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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第2四半期 17,904 4.3 587 ― 468 ― 370 ―
24年3月期第2四半期 17,170 34.3 △485 ― △897 ― △268 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 391百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △308百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 5.43 ―
24年3月期第2四半期 △4.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 103,943 42,510 40.8
24年3月期 98,143 28,125 28.6
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  42,416百万円 24年3月期  28,034百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
（注）平成25年３月期の配当につきましては現在未定であり、今後、予想が可能となった時点で速やかに開示します。 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 39,700 10.3 900 ― 500 ― 700 ― 10.06



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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 ・本資料に記載されている業績予想は、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３ページをご参照ください。 
（決算補足説明資料、決算説明会内容の入手方法） 
 ・決算説明会は、平成24年11月９日に開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予
定です。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 71,270,910 株 24年3月期 60,770,910 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 96,504 株 24年3月期 96,504 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 68,174,406 株 24年3月期2Q 60,674,422 株



 

 

添付資料の目次 

 

１.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………… 2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………… 2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………… 3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………… 3

２.サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………… 3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………… 3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………… 3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………… 3

３.四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………… 4

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………… 6

四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………… 6

四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………… 7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………… 8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………… 9

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………… 9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………… 9

 

東邦チタニウム(株)（5727）平成25年３月期 第２四半期決算短信

1



 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成 24 年４月 1日～平成 24 年９月 30 日）における事業環境に

ついては、欧州債務問題の深刻化、中国をはじめとする新興国経済の減速、円高の定着等により、

依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような中で当社の売上高は、前年同期比 4.3％増の 179 億４百万円となり、損益について

は増販および価格改善等により前年同期に対し改善し、営業利益５億 87 百万円、経常利益４億

68 百万円、四半期純利益３億 70 百万円となりました。 

 

金属チタン事業 

当事業の売上高は、国内向けが大型海水淡水化案件の遅延や電力向け需要の落ち込みにより減

少したものの、航空機用途が主体の海外顧客への販売量が増加したことに加え、原料価格高騰に

よる販売価格の上昇もあり、前年同期比 5.0％増の 137 億 22 百万円と増加いたしました。 

これらの結果、営業利益は原料価格高騰、電力単価値上げ等があったものの、増産効果等によ

り前年同期比 427.3％増の 12 億 26 百万円となりました。 

 

機能化学品事業 

触媒製品の売上高は、円高等により前年同期に対し減少いたしました。 

超微粉ニッケル及び高純度酸化チタンについては、その主要用途である電子部品の需要が年明

け以降スマートフォン等を中心として回復しつつあり、売上高は前年同期に対して増加いたしま

した。 

これらの結果、当事業の売上高は前年同期比 2.1％増の 41 億 81 百万円となり、営業利益も前

年同期比 8.9％増の４億 99 百万円となりました。 

 

 

セグメント別連結売上高                           （単位：百万円） 

区 分 
25 年３月期

第２四半期

24 年３月期

第２四半期
増減率 

金 属 チ タ ン 事 業           13,722 13,073 5.0％ 

機 能 化 学 品 事 業 4,181 4,096 2.1％ 

合        計 17,904 17,170 4.3％ 

 
セグメント別連結営業利益                    （単位：百万円） 

区   分 
25 年３月期

第２四半期

24 年３月期

第２四半期
増減率 

金 属 チ タ ン 事 業           1,226 232  427.3％ 

機 能 化 学 品 事 業 499 458 8.9％ 

全  社  費  用 △1,138 △1,176 －   

合        計 587 △485 －   
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、増産に伴う棚卸資産の増加を主因に、前

連結会計年度末に比べ 58 億円の増加となりました。 

負債の部は第三者割当増資資金を原資とした短期借入金の返済を主因に、前連結会計年度

末比 85 億 84 百万円の減少となりました。 

純資産の部は、第三者割当増資等により前連結会計年度末比 143 億 84 百万円の増加とな

りました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 28.6％から 40.8％となりまし

た。 

 

②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、税金等調整前四半期純利益４億 61 百万円、減価

償却費35億16百万円、売上債権の減少10億５百万円等による資金の増加がありましたが、

たな卸資産の増加 61 億 67 百万円等による資金の減少があり、△14 億 12 百万円(前年同期

比 30 億 62 百万円減少)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 16 億 74 百万円等

により、△20 億 28 百万円(前年同期比３億 21 百万円減少)となりました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金純減額 93 億 50 百万円、配当金の支払

額による支出３億３百万円、第三者割当増資 143 億１百万円、長期借入金純増額２億 28 百

万円等により、41 億 43 百万円(前年同期比 40 億 25 百万円増加)となりました。 

  また第１四半期連結会計期間より新たに連結子会社となった Toho Titanium Europe 

Co.,Ltd.の現金及び現金同等物期首残高１億 40 百万円が増加しました。 

   以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年

度末に比べ８億 51 百万円増加し、22億 67 百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因

により、予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては、前回予想（平

成 24 年９月 19 日）を変更しておりません。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

   該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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３.四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,416 2,267

受取手形及び売掛金 7,154 5,909

商品及び製品 9,498 13,708

仕掛品 5,105 5,347

原材料及び貯蔵品 7,068 9,042

繰延税金資産 38 70

その他 779 1,235

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 31,051 37,573

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 27,308 27,363

減価償却累計額 △9,783 △10,240

建物及び構築物（純額） 17,525 17,123

機械装置及び運搬具 80,801 80,927

減価償却累計額 △44,094 △46,191

機械装置及び運搬具（純額） 36,707 34,735

工具、器具及び備品 2,414 2,395

減価償却累計額 △1,926 △1,950

工具、器具及び備品（純額） 488 445

土地 2,679 2,679

リース資産 9,238 10,480

減価償却累計額 △2,772 △3,522

リース資産（純額） 6,465 6,958

建設仮勘定 1,007 2,182

有形固定資産合計 64,874 64,125

無形固定資産   

ソフトウエア 328 262

その他 217 197

無形固定資産合計 546 460

投資その他の資産   

投資有価証券 294 221

長期貸付金 1,239 1,238

繰延税金資産 2 2

その他 204 390

貸倒引当金 △68 △68

投資その他の資産合計 1,671 1,785

固定資産合計 67,091 66,370

資産合計 98,143 103,943

東邦チタニウム(株)（5727）平成25年３月期 第２四半期決算短信

4



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,215 2,095

短期借入金 35,694 26,344

リース債務 1,266 1,465

未払法人税等 92 178

賞与引当金 542 601

役員賞与引当金 0 0

その他 1,419 1,348

流動負債合計 41,231 32,033

固定負債   

長期借入金 21,447 21,675

リース債務 5,453 5,787

退職給付引当金 480 530

繰延税金負債 489 482

資産除去債務 908 918

その他 6 6

固定負債合計 28,785 29,399

負債合計 70,017 61,432

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,812 11,963

資本剰余金 5,872 13,022

利益剰余金 17,402 17,468

自己株式 △75 △75

株主資本合計 28,012 42,378

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 63 53

繰延ヘッジ損益 △30 3

為替換算調整勘定 △11 △18

その他の包括利益累計額合計 21 38

少数株主持分 91 93

純資産合計 28,125 42,510

負債純資産合計 98,143 103,943
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 17,170 17,904

売上原価 14,928 14,455

売上総利益 2,241 3,448

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 459 497

賞与引当金繰入額 88 111

退職給付費用 21 28

研究開発費 792 765

その他 1,364 1,459

販売費及び一般管理費合計 2,726 2,861

営業利益又は営業損失（△） △485 587

営業外収益   

為替差益 － 127

物品売却益 20 19

未払配当金除斥益 5 2

デリバティブ利益 48 －

雑収入 16 24

営業外収益合計 92 174

営業外費用   

支払利息 324 243

支払手数料 － 43

為替差損 170 －

雑損失 9 6

営業外費用合計 504 293

経常利益又は経常損失（△） △897 468

特別利益   

固定資産売却益 － 4

補助金収入 650 －

特別利益合計 650 4

特別損失   

固定資産除却損 5 6

ゴルフ会員権評価損 － 4

災害による損失 34 －

特別損失合計 39 11

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△287 461

法人税、住民税及び事業税 28 122

法人税等調整額 △45 △35

法人税等合計 △17 86

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△269 375

少数株主利益 △0 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △268 370
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△269 375

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △28 △10

繰延ヘッジ損益 △3 33

為替換算調整勘定 △8 △7

その他の包括利益合計 △39 16

四半期包括利益 △308 391

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △307 386

少数株主に係る四半期包括利益 △0 4
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△287 461

減価償却費 3,371 3,516

賞与引当金の増減額（△は減少） 83 58

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 63 49

受取利息及び受取配当金 △10 △11

支払利息 324 243

ゴルフ会員権評価損 － 4

固定資産除却損 3 6

売上債権の増減額（△は増加） 55 1,005

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,106 △6,167

仕入債務の増減額（△は減少） 351 △120

未払金の増減額（△は減少） △35 △265

未払費用の増減額（△は減少） 40 98

未収消費税等の増減額（△は増加） 156 79

その他 △11 △91

小計 2,001 △1,138

利息及び配当金の受取額 9 11

利息の支払額 △324 △244

法人税等の支払額 △36 △39

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,650 △1,412

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 △1,560 △1,674

貸付けによる支出 △163 △161

その他 16 △192

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,707 △2,028

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 10,350 14,150

短期借入金の返済による支出 △7,550 △23,500

長期借入れによる収入 2,000 2,000

長期借入金の返済による支出 △3,690 △1,772

自己株式の取得による支出 △0 －

リース債務の返済による支出 △687 △731

株式の発行による収入 － 14,301

配当金の支払額 △303 △303

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 117 4,143

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59 710

現金及び現金同等物の期首残高 286 1,416

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 299 140

現金及び現金同等物の四半期末残高 644 2,267

東邦チタニウム(株)（5727）平成25年３月期 第２四半期決算短信

8



 

(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)セグメント情報等 

【セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成 23 年４月１日～至 平成 23 年９月 30 日）   

 

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （百万円） 

報告セグメント 

 金属チタン

事  業 

機能化学品

事 業 
計 

調整額 

(注 1) 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注 2) 

売  上  高   

  外部顧客に対する売上高 13,073 4,096 17,170 －  17,170 
  セ グ メ ン ト 間 の            

 内部売上高又は振替高            
371 7 378 △378 － 

      計 13,444 4,104 17,548 △378 17,170 
セグメント利益又は損失(△) 232 458 690 △1,176 △485 

 (注)1. セグメント利益又は損失の調整額△1,176 百万円は、主に報告セグメントに帰属しない 

一般管理費及び試験研究費であります。 

   2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成 24 年４月１日～至 平成 24 年９月 30 日）   

 

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  （百万円） 

報告セグメント 

 金属チタン

事  業 

機能化学品

事 業 
計 

調整額 

(注 1) 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注 2) 

売  上  高   

  外部顧客に対する売上高 13,722 4,181 17,904 － 17,904 
  セ グ メ ン ト 間 の            

 内部売上高又は振替高            
489 5 494 △494 － 

      計 14,212 4,186 18,399 △494 17,904 

セグメント利益 1,226 499 1,725 △1,138 587 

 (注)1. セグメント利益の調整額△1,138 百万円は、主に報告セグメントに帰属しない 

一般管理費及び試験研究費であります。 

   2.  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

     該当事項はありません。 

 

 (6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   当社は、平成 24 年５月１日付で、ＪＸホールディングス株式会社、新日本製鐵株式会社

（新日本製鐵株式会社は、10 月 1 日に住友金属工業株式会社と合併し、新日鐵住金株式会社

となりました。）から第三者割当増資の払込を受けました。 

   この結果、当第 2四半期連結累計期間において資本金が 7,150 百万円、資本剰余金が 7,150

百万円増加し、当第 2四半期連結会計期間末において資本金が 11,963 百万円、資本剰余金が
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13,022 百万円となっております。 
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