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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 8,246 △40.3 1,049 △79.7 742 △85.9 340 △88.9

21年3月期第1四半期 13,815 ― 5,163 ― 5,255 ― 3,080 ―

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

22年3月期第1四半期 9.26 ―

21年3月期第1四半期 83.72 ―

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月期第1四半期 88,532 46,131 52.1 1,253.61
21年3月期 96,930 47,250 48.7 1,284.03

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  46,131百万円 21年3月期  47,250百万円

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

21年3月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）

（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

16,600 △40.4 1,200 △87.3 600 △93.6 300 △94.5 8.15

通期 35,500 △31.8 3,100 △78.9 2,000 △85.9 1,140 △86.2 30.98
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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、4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、4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 無

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月期第1四半期 36,800,000株 21年3月期  36,800,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,124株 21年3月期  1,082株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 36,798,912株 21年3月期第1四半期 36,799,018株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想につきましては、現時点における将来の見通しを含んで記載しております。実際の業績は、様々な要因によってこれらの予想数値と異なる
場合があります。 
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【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経済は、一部の業種で輸出の回復や景気対策の効果により、持ち直しの

動きがみられますが、昨秋以降の急激な景気悪化を埋めるには程遠く、企業収益や設備投資の大幅な減

少、雇用情勢の更なる悪化等依然厳しい状況が続いております。 

 

当社事業につきましては、チタン事業では、平成２０年下期からの航空機用を主体とする輸出向け需

要の急減に加え、国内向けでも、世界的不況に伴う国内外の設備投資の大幅な減少を受けた日本の展伸

材メーカーにおける産業プラント用などの受注低迷と在庫調整の影響により、展伸材用スポンジチタン

の需要が大きく減少するとともに、販売価格も前年契約比下落しました。また、鉄鋼添加用スポンジチ

タンにおいても、鉄鋼業界の減産によって需要減少・市況下落となりました。この結果、国内・輸出向

けともに数量・価格の両面で大きく低下し、当第１四半期のチタン事業の売上高は，４，９０４百万円

（前年同期比５０．３％減）となりました。なお、スポンジチタンの販売減に対応するため、生産面で

は生産能力増強計画の一部を延期するとともに、既稼働設備については、前年下期から実施している減

産による生産調整を一段と強化しました。 

一方、半導体・エネルギー関連事業では多結晶シリコンの販売価格が、半導体需要の低迷により下落

に転じたことに加え、高純度チタンの販売量が減少しました。この結果、当第１四半期の半導体・エネ

ルギー関連事業の売上高は、３，３４２百万円（前年同期比１５．４％減）となりました。 

以上の結果、当第１四半期の売上高は８，２４６百万円（前年同期比４０．３％減）、利益につきま

しては、減産下での効率生産や徹底した緊急コスト削減の実施など収益確保に努めましたが、売上高の

減少の影響が大きく、営業利益１，０４９百万円（前年同期比７９．７％減）、経常利益７４２百万円

（前年同期比８５．９％減）、四半期純利益３４０百万円（前年同期比８８．９％減）となりました。 
 

 

[参考] 事業別売上高                              （単位：百万円） 
  当第 1 四半期 前年同期 増減率  
チタン事業 国 内 2,870 6,456 △55.5%  
 輸 出 2,034 3,407 △40.3%  
      計 4,904 9,863  △50.3%  
半導体・エネルギー関連事業 3,342 3,952 △15.4%  

合   計 8,246 13,815 △40.3%  
 

 

２．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 

    ① 資産 

    当第 1 四半期末の総資産の残高は、８８，５３２百万円と前事業年度末と比べ８，３９７百万円

減少いたしました。これは主に、売上高減少に伴う売掛金の減少によるものです。 

     ② 負債 

   当第 1 四半期末の負債の残高は、４２，４０１百万円と前事業年度末と比べ７，２７７百万円減

少いたしました。これは主に、設備関係未払金の減少によるものであります。 

    ③ 純資産 

当第 1 四半期末の純資産の残高は、４６，１３１百万円と前事業年度末と比べ１，１１９百万円

減少いたしました。これは主に、四半期純利益による増加と配当金支払による減少を差し引きした

結果、利益剰余金が減少したことによるものであります。 

 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期末における現金及び現金同等物の残高は、２４５百万円となり前事業年度末と比べ３，

０５６百万円減少いたしました。この内営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益

と減価償却費を合わせたキャッシュ・フローの増加や売上債権の減少などで６，１８０百万円の収入、

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の支払を主体に７，５０４百万円の支出、財務活動

によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などで 1，７２５百万円の支出となりました。 
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３．業績予想に関する定性的情報 
業績予想につきましては、平成２１年４月２８日発表の第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変

更はありません。 
 

 

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 

① 一般債権の貸倒見積高 

   前事業年度末に算定した貸倒実績率と著しい変動がないと認められるため、当第 1四半期末にお

いて、前事業年度の財務諸表作成で使用した貸倒実績率を用いて算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

   前事業年度末の実地棚卸高を基礎として継続記録法により棚卸高の算定をしている棚卸資産に

ついては、当第 1四半期末の実地棚卸を省略しております。 

③ 税金費用 

    年間の税引前利益に対する税効果適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当

該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額につきましては法人税等に含め

て表示しております。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前事業年度に対し

一時差異、経営環境等に著しい変化がある場合においてはその影響を加味しております。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年6月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 245,298 3,301,540

受取手形及び売掛金 7,589,604 13,733,037

商品及び製品 7,310,442 6,505,664

仕掛品 1,740,049 1,856,694

原材料及び貯蔵品 3,367,121 3,560,188

その他 1,053,279 1,145,864

貸倒引当金 △3,000 △3,000

流動資産合計 21,302,795 30,099,990

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 13,131,169 11,362,608

機械及び装置（純額） 28,061,644 27,245,782

土地 16,279,152 16,279,152

建設仮勘定 6,342,415 8,564,822

その他（純額） 1,352,213 1,300,511

有形固定資産合計 65,166,595 64,752,877

無形固定資産 316,771 290,925

投資その他の資産 1,746,829 1,786,614

固定資産合計 67,230,196 66,830,417

資産合計 88,532,991 96,930,407
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年6月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 3,356,245 5,201,283

短期借入金 10,400,000 10,400,000

リース債務 1,028,163 1,024,175

未払法人税等 307,778 1,546,769

賞与引当金 100,775 403,101

設備関係支払手形 1,517,122 1,417,274

設備関係未払金 4,782,804 9,294,237

その他 1,391,838 710,630

流動負債合計 22,884,726 29,997,471

固定負債   

長期借入金 13,950,000 13,950,000

リース債務 4,344,442 4,597,755

退職給付引当金 1,021,696 1,001,301

その他 200,724 132,913

固定負債合計 19,516,863 19,681,971

負債合計 42,401,590 49,679,442

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,739,620 8,739,620

資本剰余金 8,943,076 8,943,076

利益剰余金 28,439,975 29,571,211

自己株式 △9,516 △9,348

株主資本合計 46,113,154 47,244,559

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 87,593 35,500

繰延ヘッジ損益 △69,347 △29,094

評価・換算差額等合計 18,246 6,405

純資産合計 46,131,401 47,250,965

負債純資産合計 88,532,991 96,930,407
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年4月 1日 
 至 平成21年6月30日) 

売上高 13,815,675 8,246,682

売上原価 7,359,517 6,071,627

売上総利益 6,456,158 2,175,055

販売費及び一般管理費 1,292,282 1,125,233

営業利益 5,163,875 1,049,821

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,845 842

為替差益 70,304 14,537

不用品売却益 54,423 10,018

その他 10,397 9,399

営業外収益合計 138,971 34,798

営業外費用   

支払利息 27,752 118,202

売上債権売却損 18,461 2,642

休止固定資産減価償却費 － 213,780

その他 774 7,646

営業外費用合計 46,988 342,272

経常利益 5,255,858 742,347

特別損失   

固定資産除却損 65,827 30,342

特別損失合計 65,827 30,342

税引前四半期純利益 5,190,030 712,004

法人税、住民税及び事業税 2,109,228 371,284

法人税等調整額 － －

法人税等合計 2,109,228 371,284

四半期純利益 3,080,802 340,720
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年4月1日 

  至 平成21年6月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 5,190,030 712,004

減価償却費 1,635,099 2,701,887

賞与引当金の増減額（△は減少） △316,149 △302,326

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,680 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,225 20,394

前払年金費用の増減額（△は増加） 22,521 29,982

受取利息及び受取配当金 △3,845 △842

支払利息 27,752 118,202

為替差損益（△は益） △4,034 7,376

固定資産除却損 65,827 30,342

売上債権の増減額（△は増加） 5,445,407 6,143,433

たな卸資産の増減額（△は増加） △131,889 △495,066

その他の流動資産の増減額（△は増加） 108,622 92,601

仕入債務の増減額（△は減少） △8,267 △1,845,038

その他の流動負債の増減額（△は減少） 880,068 635,924

未払消費税等の増減額（△は減少） △70,126 36,475

その他 △144,659 20,935

小計 12,687,902 7,906,287

利息及び配当金の受取額 3,843 842

利息の支払額 △18,458 △133,815

法人税等の支払額 △4,758,883 △1,509,244

固定資産の除却による支出 △118,897 △11,813

地中障害物撤去による支出 △81,122 △71,336

その他の収入 31,359 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,745,742 6,180,919

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 △4,944,695 △7,456,951

その他 △58,913 △47,692

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,003,609 △7,504,643

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △400,000 －

リース債務の返済による支出 － △249,325

自己株式の取得による支出 △543 △168

配当金の支払額 △1,657,878 △1,475,648

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,058,422 △1,725,142

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,034 △7,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 687,745 △3,056,242

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,182 3,301,540

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,819,927 245,298
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(4) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項なし 

 
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項なし 
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生産、受注及び販売の状況 
１．生産実績 

当第１四半期の生産実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 
(単位：千円) 

当第１四半期 
(自 平成21年4月１日
至 平成21年6月30日) 

前期 
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日) 区分 

生産高 
対前年四半期 
増減率(％) 

生産高 
対前期増減率

(％) 

チ タ ン 事 業 6,002,053 △39.9 37,670,189 △6.1

半導体・エネルギー関連事業 2,705,695 △24.3 15,425,126 10.4

合計 8,707,748 △35.8 53,095,315 △1.8

(注) 1 金額には、消費税等は含まれておりません。 

2 金額は販売価格によっております。 

 
２．受注実績 

当第１四半期の受注実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 
(単位：千円) 

当第１四半期 
(自 平成21年4月１日
至 平成21年6月30日) 

前期 

(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

区分 

受注高 
対前年四半
期増減率
(％) 

 
受注残高

 

対前年四半
期増減率
(％) 

受注高 
対前期増減
率(％) 

チ タ ン 事 業 2,494,741 △65.0 9,002,913 △35.2  30,992,863 △20.2

半導体・エネルギー関連事業 3,388,848 △13.7 3,408,931 △11.4 15,376,252 1.6

合計 5,883,589 △46.8 12,411,844 △30.0 46,369,115 △14.1

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

３．販売実績 

当第１四半期の販売実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 
(単位：千円) 

当第１四半期 
(自 平成21年4月１日
至 平成21年6月30日) 

前期 
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日) 

区分 

販売高 
対前年四半期 
増減率(％) 

販売高 対前期増減率(％)

チ タ ン 事 業 4,904,312 △50.3 36,205,174 △9.0

半導体・エネルギー関連事業 3,342,370 △15.4 15,883,824 14.8

合計 8,246,682 △40.3 52,088,999 △2.9

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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