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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

22年3月期 4,660 △0.4 △297 ― △305 ― △267 ―
21年3月期 4,678 △3.4 △491 ― △531 ― △699 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △8.87 ― △6.8 △3.8 △6.4
21年3月期 △23.20 ― △15.8 △6.3 △10.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  42百万円 21年3月期  13百万円

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

22年3月期 8,038 3,839 47.8 127.45
21年3月期 8,249 4,028 48.8 133.70

（参考） 自己資本   22年3月期  3,839百万円 21年3月期  4,028百万円

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

22年3月期 463 △118 △178 668
21年3月期 △365 △108 610 501

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

2,600 22.5 20 ― 10 ― 0 ― 0.00

通期 5,400 15.9 140 ― 120 ― 100 ― 3.32
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

〔（注）詳細は、15ページ「（６） 重要な会計方針」をご覧ください。〕 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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） 22年3月期 30,276,266株 21年3月期 30,276,266株
② 期末自己株式数 22年3月期  149,236株 21年3月期  140,783株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成23年３月期の業績予想につきましては、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「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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チタン工業(株)(4098)平成22年３月期決算短信(非連結)

１．経営成績
（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当事業年度におけるわが国の経済は、輸出や生産など一部に持ち直しの兆しが見られましたものの、一昨年か

らの世界的な景気後退の影響は根強く、企業収益の大幅な減少や雇用情勢の悪化など依然として厳しい状況で推

移いたしました。

このような情勢のもとで、当社は高付加価値品の開発と拡販及び新規事業の育成に注力する一方で、急激な景

気後退への対処と今後の需要回復に備え、固定費の徹底した削減及び生産調整による適正な在庫水準の維持に取

り組んでまいりました。

その結果、これまで重点的に取り組んでまいりました新製品の出荷数量は順調に増加いたしましたが、景気後

退の影響により既存製品の出荷数量が大幅に減少いたしましたので、当事業年度の売上高は、前事業年度並みの

4,660百万円となりました。

一方、損益面につきましては、なお一層の固定費削減に取り組み、その成果をあげることができましたが、市

場環境の急激な悪化による出荷数量の減少及び大幅な減産による製造原価の上昇などの影響を受け、経常損失は

305百万円となりました。

また、特別利益として固定資産売却益を計上いたしましたが、特別損失として減損損失及び固定資産除却損を

計上いたしましたため、当期純損失は267百万円となりました。

なお、当事業年度の下半期（平成21年10月１日～平成22年３月31日）の損益につきましては、出荷数量の回復、

設備稼働率の上昇及び固定費削減の効果などにより、経常利益は25百万円、純利益は74百万円となりました。

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、拡販に注力いたしました結果、ＵＶカット化粧品向けやトナー外添剤

向け新製品が順調に推移し、出荷数量は前事業年度を上回りました。しかし、コンデンサー向け製品などの出荷

数量は、当事業年度の後半から景気減速前の水準に近づいてまいりましたものの、当事業年度中盤までの落ち込

みが殊の外大きく、酸化チタン全体の出荷数量は前事業年度を下回りました。

以上の結果、酸化チタンの売上高は2,630百万円（前事業年度比 3.1％減）となりました。

（酸 化 鉄）

酸化鉄につきましては、トナー向け新製品の出荷数量が順調に増加いたしました。しかし、塗料向けやトナー

向け既存製品の出荷数量は、当事業年度の後半から景気減速前の水準に戻りつつありますものの、当事業年度中

盤までの落ち込みの影響が大きく、酸化鉄全体の出荷数量は前事業年度を下回りました。一方、平均販売単価は

新製品の出荷数量の増加などにより上昇いたしました。

以上の結果、酸化鉄の売上高は1,786百万円（前事業年度比 1.8％増）となりました。

②次期の見通し

翌事業年度につきましては、海外経済の改善や政府による緊急経済対策の効果が期待されますが、国内民間需

要の自立的回復力は弱く、景気回復のペースは緩やかな状況に留まるものと思われます。

当社は、これまで電子製品向け部材を新規事業分野と位置づけ、新製品の開発と事業化に取り組んでまいりま

したが、この度、従来にない優れた技術優位性を有するリチウムイオン２次電池用のチタン酸リチウムの開発に

成功いたしました。当社のチタン酸リチウムは、原料となる酸化チタンが当社の主力製品であることから、品質

面やコスト面でも高い国際競争力を有しています。現在、環境対策やエネルギーの有効利用が社会的な課題とな

るなか、チタン酸リチウムは電気自動車や高性能電力貯蔵用のリチウムイオン２次電池の部材として、将来の大

きな成長が見込まれますので、平成22年３月31日に国内初の大規模なチタン酸リチウム製造設備の設置を決定い

たしました。また、新工場の建設にあたりましては、低炭素型社会の基礎となり、将来、成長が見込まれる市場

で、信頼性の高い技術力を持ち、国際競争力が高い企業の設備投資を国が支援する低炭素型雇用創出産業立地推

進事業費補助金の対象企業に認定して頂きましたので、設備投資額約10億円のうち、最大約270百万円が国から補

助金として交付されます。

当社におきましては、チタン酸リチウムの事業化、超微粒子酸化チタン及びトナー向け酸化鉄の拡販、徹底し

たコスト削減などに注力し、業績の早期改善と収益構造の変革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5,400百万円、営業利益は140百万円、経常利益は120百万円、当
期純利益は100百万円を見込んでおります。
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チタン工業(株)(4098)平成22年３月期決算短信(非連結)

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

資産につきましては、現金及び預金の増加、売上債権の増加、投資有価証券の増加などがあったものの、製品

の減少、原材料及び貯蔵品の減少、有形固定資産の減少などにより、当事業年度末8,038百万円と前事業年度末と

比べて211百万円減少しております。

負債につきましては、買掛金の増加などがあったものの、短期借入金の減少などにより、当事業年度末4,198

百万円と前事業年度末に比べて22百万円減少しております。

純資産につきましては、当期純損失の計上などから、当事業年度末3,839百万円と前事業年度末に比べ189百万

円減少しております。

②キャッシュ・フローの状況

当事業年度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、税引前当期純損失の計上、

売上債権の増加、有形固定資産の取得、短期及び長期借入金の返済などの資金減がありましたものの、たな卸資

産の減少、仕入債務の増加、長期借入れなどの資金増によりまして、前事業年度末に比べて166百万円増加し当事

業年度末には668百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは463百万円（前事業年度△365百万円）となりました。

これは、税引前当期純損失（△262百万円）、売上債権の増加（△354百万円）などの資金減がありましたものの、

たな卸資産の減少（598百万円）、仕入債務の増加（171百万円）などの資金増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)

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは△118百万円（前事業年度△108百万円）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得（△160百万円）などへの資金使用によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは△178百万円（前事業年度610百万円）となりました。

これは、長期借入金の増加（500百万円）がありましたものの、借入金の返済（短期：△360百万円 長期：△316

百万円）などへの資金使用によるものであります。

キャッシュ・フロー関連指標の推移

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 平成22年３月期

自己資本比率 47.6％ 51.1％ 55.2％ 48.8％ 47.8％

時価ベースの

自己資本比率
79.4％ 60.1％ 49.0％ 52.2％ 97.4％

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率
― ― ― ― 4.8年

インタレスト・

カバレッジ・レシオ
― ― ― ― 7.6倍

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
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い
※ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。
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全ての負債を対象としており
ます。
平成18年３月期、平成19年３月期、平成20年３月期及び平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子
負債比率及びインタレスト・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。
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チタン工業(株)(4098)平成22年３月期決算短信(非連結)

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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投資のための内部資金の確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、業績等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。

また、中間配当と期末配当の年２回の配当を基本的な方針としており、決定機関は、中間配当は取締役会、期

末配当は株主総会であります。

当事業年度につきましては、業績を総合的に勘案し、誠に遺憾ながら配当を見送らさせて頂きたいと存じます。

なお、当社は、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款

に定めております。

（４）事業等のリスク

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、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

・事業計画のリスクについて

当社は、中期事業計画の推進や、様々な経営戦略を実施するなど、新規事業の育成に努めております。しかし

ながら、新規製品の事業化が計画通りに進まなかった場合、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。

・製品在庫のリスクについて

当社の製品在庫につきましては、効率的な生産・販売を実現するための標準在庫量の管理と適切な原価計算及

び在庫評価ルールに基づいて対応しておりますが、今後、事業環境が急転するなどした場合、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。

・固定資産の減損のリスクについて

当社が保有する固定資産につきましては、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。今後、事業

環境が急転するなどした場合、収益性の低下、時価の下落、設備等の遊休化などに伴って減損損失を計上するこ

ともあり、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。

・株式相場の変動のリスクについて

当社が保有する有価証券の多くは上場株式であるため、株式相場の動向により、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。

・原燃料価格の変動のリスクについて

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財政状態や経営成績に影響を与える可能性があり

ます。

・為替の変動のリスクについて

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。

・金利の変動のリスクについて

当社は、事業再構築のための資金の大部分を銀行からの借入れにより調達しており、今後、金利の大幅な変動

がある場合、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。

・中国での合弁事業のリスクについて

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。

- 5 -



チタン工業(株)(4098)平成22年３月期決算短信(非連結)

・研究開発のリスクについて

当社は、これまで培った技術と情報の蓄積を活かし、新技術・新製品等の研究開発に努めております。しかし

ながら、これらの開発や市場への展開が進まなかった場合、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。

・訴訟のリスクについて

当社は、法令遵守に努めておりますが、多岐にわたる事業活動においては常に訴訟の対象となるリスクが存在

しているものと考えております。提起された訴訟の内容、当社の対応方針、訴訟の結果によっては当社の財政状

態や経営成績に影響を与える可能性があります。

・災害等のリスクについて

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。

・環境規制のリスクについて

当社は、製造の過程で大量の資源とエネルギーを消費することから、環境に少なからぬ影響を及ぼしておりま

す。環境への負荷の低減などに鋭意取り組んでおりますが、環境関連規制の強化等によっては、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。

・製造物責任のリスクについて

当社は、製品の品質について万全の体制を整えて取り組んでおりますが、予期し得ない事情により製造物責任

が発生する可能性が皆無ではなく、この場合、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。

・売上債権のリスクについて

当社は、主として特約店を通じた販売活動を進め、売上債権の保全と与信体制の強化を推進しておりますが、

販売先の経営悪化や破綻等により債権回収に支障をきたすこともあり、この場合、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。

・その他事業環境等の変動のリスクについて

当社は、上記以外の項目に関しても偶発事象に起因する事業環境等の変動リスクを負っており、その変動によ

っては、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。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

・継続的な営業損失について

当社の業績は長期にわたり低迷しており、営業損失が継続し、企業経営に影響を与える重要事象等が存在して

おります。当面の運転資金については十分に確保しており、今後の見通しにつきましても、中期事業計画を策定

し、新規事業の育成をはかることで、早期に業績の回復を目指すこととしております。

なお、当事業年度の第３四半期会計期間以降の業績につきましては、出荷数量の回復、設備稼働率の上昇及び

固定費削減の効果などにより黒字化しており、また、新規事業につきましても、リチウムイオン２次電池の部材

として将来の大きな成長が見込まれるチタン酸リチウム製造設備の設置を決定いたしました。

今後につきましては、チタン酸リチウムの事業化、超微粒子酸化チタン及びトナー向け酸化鉄の拡販、徹底し

たコスト削減などに注力し、業績の早期改善と収益構造の変革を達成する所存であります。

２．企業集団の状況
当企業グループは、当社及び子会社１社並びに関連会社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。

子会社であるＴＫサービス株式会社(当社100％出資)は、当社の生産業務及び場内物流業務を行っております。

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。
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事業の系統図は、次のとおりであります。

得意先
(需要先)

得意先
(需要先)

製 製
品 品

製

商社 商社

品
製
品

製
品

当社

100％出資 37％出資

生産業務及び場内物流業務

３．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、顧客に最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）目標とする経営指標

目下の最大の目標は早期の経常損益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。

（３）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、業績の早期回復と収益構造の改善を実現するため、平成21年度から平成23年度までの中期事業計画

を策定いたしました。

中期事業計画の方針と基本戦略は以下のとおりであります。

方 針 経営基盤の強化から持続的な成長へ

基本戦略 経営基盤の強化 基盤事業の体質強化と収益力改善
収益構造の改善 成長事業の事業規模拡大と収益増大
持続的な成長 新規事業の事業化と成長事業への育成

これらの方針・基本戦略のもと、昨今の厳しい経営環境を踏まえた上で、酸化チタンと酸化鉄を基盤事業とし

て位置づけ、体質強化と収益力の改善を図ります。また、超微粒子酸化チタンは成長事業と位置づけ、事業規模

の拡大と収益増大を図ります。さらに、電子製品向け部材を新規事業として位置づけ、事業化と量産体制の確立

を推進し、成長事業への育成をはかります。

なお、詳細は平成21年５月14日公表の「中期事業計画策定に関するお知らせ」をご参照ください。

非連結子会社
ＴＫサービス株式会社

関連会社
山東三盛鈦工業有限公司 
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4.【財務諸表】
(1)【貸借対照表】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1 502 ※1 669

受取手形 140 375

売掛金 399 518

商品及び製品 1,508 1,140

仕掛品 380 328

原材料及び貯蔵品 620 442

前渡金 9 8

前払費用 29 28

その他 18 74

流動資産合計 3,609 3,586

固定資産

有形固定資産

建物 ※1 4,642 ※1 4,634

減価償却累計額 △3,409 △3,493

建物（純額） 1,232 1,141

構築物 ※1 495 ※1 489

減価償却累計額 △407 △411

構築物（純額） 87 78

機械及び装置 ※1 22,925 ※1 22,942

減価償却累計額 △20,814 △20,981

機械及び装置（純額） 2,111 1,960

車両運搬具 39 37

減価償却累計額 △36 △34

車両運搬具（純額） 3 2

工具、器具及び備品 ※1 818 ※1 792

減価償却累計額 △723 △717

工具、器具及び備品（純額） 95 74

土地 ※1 233 ※1 231

建設仮勘定 60 16

有形固定資産合計 3,824 3,505

無形固定資産

電話加入権 2 2

水道施設利用権 0 －

無形固定資産合計 2 2

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 393 ※1 520

関係会社株式 9 9

関係会社出資金 239 239

従業員に対する長期貸付金 41 46

関係会社長期貸付金 69 66

長期前払費用 15 29

その他 55 44

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 813 943

固定資産合計 4,640 4,452

資産合計 8,249 8,038

チタン工業(株)（4098）平成22年３月期決算短信（非連結）
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 13 19

買掛金 370 492

短期借入金 ※1 1,290 ※1 930

1年内返済予定の長期借入金 ※1 286 ※1 416

未払金 140 193

未払費用 40 39

未払法人税等 10 12

未払消費税等 13 61

前受金 0 0

預り金 4 4

賞与引当金 47 35

設備関係支払手形 14 －

設備関係未払金 78 6

流動負債合計 2,311 2,213

固定負債

長期借入金 ※1 841 ※1 895

繰延税金負債 48 95

退職給付引当金 1,012 988

環境対策引当金 4 4

長期預り金 2 2

固定負債合計 1,908 1,985

負債合計 4,220 4,198

純資産の部

株主資本

資本金 3,443 3,443

資本剰余金

資本準備金 1,238 559

資本剰余金合計 1,238 559

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △678 △267

利益剰余金合計 △678 △267

自己株式 △24 △26

株主資本合計 3,979 3,710

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 49 129

評価・換算差額等合計 49 129

純資産合計 4,028 3,839

負債純資産合計 8,249 8,038

チタン工業(株)（4098）平成22年３月期決算短信（非連結）
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(2)【損益計算書】

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 4,678 4,660

売上原価

製品期首たな卸高 1,667 1,508

当期製品製造原価 4,042 3,711

他勘定受入高 ※2 204 ※2 148

合計 5,914 5,368

他勘定振替高 ※3 80 ※3 9

製品期末たな卸高 1,508 1,140

合計 1,588 1,150

製品売上原価 ※4 4,325 4,218

売上総利益 353 442

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 152 144

役員報酬 65 49

給料及び賞与 128 119

賞与引当金繰入額 6 4

退職給付引当金繰入額 10 10

減価償却費 5 5

研究開発費 ※5 210 ※5 200

その他 265 204

販売費及び一般管理費合計 844 740

営業損失（△） △491 △297

営業外収益

受取利息 ※1 10 6

受取配当金 9 7

不動産賃貸料 14 14

助成金収入 － 44

物品売却益 17 －

その他 14 12

営業外収益合計 66 85

営業外費用

支払利息 52 62

手形売却損 19 17

為替差損 13 －

貸倒引当金繰入額 0 －

貸倒損失 0 －

その他 19 13

営業外費用合計 106 93

経常損失（△） △531 △305

特別利益

固定資産売却益 － ※6 88

投資有価証券売却益 41 －

特別利益合計 41 88

特別損失

固定資産除却損 ※7 15 ※7 8

減損損失 ※8 1 ※8 35

たな卸資産評価損 ※4 93 －

投資有価証券評価損 21 －

訴訟和解金 71 －

特別損失合計 203 44

チタン工業(株)（4098）平成22年３月期決算短信（非連結）
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

税引前当期純損失（△） △694 △262

法人税、住民税及び事業税 5 5

法人税等合計 5 5

当期純損失（△） △699 △267

チタン工業(株)（4098）平成22年３月期決算短信（非連結）
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,443 3,443

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,443 3,443

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,238 1,238

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － △678

当期変動額合計 － △678

当期末残高 1,238 559

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － 678

欠損填補 － △678

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 21 △678

当期変動額

欠損填補 － 678

当期純損失（△） △699 △267

当期変動額合計 △699 411

当期末残高 △678 △267

自己株式

前期末残高 △21 △24

当期変動額

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △24 △26

株主資本合計

前期末残高 4,681 3,979

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △699 △267

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △702 △269

当期末残高 3,979 3,710

チタン工業(株)（4098）平成22年３月期決算短信（非連結）
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 142 49

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92 79

当期変動額合計 △92 79

当期末残高 49 129

純資産合計

前期末残高 4,823 4,028

当期変動額

当期純損失（△） △699 △267

自己株式の取得 △2 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92 79

当期変動額合計 △794 △189

当期末残高 4,028 3,839

チタン工業(株)（4098）平成22年３月期決算短信（非連結）
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △694 △262

減価償却費 334 333

減損損失 1 35

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） 2 △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △49 △23

受取利息及び受取配当金 △19 △14

支払利息 52 62

その他の営業外損益（△は益） △11 △49

投資有価証券売却損益（△は益） △41 －

有形固定資産除却損 15 8

その他の特別損益（△は益） 93 △88

売上債権の増減額（△は増加） 388 △354

たな卸資産の増減額（△は増加） △99 598

仕入債務の増減額（△は減少） △223 171

未払消費税等の増減額（△は減少） △3 47

小計 △255 453

利息及び配当金の受取額 21 15

利息の支払額 △52 △60

法人税等の支払額 △5 △5

その他の収入 44 87

その他の支出 △119 △28

営業活動によるキャッシュ・フロー △365 463

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 △1

定期預金の払戻による収入 1 1

有形固定資産の取得による支出 △274 △160

有形固定資産の売却による収入 － 52

投資有価証券の取得による支出 △2 －

投資有価証券の売却による収入 111 －

貸付けによる支出 △3 △5

貸付金の回収による収入 76 0

その他の支出 △16 △16

その他の収入 0 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △108 △118

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 700 －

短期借入金の返済による支出 △160 △360

長期借入れによる収入 320 500

長期借入金の返済による支出 △247 △316

自己株式の取得による支出 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 610 △178

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 141 166

現金及び現金同等物の期首残高 360 501

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 501 ※ 668

チタン工業(株)（4098）平成22年３月期決算短信（非連結）
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（５）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（６）重要な会計方針

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。

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。

（会計方針の変更）

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」

（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を適用しております。

なお、これによる損益への影響はありません。

（追加情報）

当社は、平成21年10月１日より適格退職年金制度を確定給付企業年

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 子会社株式

移動平均法による原価法

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)

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 通常の販売目的で保有するたな卸資産

商品及び製品

後入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

仕掛品、原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

３ 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産(リース資産を除く)

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

機械及び装置 ４～12年

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

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、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 引当金の計上基準 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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金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準適用指針第１号 平成14年１月31日）を適用しておりま

す。

本移行に伴う損益への影響はありません。

環境対策引当金

ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の処理に備えるため、その見込額

を計上しております。

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。

７ キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲

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。

（７）注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

※１ 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

建物 1,134 〃 ( 1,134百万円)

構築物 39 〃 ( 39 〃 )

機械及び装置 1,210 〃 ( 1,210 〃 )

工具､器具及び備品 47 〃 ( 47 〃 )

土地 5 〃 ( 5 〃 )

投資有価証券 368 〃

計 2,909 〃 ( 2,436 〃 )

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 1,000百万円

１年内返済予定の
長期借入金

286 〃

長期借入金 841 〃

計 2,128 〃

※１ 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

建物 1,047 〃 ( 1,047百万円)

構築物 34 〃 ( 34 〃 )

機械及び装置 1,115 〃 ( 1,115 〃 )

工具､器具及び備品 29 〃 ( 29 〃 )

土地 5 〃 ( 5 〃 )

投資有価証券 481 〃

計 2,819 〃 ( 2,233 〃 )

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年内返済予定の
長期借入金

416 〃

長期借入金 895 〃

計 1,961 〃

２ 受取手形割引高 749百万円 ２ 受取手形割引高 874百万円

- 16 -



チタン工業(株)(4098)平成22年３月期決算短信(非連結)

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 関係会社に係る取引

関係会社貸付金利息（営業外収益） 7百万円 ―

※２ 他勘定受入高の内訳

購入製品 136百万円

その他 67 〃

計 204 〃

※２ 他勘定受入高の内訳

購入製品 137百万円

その他 10 〃

計 148 〃

※３ 他勘定振替高の内訳

一般管理費 4百万円

営業外費用 9 〃

特別損失 66 〃

計 80 〃

※３ 他勘定振替高の内訳

一般管理費 6百万円

営業外費用 2 〃

計 9 〃

※４ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 72百万円

特別損失 93 〃

―

※５ 研究開発費の総額

一般管理費及び当期総製造

費用に含まれる研究開発費
210百万円

※５ 研究開発費の総額

一般管理費及び当期総製造

費用に含まれる研究開発費
200百万円

―

※６ 固定資産売却益の内訳

社宅用建物・土地 88百万円

※７ 固定資産除却損の内訳

機械及び装置 15百万円

その他 0 〃

計 15 〃

※７ 固定資産除却損の内訳

機械及び装置 2百万円

その他 6 〃

計 8 〃

※８ 減損損失

将来の使用が見込まれていない遊休資産について回収可

能価額まで減額し、当該減損額を減損損失(１百万円)と

して特別損失に計上しております。

なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額として

おります。

※８ 減損損失

将来の使用が見込まれていない遊休資産について回収可

能価額まで減額し、当該減損額を減損損失(35百万円)と

して特別損失に計上しております。

なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額として

おります。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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 当事業年度末

普通株式(株) 30,276,266 ― ― 30,276,266

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 当事業年度末

普通株式(株) 124,839 15,944 ― 140,783

（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。

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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 当事業年度末

普通株式(株) 30,276,266 ― ― 30,276,266

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 当事業年度末

普通株式(株) 140,783 8,453 ― 149,236

（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。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※ 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21年３月31日現在)

現金及び預金 502百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1 〃

現金及び現金同等物 501 〃

※ 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22年３月31日現在)

現金及び預金 669百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1 〃

現金及び現金同等物 668 〃

- 18 -



チタン工業(株)(4098)平成22年３月期決算短信(非連結)

(有価証券関係)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

―

１ 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社出資金（貸借対照表計上額

子会社株式９百万円、関連会社出資金239百万円）は、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、記載しておりません。

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)

(貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)

株式 165 285 119

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 165 285 119

(貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)

株式 109 87 △21

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 109 87 △21

合計 275 373 98

２ その他有価証券

種類
貸借対照表
計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

(貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)

株式 478 243 235

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 478 243 235

(貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)

株式 21 31 △10

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 21 31 △10

合計 499 275 224

（注）非上場株式（貸借対照表計上額20百万円）につい

ては、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、上表の「その他有価

証券」には含めておりません。

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券

(自平成20年４月１日至平成21年３月31日)

売却額 111百万円

売却益の合計 41 〃

―

３ 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

―

(持分法投資損益等)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 167 〃

持分法を適用した場合の投資利益の金額 13 〃

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 201 〃

持分法を適用した場合の投資利益の金額 42 〃
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 133円70銭

１株当たり当期純損失金額 23円20銭

１ 当期の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」

については、１株当たり当期純損失が計上されてお

り、また、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

２ １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

当期純損失 699百万円

普通株主に帰属しない金額 － 〃

普通株式に係る当期純損失 699 〃

期中平均株式数 30,144,173 株

１株当たり純資産額 127円45銭

１株当たり当期純損失金額 8円87銭

１ 当期の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」

については、１株当たり当期純損失が計上されてお

り、また、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

２ １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

当期純損失 267百万円

普通株主に帰属しない金額 － 〃

普通株式に係る当期純損失 267 〃

期中平均株式数 30,129,973 株

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当社は、平成21年5月14日開催の取締役会において、資本

準備金の額の減少及び剰余金の処分を平成21年6月26日

開催予定の第111回定時株主総会に付議することを決議

いたしました。

１．資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行い、繰越

利益剰余金の欠損を補填することにより、財務体質の

改善と早期復配の実現を目的とするものです。

２．資本準備金の額の減少の要領

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額

の一部を減少し、減少した金額をその他資本剰余金に

振り替えるものです。

（１）減少する資本準備金の額

資本準備金 678,233,557円

（減少後の資本準備金の額 559,893,856円）

（２）増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 678,233,557円

３．剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、上記２．で振り替えた

その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損

を補填いたします。

（１）減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 678,233,557円

（２）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 678,233,557円

４．日程

（１）取締役会決議日 平成21年５月14日

（２）定時株主総会決議日 平成21年６月26日（予定）

（３）効力発生日 平成21年６月26日（予定）

当社は、平成22年5月13日開催の取締役会において、資本

準備金の額の減少及び剰余金の処分を平成22年6月29日

開催予定の第112回定時株主総会に付議することを決議

いたしました。

１．資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行い、繰越

利益剰余金の欠損を補填することにより、財務体質の

改善と早期復配の実現を目的とするものです。

２．資本準備金の額の減少の要領

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額

の一部を減少し、減少した金額をその他資本剰余金に

振り替えるものです。

（１）減少する資本準備金の額

資本準備金 267,181,801円

（減少後の資本準備金の額 292,712,055円）

（２）増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 267,181,801円

３．剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、上記２．で振り替えた

その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損

を補填いたします。

（１）減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 267,181,801円

（２）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 267,181,801円

４．日程

（１）取締役会決議日 平成22年５月13日

（２）定時株主総会決議日 平成22年６月29日（予定）

（３）効力発生日 平成22年６月29日（予定）

（開示の省略）

リース取引、金融商品、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、賃貸等不動産、関連当事者との取引に関する注記事

項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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５．その他

(1)役員の異動

①代表者の異動

該当事項はありません。

②その他役員の異動

該当事項はありません。

(2)販売実績等

① 販売実績

前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

主要製品別

金額(百万円) 金額(百万円)

酸化チタン 2,715 2,630

酸化鉄 1,755 1,786

その他 207 242

合計 4,678 4,660

②四半期会計期間に係る経営成績

前第４四半期 当第１四半期 当第２四半期 当第３四半期 当第４四半期

(自平成21年１月１日

至平成21年３月31日)

(自平成21年４月１日

至平成21年６月30日)

(自平成21年７月１日

至平成21年９月30日)

(自平成21年10月１日

至平成21年12月31日)

(自平成22年１月１日

至平成22年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

酸化チタン 465 573 599 685 771

酸化鉄 310 398 427 500 459

売上高

その他 58 63 57 66 54

合計 834 1,036 1,085 1,252 1,285

営業利益 △210 △137 △196 1 35

経常利益 △232 △118 △212 2 23

四半期純利益 △300 △119 △222 0 74

以 上
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