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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 24,611 △39.6 2,110 △84.1 1,219 △90.4 665 △91.0

21年3月期第3四半期 40,721 ― 13,262 ― 12,750 ― 7,413 ―

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3四半期 18.09 ―

21年3月期第3四半期 201.45 ―

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3四半期 95,325 45,978 48.2 1,249.45
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3四半期  45,978百万円 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

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

21年3月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00
22年3月期 ― 7.50 ―

22年3月期 
（予想）

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 31,800 △39.0 1,300 △91.2 200 △98.6 100 △98.8 2.72
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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3四半期 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3四半期  1,127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3四半期 36,798,888株 21年3月期第3四半期 36,798,975株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(1) 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。 
(2) 金額の表示単位の変更について 
    当社の四半期財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、当第２四半期累計期間より百
万円単位をもって記載しております。なお、比較を容易にするため、前第３四半期累計期間につきましても百万円単位に組替え表示しております。 
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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３四半期累計期間における我が国経済は、好調な新興国経済に牽引され、輸出が緩やかな回復基

調に転じてはおりますが、一方で急激な円高やデフレ圧力、依然低水準にある設備投資など内需低迷に

回復の兆しが見えず、先行き不透明な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、輸出向けで航空旅客需要の停滞とボーイング社の新型航

空機の納入遅れにより需要低迷が続いており、国内向けでも、プラント向けなどの一般産業用の需要低

迷と高位の在庫水準により、国内展伸材メーカーの出荷量は大きく落ち込んでおります。このため、展

伸材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で下落しました。また、

鉄鋼添加用スポンジチタンにおきましても、鉄鋼需要に回復傾向があるものの、依然として需要・価格

とも低位状態から脱しておりません。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３四半期累計期間のチタン事業の売上高は、１５，１４１百万円（前年同期比４７．２％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、既稼働設備については、引き続き設備

休止による生産調整を継続しております。 
  一方、半導体・高機能材料事業では、半導体需要に若干の回復が見られ、多結晶シリコンは数量面で

はフル生産が続いておりますが、価格面ではピーク時からの需給緩和により下落に転じたことに加え、

高純度チタンの販売量も減少しました。この結果、当第３四半期累計期間の半導体・高機能材料事業の

売上高は、９，４７０百万円（前年同期比２１．５%減）となりました。 
以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は２４，６１１百万円（前年同期比３９．６％減）、利

益につきましては、減産下での効率生産や徹底したコスト合理化の実施、設備投資の抑制など収益確保

に努めましたが、売上高の減少の影響が大きく、営業利益２，１１０百万円（前年同期比８４．１％減）、

経常利益１，２１９百万円（前年同期比９０．４％減）、四半期純利益６６５百万円（前年同期比９１．

０％減）となりました。 

 

 

[参考] 事業別売上高                              （単位：百万円） 
  当第 3 四半期 前年同期 増減率  
チタン事業 国 内 8,659 18,802 △53.9%  
 輸 出 6,482 9,860 △34.3%  
      計 15,141 28,663  △47.2%  
半導体・高機能材料事業 9,470 12,057 △21.5%  

合   計 24,611 40,721 △39.6%  
 

 

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３四半期末の総資産の残高は、９５，３２５百万円と前事業年度末と比べ１，６０５百万円

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あります。 

     ② 負債 

   当第３四半期末の負債の残高は、４９，３４７百万円と前事業年度末と比べ３３２百万円減少い

たしました。これは主に、長期借入金の増加があったものの、設備関係未払金や買入債務などの減

少が上回ったことによるものであります。 

    ③ 純資産 

当第３四半期末の純資産の残高は、４５，９７８百万円と前事業年度末と比べ１，２７２百万円

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。 
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(2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、４，５０６百万円となり前事業年度末と比

べ１，２０５百万円増加いたしました。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８，２８３百万円

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１４，５６２百万円の支出、

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払があったものの、長期借入金による収入などで

７，４９７百万円の収入となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 
チタン需要に依然本格的な回復の兆しは見えないものの、スポンジチタンの販売が前回予想からは

若干増加する見込みであります。利益につきましても、販売増に伴うチタンの生産増加に加え、コス

ト合理化の上積み、設備投資・経費の更なる抑制など全社を挙げた収益向上努力の成果により、改善

する見込みであります。 

以上により、前回予想値(平成２１年１０月２９日公表)を、売上高３１，８００百万円、営業利益

１，３００百万円、経常利益２００百万円、当期純利益１００百万円に上方修正いたします。 

 

なお、平成２１年１０月２９日の決算短信で発表いたしました通期業績予想との差異は以下の通り

であります。 
  平成２２年３月期 業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

  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

前回発表予想（Ａ） 31,500 1,000 △400 △400 △10 87

今回修正予想（Ｂ） 31,800 1,300 200 100 2 72

増減額（Ｂ－Ａ） 300 300 600 500 ―

増減率（％） 1.0 30.0 ― ―    ―

（ご参考）前期実績 

（平成 21年 3 月期） 
52,088 14,693 14,173 8,247 224 13

 

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３四半期末にお

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 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：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 4,506 3,301

受取手形及び売掛金 10,563 13,733

商品及び製品 7,436 6,505

仕掛品 1,661 1,856

原材料及び貯蔵品 3,833 3,560

その他 761 1,145

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 28,761 30,099

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 12,848 11,362

機械及び装置（純額） 24,397 27,245

土地 16,279 16,279

建設仮勘定 9,715 8,564

その他（純額） 1,268 1,300

有形固定資産合計 64,508 64,752

無形固定資産 294 290

投資その他の資産 1,760 1,786

固定資産合計 66,564 66,830

資産合計 95,325 96,930
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,808 5,201

短期借入金 10,400 10,400

リース債務 1,033 1,024

未払法人税等 246 1,546

賞与引当金 95 403

設備関係支払手形 237 1,417

設備関係未払金 4,246 9,294

その他 986 710

流動負債合計 20,055 29,997

固定負債   

長期借入金 23,950 13,950

リース債務 3,834 4,597

退職給付引当金 1,051 1,001

その他 455 132

固定負債合計 29,291 19,681

負債合計 49,347 49,679

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,739 8,739

資本剰余金 8,943 8,943

利益剰余金 28,488 29,571

自己株式 △9 △9

株主資本合計 46,162 47,244

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71 35

繰延ヘッジ損益 △254 △29

評価・換算差額等合計 △183 6

純資産合計 45,978 47,250

負債純資産合計 95,325 96,930
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年 4月 1日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年 4月 1日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 40,721 24,611

売上原価 23,517 19,086

売上総利益 17,203 5,525

販売費及び一般管理費 3,940 3,414

営業利益 13,262 2,110

営業外収益   

受取利息及び配当金 7 3

為替差益 － 98

不用品売却益 120 27

受取賃貸料 10 21

補助金収入 － 94

受取補償金 118 －

その他 11 17

営業外収益合計 268 262

営業外費用   

支払利息 87 406

為替差損 548 －

売上債権売却損 61 2

休止固定資産減価償却費 － 664

その他 82 79

営業外費用合計 780 1,153

経常利益 12,750 1,219

特別損失   

固定資産除却損 206 32

地中障害物撤去損 43 －

投資有価証券評価損 11 －

ゴルフ会員権評価損 1 0

特別損失合計 262 33

税引前四半期純利益 12,487 1,186

法人税、住民税及び事業税 5,074 520

法人税等調整額 － －

法人税等合計 5,074 520

四半期純利益 7,413 665
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 12,487 1,186

減価償却費 7,173 8,707

賞与引当金の増減額（△は減少） △316 △307

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7 50

前払年金費用の増減額（△は増加） 68 89

受取利息及び受取配当金 △7 △3

支払利息 87 406

為替差損益（△は益） 33 12

固定資産除却損 206 32

地中障害物撤去損 43 －

投資有価証券評価損 11 －

ゴルフ会員権評価損 1 0

売上債権の増減額（△は増加） 3,988 3,169

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,970 △1,009

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4 400

仕入債務の増減額（△は減少） 1,015 △2,392

その他の流動負債の増減額（△は減少） 214 △31

未払消費税等の増減額（△は減少） △70 233

その他 185 △10

小計 22,154 10,535

利息及び配当金の受取額 7 3

利息の支払額 △76 △361

法人税等の支払額 △8,810 △1,719

固定資産の除却による支出 △229 △101

地中障害物撤去による支出 △447 △73

その他の収入 △115 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,483 8,283

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 △18,940 △14,498

その他 △85 △64

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,026 △14,562

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入による収入 1,000 －

長期借入れによる収入 11,950 10,000

長期借入金の返済による支出 △400 －

リース債務の返済による支出 － △753

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △3,128 △1,749

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,420 7,497

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,843 1,205

現金及び現金同等物の期首残高 1,132 3,301

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,975 4,506
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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 

 
(6) その他の情報 

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資を含んでおり

ます。 
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生産、受注及び販売の状況 
１．生産実績 

当第３四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：百万円) 

当第３四半期 
(自 平成21年 4月 1日
至 平成21年12月31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 16,172 △44.1 37,670 △6.1

半導体・高機能材料事業 9,805 △18.0 15,425 10.4

合計 25,977 △36.5 53,095 △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３四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：百万円) 

当第３四半期 
(自 平成21年 4月 1日
至 平成21年12月31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 13,384 △52.6 9,656 △40.5  30,992 △20.2

半導体・高機能材料事業 10,090 △15.9 3,982 4.6 15,376 1.6

合計 23,475 △41.7 13,638 △31.9 46,369 △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３四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：百万円) 

当第３四半期 
(自 平成21年 4月 1日
至 平成21年12月31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 15,141 △47.2 36,205 △9.0

半導体・高機能材料事業 9,470 △21.5 15,883 14.8

合計 24,611 △39.6 52,088 △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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