社 

日陽エンジ

ニアリング

㈱ 

埼玉県 
戸田市 

300 特定建設業

（被所有）

直接 

0.1 

新工場建設

の請負契約

等 

工事代の 

支払い 
4,924  － － 

（注）１．取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．新工場建設の請負契約等については、一般の取引条件と同様にしております。 

 
２． 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（１） 親会社情報 

新日鉱ホールディングス㈱（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所に上場） 

（２） 重要な関連会社の要約財務情報 

該当ありません。 
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税効果会計 
 

当連結会計年度（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
〔繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳〕 

 
 

繰延税金資産  

賞与引当金超過額 283 百万円 

賞与引当社会保険料見積額 39 百万円 

未払事業税否認 63 百万円 

試験研究費否認 44 百万円 

固定資産除却損 16 百万円 

退職給付引当金超過額 191 百万円 

役員退職慰労引当金 39 百万円 

ゴルフ会員権評価損 75 百万円 

未実現利益 102 百万円 

繰延ヘッジ資産 14 百万円 

その他 19 百万円 

繰延税金資産小計 889 百万円 

評価性引当額 △113 百万円 

 繰延税金資産合計 776 百万円 

   

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △198 百万円 

その他有価証券評価差額金 △16 百万円 

繰延税金負債合計 △214 百万円 

  

繰延税金資産の純額 561 百万円 
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有 価 証 券 
 
前連結会計年度（平成 20 年３月 31 日現在） 

 
１．売買目的有価証券   該当事項はありません。 
 
２．満期保有目的の債券で時価のあるもの   該当事項はありません。 
 
３．その他有価証券で時価のあるもの                                       （百万円未満切捨て） 

区    分 取得原価 連結貸借対照表 
計    上    額 差    額 

株    式 51 159 108 

 
４．売却したその他有価証券  該当事項はありません。 
 
５．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
      その他有価証券 
        非上場株式            10 百万円 

 

 

 

当連結会計年度（平成 21 年３月 31 日現在） 

 
１．売買目的有価証券   該当事項はありません。 
 
２．満期保有目的の債券で時価のあるもの   該当事項はありません。 
 
３．その他有価証券で時価のあるもの                                       （百万円未満切捨て） 

区    分 取得原価 連結貸借対照表 
計    上    額 差    額 

株    式 22 63 40 

 
４．売却したその他有価証券                                              （百万円未満切捨て） 

区    分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 
そ の 他 12 8 － 

 
 
５．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
      その他有価証券 
        非上場株式             10 百万円 

 

 

 

 

デリバティブ取引 
 

デリバティブ取引については、当連結会計年度（平成 21 年３月 31 日現在）、前連結会計年度（平成

20 年３月 31 日現在）とも、すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 
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退 職 給 付 
 

 

前連結会計年度（平成 20 年３月 31 日現在） 

 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてお

ります。また、当社は、退職年金制度の一部について確定拠出年金制度を設けております。 

このほか、従業員の退職等に際し、割増退職金を支払う場合があります。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

イ．退職給付債務 △2,184 百万円 

ロ．年金資産 1,873 百万円 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △310 百万円 

ニ．未認識数理計算上の差異 251 百万円 

ホ．未認識過去勤務債務 △31 百万円 

ヘ．退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） △90 百万円 

 

３．退職給付費用に関する事項 

イ．勤務費用 117 百万円 

ロ．利息費用 43 百万円 

ハ．期待運用収益 △49 百万円 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 11 百万円 

ホ．過去勤務債務の費用処理額 △20 百万円 

ヘ．その他 109 百万円 

ト．退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 
212 百万円 

  （注）「ヘ．その他」は、確定拠出年金への掛金支払額である。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ．割引率 2.0％ 

ハ．期待運用収益率 2.5％ 

ニ．数理計算上の差異の処理年数 5 年 

ホ．過去勤務債務の処理年数 5 年 
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当連結会計年度（平成 21 年３月 31 日現在） 

 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてお

ります。また、当社は、退職年金制度の一部について確定拠出年金制度を設けております。 

このほか、従業員の退職等に際し、割増退職金を支払う場合があります。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

イ．退職給付債務 △2,167 百万円 

ロ．年金資産 1,477 百万円 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △690 百万円 

ニ．未認識数理計算上の差異 561 百万円 

ホ．未認識過去勤務債務 △10 百万円 

ヘ．退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） △139 百万円 

 

３．退職給付費用に関する事項 

イ．勤務費用 114 百万円 

ロ．利息費用 42 百万円 

ハ．期待運用収益 △40 百万円 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 76 百万円 

ホ．過去勤務債務の費用処理額 △20 百万円 

ヘ．その他 107 百万円 

ト．退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 
280 百万円 

  （注）「ヘ．その他」は、確定拠出年金への掛金支払額である。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ．割引率 2.0％ 

ハ．期待運用収益率 2.5％ 

ニ．数理計算上の差異の処理年数 5 年 

ホ．過去勤務債務の処理年数 5 年 
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１株当たり情報 
 
 
 

前連結会計年度 

（自 平成 19 年 4 月 1 日 

  至 平成 20 年 3月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 20 年 4 月 1 日 

  至 平成 21 年 3月 31 日） 

１株当たり純資産額 579.59 円 １株当たり純資産額 621.16 円

１株当たり当期純利益 128.28 円 １株当たり当期純利益 67.61 円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

－円 潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

－円

 
（注）算定上の基礎 
 
１株当たり当期純利益 

 前連結会計年度 
(自 平成 19 年 4月 1 日 

至 平成 20 年 3月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20 年 4月 1 日

至 平成 21 年 3月 31 日)

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 7,783 4,102

普通株式に係る当期純利益（百万円） 7,783 4,102

普通株式の期中平均株式数（株） 60,677,076 60,675,920

 

 

 

 

 

重要な後発事象 

 
当連結会計年度 
該当事項はありません。 
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5.個別財務諸表 
(1)貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 247 4,789

受取手形 117 63

売掛金 5,325 5,041

商品及び製品 2,074 4,682

仕掛品 3,340 4,548

原材料及び貯蔵品 2,293 2,075

前渡金 0 79

前払費用 44 40

繰延税金資産 526 365

関係会社短期貸付金 4,746 1,281

未収入金 257 323

その他 3 5

流動資産合計 18,978 23,297

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,563 5,922

構築物 342 593

機械及び装置 6,817 12,556

車両運搬具 4 10

工具、器具及び備品 279 444

土地 1,705 2,679

リース資産 － 990

建設仮勘定 13,680 29,566

有形固定資産合計 27,394 52,763

無形固定資産   

ソフトウエア 65 334

その他 3 3

無形固定資産合計 69 337

投資その他の資産   

投資有価証券 159 73

関係会社株式 1,218 228

長期前払費用 21 40

繰延税金資産 238 37

その他 176 187

貸倒引当金 △24 △25

投資その他の資産合計 1,790 541

固定資産合計 29,254 53,642

資産合計 48,232 76,940
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,903 1,384

短期借入金 1,785 9,640

リース債務 － 416

未払金 672 550

未払費用 123 176

未払法人税等 2,685 418

預り金 36 55

賞与引当金 643 636

役員賞与引当金 121 50

設備関係未払金 769 400

その他 50 40

流動負債合計 8,791 13,770

固定負債   

長期借入金 7,200 25,845

リース債務 － 623

退職給付引当金 73 130

その他 137 67

固定負債合計 7,411 26,666

負債合計 16,202 40,437

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,812 4,812

資本剰余金   

資本準備金 5,872 5,872

資本剰余金合計 5,872 5,872

利益剰余金   

利益準備金 443 443

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 26 289

別途積立金 4,000 4,000

繰越利益剰余金 16,913 21,156

利益剰余金合計 21,383 25,889

自己株式 △72 △74

株主資本合計 31,995 36,499

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64 24

繰延ヘッジ損益 △30 △21

評価・換算差額等合計 34 2

純資産合計 32,030 36,502

負債純資産合計 48,232 76,940
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(2)損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 33,219 34,759

売上原価   

製品期首たな卸高 2,127 2,074

当期製品製造原価 17,955 25,799

合計 20,083 27,873

製品期末たな卸高 2,074 4,682

売上原価合計 18,009 23,191

売上総利益 15,210 11,568

販売費及び一般管理費 4,049 5,161

営業利益 11,160 6,406

営業外収益   

受取利息 62 15

受取配当金 496 158

受取技術料 5 3

固定資産賃貸料 74 7

物品売却益 － 47

その他 54 9

営業外収益合計 693 242

営業外費用   

支払利息 83 347

売上割引 49 40

売上債権売却損 25 14

支払手数料 55 4

為替差損 159 147

その他 8 0

営業外費用合計 381 555

経常利益 11,473 6,092

特別利益   

投資有価証券売却益 － 8

国庫補助金 28 19

補助金収入 7 104

固定資産売却益 15 562

関係会社清算益 25 －

抱合せ株式消滅差益 － 2,177

特別利益合計 77 2,872
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 220 260

投資有価証券評価損 － 23

たな卸資産廃棄損 12 －

ゴルフ会員権評価損 － 12

株式譲渡契約に基づく補償金 123 －

子会社合併受入資産に係る未実現利益修正 － 28

特別損失合計 356 325

税引前当期純利益 11,194 8,639

法人税、住民税及び事業税 4,230 2,092

法人税等調整額 △39 492

法人税等合計 4,191 2,585

当期純利益 7,003 6,053
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(3)株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,812 4,812

当期末残高 4,812 4,812

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,872 5,872

当期末残高 5,872 5,872

資本剰余金合計   

前期末残高 5,872 5,872

当期末残高 5,872 5,872

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 443 443

当期末残高 443 443

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 23 26

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △3 △3

固定資産圧縮積立金の積立 6 267

当期変動額合計 2 263

当期末残高 26 289

別途積立金   

前期末残高 4,000 4,000

当期末残高 4,000 4,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 12,188 16,913

当期変動額   

剰余金の配当 △2,275 △1,547

当期純利益 7,003 6,053

固定資産圧縮積立金の取崩 3 3

固定資産圧縮積立金の積立 △6 △267

当期変動額合計 4,725 4,242

当期末残高 16,913 21,156

利益剰余金合計   

前期末残高 16,655 21,383

当期変動額   

剰余金の配当 △2,275 △1,547

当期純利益 7,003 6,053

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

当期変動額合計 4,727 4,506

当期末残高 21,383 25,889

自己株式   

前期末残高 △68 △72

東邦チタニウム（株）（5727）平成21年3月期決算短信

37



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △2

当期変動額合計 △3 △2

当期末残高 △72 △74

株主資本合計   

前期末残高 27,271 31,995

当期変動額   

剰余金の配当 △2,275 △1,547

当期純利益 7,003 6,053

自己株式の取得 △3 △2

当期変動額合計 4,724 4,504

当期末残高 31,995 36,499

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 215 64

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150 △40

当期変動額合計 △150 △40

当期末残高 64 24

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 70 △30

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △100 8

当期変動額合計 △100 8

当期末残高 △30 △21

評価・換算差額等合計   

前期末残高 285 34

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △251 △31

当期変動額合計 △251 △31

当期末残高 34 2

純資産合計   

前期末残高 27,556 32,030

当期変動額   

剰余金の配当 △2,275 △1,547

当期純利益 7,003 6,053

自己株式の取得 △3 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △251 △31

当期変動額合計 4,473 4,472

当期末残高 32,030 36,502
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（４）継続企業の前提に需要な疑義を抱かせる事象又は状況 
  該当事項はありません。 
 
 
（５）重要な会計方針 

 
１．有価証券の評価基準及び評価方法 
（１）子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法 
（２）その他有価証券 

時価のあるもの………決算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

定しております。） 
時価のないもの………移動平均法による原価法 

 
２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品・原料・仕掛品………先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定） 

貯蔵品………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定） 

（会計方針の変更） 
 当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準 第９号 平成 18 年７月５

日公表分）を適用しております。これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ

２億 65 百万円減少しております。 
 

３． 固定資産の減価償却の方法 
（１）有形固定資産（リース資産を除く）…………定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
  建物        ７～50年 

  機械装置    ２～10年 

 （追加情報） 
    当事業年度より、平成 20 年度の法人税法の改正を契機として耐用年数の見直しを実施した結果、

機械装置の一部について実態に即した耐用年数に変更しております。これにより、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益は、それぞれ３億 13 百万円減少しております。 

  

（２）無形固定資産（リース資産を除く）…………定額法 

ソフトウェア（自社利用分）は、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

（３）リース資産 
  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
   リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 
   なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年３月 31 日以

前の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。 
   
４． 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。 
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（２）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 
（３）役員賞与引当金 
   役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております 
（４）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、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。 
過去勤務債務については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による按分額を発生時より費用処理しております。 
数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による按分額をそれぞれ発生の翌期より費用処理しております。 
 

５． ヘッジ会計の方法 
（１）繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

為替予約取引及び金利スワップ取引を行っております。 
為替予約取引は、繰延ヘッジ処理によっております。ただし、振当処理の要件を満たしているもの

については、振当処理を採用しております。 
金利スワップ取引は、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段………為替予約取引、金利スワップ取引 
ヘッジ対象………売掛金、設備輸入代金（予定取引）、借入金 

（３）ヘッジ方針 
為替の変動によるリスク、将来の金利及び時価（割引現在価値）の変動によるリスクを回避するた

めに行っております。 
（４）ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約については、キャッシュ・フロー変動を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価し

ております。ただし、為替予約の締結時にリスク管理方針に従って、同一金額で同一期日の為替予約を

それぞれ振り当てているものについては、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されて

おり、その判定をもって有効性の判定に代えております。 

また、金利スワップについては、ヘッジ対象とヘッジ手段について、（想定）元本、利息の受払条

件、契約期間等の重要な条件が同一であるため、特例処理の要件を満たしており、その判定をもって

有効性の判定に代えております。 
 

６．消費税等の会計処理方法 
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。 

 
（６）重要な会計方針の変更 

リース取引に関する会計基準 
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13

号（平成５年６月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成 19年３月 30 日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。なお、リース取引会計基準の改正適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

    これによる損益に与える影響はありません。 
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（７）個別財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 
１．有形固定資産の減価償却累計額 

 

 
２．担保資産 

 （前事業年度） （当事業年度） 
建 物 3,958 百万円 4,018 百万円 

構 築 物 326 百万円 336 百万円 

機 械 装 置 6,152 百万円 5,311 百万円 

工具器具及び備品 234 百万円 259 百万円 

土 地 151 百万円 151 百万円 

計 10,823 百万円 10,077 百万円 

 上記有形固定資産につい

ては工場財団を組成し、根

抵当権１百万円の担保に

供しております。 

 

同左 

 
３．保証債務 

（前事業年度） （当事業年度）    
新日本ｿｰﾗｰｼﾘｺﾝ㈱の借入

金に対する債務保証 
－百万円 85 百万円 

 
４．売掛金の債権譲渡契約に基づく譲渡高 

（前事業年度） （当事業年度）  
655 百万円 338 百万円 

 
 

（損益計算書関係） 
１．関係会社との取引高 

 （前事業年度） （当事業年度） 
受 取 配 当 金 493 百万円 148 百万円 

固 定 資 産 賃 貸 料 74 百万円 7 百万円 

 
２．固定資産売却益の内訳 

 （前事業年度） （当事業年度） 
土 地 15 百万円 562 百万円 

機 械 装 置 0 百万円 －百万円 

計 15 百万円 562 百万円 

 
３．固定資産除却損の内訳 

 （前事業年度） （当事業年度） 
建 物 11 百万円 196 百万円 

機 械 装 置 191 百万円 50 百万円 

工 具 器 具 及 び 備 品 15 百万円 8 百万円 

そ の 他 1 百万円 5 百万円 

計 220 百万円 260 百万円 

 （前事業年度） （当事業年度） 
 28,845 百万円 39,263 百万円 
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（株主資本等変動計算書関係） 
 
当事業年度（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数(千株) 

当事業年度 
増加株式数(千株) 

当事業年度 
減少株式数(千株) 

当事業年度末 
株式数(千株) 

自己株式   

普通株式 94 1 － 95

合計 94 1 － 95

（注）普通株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 
 

リース取引 
 
当事業年度（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

１． ファイナンス・リース取引 
（１）所有権移転ファイナンス・リース取引   ― 
（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引 
  ①リース資産の内容 
   有形固定資産 
    金属チタン事業における生産設備（機械装置）であります。 
  ②リース資産の減価償却の方法 
    重要な会計方針に記載のとおりであります。 
２．オペレーティング・リース取引    ― 
 
  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年３月 31 日以前

の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て会計処理を行っており、その内容は次

のとおりであります。 
（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額  

 （単位：百万円） 

 取得価額 
相 当 額 

減価償却

累 計 額
相 当 額

期末残高

相 当 額

機 械 装 置 57 12 44

車 両 運 搬 32 12 19

工具器具及び備品 2,425 1,346 1,078

ソ フ ト ウ ェ ア 6 4 2

合      計 2,522 1,377 1,144

 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた
め、支払利子込み法により算定しております。 

（２）未経過リース料期末残高相当額 
 1 年内 512 百万円 

 1 年超 632 百万円 

合 計 1,144 百万円 
 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 
支 払 リ ー ス 料        627 百万円 

減価償却費相当額 627 百万円 

（４）減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 
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有 価 証 券 
 

当事業年度及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 
 
 

税効果会計 
 

当事業年度（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
〔繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳〕 

 

 
 

１株当たり情報 

 

前事業年度 

（自 平成 19 年 4 月 1 日 

  至 平成 20 年 3月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 20 年 4 月 1 日 

  至 平成 21 年 3月 31 日） 

１株当たり純資産額 527.88 円 １株当たり純資産額 601.61 円

１株当たり当期純利益 115.42 円 １株当たり当期純利益 99.77 円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

－円 潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

－円

（注）算定上の基礎 

１株当たり当期純利益 

 前事業年度 
(自 平成 19 年 4月 1 日 

至 平成 20 年 3月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 20 年 4月 1 日

至 平成 21 年 3月 31 日)

損益計算書上の当期純利益（百万円） 7,003 6,053

普通株式に係る当期純利益（百万円） 7,003 6,053

普通株式の期中平均株式数（株） 60,677,076 60,675,920

繰延税金資産  

賞与引当金超過額 258 百万円 

賞与引当社会保険料見積額 35 百万円 

未払事業税否認 51 百万円 

試験研究費否認 44 百万円 

固定資産除却損 16 百万円 

退職給付引当金超過額 187 百万円 

役員退職慰労引当金 27 百万円 

ゴルフ会員権評価損 75 百万円 

繰延ヘッジ損益 14 百万円 

その他 19 百万円 

繰延税金資産小計 730 百万円 

 評価性引当額 △113 百万円 

 繰延税金資産合計 617 百万円 

  

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △198 百万円 

その他有価証券評価差額金 △16 百万円 

繰延税金負債合計 △214 百万円 

  

繰延税金資産の純額 402 百万円 
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重要な後発事象 
当事業年度 

該当事項はありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．生産、受注及び販売の状況 
 
 
（１）生産実績                                        （単位：百万円） 

事 業 区 分 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

金 属 チ タ ン 事 業           35,088 30,184 

機 能 化 学 品 事 業 9,266 8,430 

そ の 他 事 業 1,554 2,427 

合        計 45,909 41,042 

 
（２）受注状況 

受注生産を行っていないため、該当事項はありません。 
 
（３）販売実績                           （単位：百万円） 

事 業 区 分 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

金 属 チ タ ン 事 業           34,480 30,923 

機 能 化 学 品 事 業 8,786 7,670 

そ の 他 事 業 1,637 2,448 

合        計 44,904 41,042 

  （注） セグメント間の内部売上は除いて表示しております。 
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７．役員の異動（平成 21 年６月 26 日付） 

 
当社は、本日（平成 21 年４月 30 日）開催の取締役会において、役員人事を以下のとおり内定

いたしました。平成 21 年６月 26 日の定時株主総会において、正式に決定する予定であります。 

 

役員等の異動について（平成 21 年６月 26 日付） 
 
（１）取締役退任 
    取締役会長          野上 一治（当社相談役（非常勤）に就任） 

取締役（非常勤）       大野 譲 
 
（２）新任取締役候補 
    取締役・常務執行役員     加古 幸博（現 常務執行役員） 

取締役（非常勤）       佐藤 宏明（現 新日本製鐵㈱チタン事業部長） 
     

（３）委嘱業務の変更等 
                
    執行役員           後藤 憲治（現 執行役員 
    機能化学品事業本部副本部長          機能化学品事業本部審議役） 
            
 
（４）役職の変更等 
    顧問（非常勤）        齋木 俊彦（現 顧問） 
 
 
 

以 上 

東邦チタニウム（株）（5727）平成21年3月期決算短信

45



取締役、監査役、相談役、執行役員及び顧問（平成 21 年６月 26 日付） 

１．取締役、監査役及び相談役 

役 職 名 氏   名 

代表取締役社長 久留嶋 毅 

代表取締役 豊嶋 賢次 

取締役 渡辺 伸一 

取締役 矢野 恭治 

取締役 加古 幸博 

取締役（非常勤） 佐藤 宏明 

取締役 金井 良一 

監査役 村上 広志 

監査役（非常勤） 外池 廉太郎 

監査役（非常勤） 占部 知之 

相談役（非常勤） 野上 一治 

 

２．執行役員及び顧問 

役 職 名 氏   名 委 嘱 業 務 

社長執行役員 久留嶋 毅  

副社長執行役員 豊嶋 賢次  

専務執行役員 渡辺 伸一 チタン事業本部長、業務本部審議役、社長室審議役 

専務執行役員 矢野 恭治 
機能化学品事業本部長、業務本部審議役 

東邦マテリアル㈱代表取締役社長 

常務執行役員 加古 幸博 
技術管理本部長、社長室長、TPM 推進室管掌、知的財産部管掌、 

総括安全衛生管理者、品質システム管理責任者、環境管理責任者 

常務執行役員 船津 雅司 業務本部長 

執行役員 金井 良一 経営管理本部長、社長室審議役 

執行役員 小瀬村 晋 チタン事業本部副本部長、若松工場臨時建設室長 

執行役員 八太 好弘 インゴット統括部長、トーホーテック㈱代表取締役社長 

執行役員 後藤 憲治 機能化学品事業本部副本部長 

顧問 籠橋 亘 社長室顧問 

顧問 藤田 孝 機能化学品事業本部副本部長、機能化学品開発部長 

顧問（非常勤） 齋木 俊彦 社長室顧問 

顧問 湯田 純一 若松工場臨時建設室顧問、設備技術部顧問 
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