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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 8,824 ― 536 ― 590 ― 357 ―

20年3月期第1四半期 8,201 11.0 727 49.4 771 41.5 474 44.3

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

21年3月期第1四半期 7.13 ―

20年3月期第1四半期 9.46 ―

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月期第1四半期 40,850 23,250 56.7 462.44
20年3月期 39,664 22,770 57.2 452.57

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  23,181百万円 20年3月期  22,688百万円

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

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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）

（注）連結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2四半期連結累計期間 17,000 ― 800 ― 750 ― 450 ― 8.98
通期 35,000 7.0 1,400 △30.1 1,350 △33.6 800 △32.6 15.96

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期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（四半期連結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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性が
あります。なお、上記業績予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年3月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第14号 平成19年3月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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月期第1四半期  51,428,828株 20年3月期  51,428,828株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,299,068株 20年3月期  1,295,292株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  50,130,990株 20年3月期第1四半期  50,150,247株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結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の経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済減速の顕在化や

原油をはじめとする原燃料価格の一段の高騰などにより、景気は先行き不透明感が強い状況で推移いたし
ました。
このような状況の中、当社グループの当第１四半期の業績につきましては、引き続き機能性製品を中心に

積極的な販売活動を展開いたしました結果、売上高は８８億２千４百万円（前年同期比７.６％増）となりま
したが、 利益面では原燃料価格の高騰による採算悪化などの影響により、営業利益は５億３千６百万円（前
年同期比２６.２％減）、経常利益は５億９千万円（前年同期比２３.５％減）、四半期純利益は３億５千７百
万円（前年同期比２４.７％減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ資産合計は１１億８千５百万円増加いたしました。

増減の主なものは、流動資産におきましては、受取手形及び売掛金が８億５百万円増加、現金及び預金が
５億１千５百万円減少、固定資産におきましては、投資その他の資産が７億９千２百万円増加いたしました。
負債合計は７億６百万円増加いたしました。増減の主なものは、流動負債におきましては、短期借入金が

９億３百万円増加、固定負債におきましては、長期借入金が４億２千３百万円減少いたしました。
　純資産合計は４億７千９百万円増加いたしました。増減の主なものは、その他有価証券評価差額金が４億
８千万円増加いたしました。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期業績は、概ね計画通りに推移しており、第２四半期連結累計期間及び通期ともに、前回発表

（平成２０年５月１５日）の業績予想からの変更はありません。

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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期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
① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 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、「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））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用す
ることができるようになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用
し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。
  また、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の減価償却の方法については、リー
ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
　ただし、当第１四半期連結会計期間において新たな所有権移転外ファイナンス・リース取引が発生し
なかったため、損益に与える影響はありません。
  なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始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取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

      （追加情報）
①有形固定資産の耐用年数の変更 

法人税法等の改正に伴い、法定耐用年数及び資産区分が見直されました。これに伴い、当社は当第
１四半期連結会計期間より、機械装置等の耐用年数の変更を行っております。 
なお、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

②役員退職慰労金制度の廃止 
当社は、役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、平成20年６月27日開催の定時株主総会におい

て、制度廃止日（平成20年６月27日）までの在任期間に対応する役員退職慰労金を役員退任時に打ち
切り支給することを決議いたしました。 
　これに伴い、同日までの在任期間に応じた役員退職慰労引当金は全額取崩し、打ち切り支給額の未
払分202百万円を固定負債の「その他」に計上しております。
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5. 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）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,119 3,634

受取手形及び売掛金 10,102 9,296

有価証券 26 26

商品及び製品 4,955 4,701

仕掛品 476 464

原材料及び貯蔵品 1,949 1,800

その他 312 524

流動資産合計 20,940 20,448

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,448 4,553

機械装置及び運搬具（純額） 6,269 6,561

その他（純額） 2,491 2,192

有形固定資産合計 13,210 13,307

無形固定資産 69 71

投資その他の資産

投資有価証券 5,876 5,074

その他 775 785

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 6,629 5,836

固定資産合計 19,909 19,215

資産合計 40,850 39,664
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（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,617 4,717

短期借入金 3,379 2,475

未払法人税等 122 603

賞与引当金 168 320

その他の引当金 3 8

その他 2,964 2,333

流動負債合計 11,255 10,460

固定負債

長期借入金 3,666 4,089

退職給付引当金 2,148 2,110

その他の引当金 3 217

その他 524 15

固定負債合計 6,343 6,432

負債合計 17,599 16,893

純資産の部

株主資本

資本金 9,855 9,855

資本剰余金 6,767 6,767

利益剰余金 5,027 4,920

自己株式 △419 △418

株主資本合計 21,230 21,125

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,948 1,467

為替換算調整勘定 2 96

評価・換算差額等合計 1,950 1,563

少数株主持分 68 82

純資産合計 23,250 22,770

負債純資産合計 40,850 39,664
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(2) 四半期連結損益計算書

   （第１四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 8,824

売上原価 7,107

売上総利益 1,717

販売費及び一般管理費 1,180

営業利益 536

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 78

その他 35

営業外収益合計 115

営業外費用

支払利息 39

その他 21

営業外費用合計 61

経常利益 590

特別損失

固定資産除却損 20

特別損失合計 20

税金等調整前四半期純利益 569

法人税、住民税及び事業税 115

法人税等調整額 96

法人税等合計 211

少数株主利益 0

四半期純利益 357
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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）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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 569

減価償却費 619

受取利息及び受取配当金 △79

支払利息 39

売上債権の増減額（△は増加） △805

たな卸資産の増減額（△は増加） △413

仕入債務の増減額（△は減少） △99

その他 343

小計 173

利息及び配当金の受取額 79

利息の支払額 △38

法人税等の支払額 △596

営業活動によるキャッシュ・フロー △382

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 △278

投資有価証券の取得による支出 △4

その他 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △311

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,050

長期借入金の返済による支出 △570

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △192

財務活動によるキャッシュ・フロー 286

現金及び現金同等物に係る換算差額 △107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △515

現金及び現金同等物の期首残高 3,555

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,040
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(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

　 事業の種類別セグメント情報

　 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

酸化チタン
関連事業
(百万円)

その他
化学品事業
(百万円)

その他
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

　売上高

　(1) 外部顧客に対する
　 売上高

4,999 3,380 444 8,824 ― 8,824

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

242 882 408 1,533 (1,533) ―

計 5,242 4,263 853 10,358 (1,533) 8,824

　営業利益 158 366 0 525 11 536

（注） １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。

　 ２ 各事業区分に属する主な製品は次のとおりであります。

　  (1) 酸化チタン関連事業…………酸化チタン、微粒子酸化チタン、微粒子酸化亜鉛、表面処理製品、

　                                光触媒用酸化チタン等

   (2) その他化学品事業……………界面活性剤、硫酸、低分子量芳香族スルホン酸、

                                 無公害防錆顔料、導電性高分子酸化重合剤、電池セパレータ等

   (3) その他事業……………………倉庫業及びエレクトロ・セラミックス製造販売 

   

      
      
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

　前四半期に係る財務諸表等

　(1) （要約）四半期連結損益計算書

　 （単位：百万円）

科 目

前年同四半期
(平成20年３月期第１四半期）

金額

Ⅰ 売上高 8,201

Ⅱ 売上原価 6,328

　   売上総利益 1,873

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,146

　 営業利益 727

Ⅳ 営業外収益

　1  受取利息及び配当金 83

　2  その他 22

　 営業外収益合計 105

Ⅴ 営業外費用

　1  支払利息 40

　2  その他 20

　 営業外費用合計 61

　 経常利益 771

Ⅵ 特別利益 1

Ⅶ 特別損失 9

　 税金等調整前
　 四半期(当期)純利益

763

　 税金費用 286

　 少数株主利益 2

　 四半期(当期)純利益 474
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　(2) 事業の種類別セグメント情報

　 前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

　 （単位：百万円）

酸化チタン関連
事業

その他化学品
事業

その他
事業

計 消去又は全社 連結

売上高 5,205 3,637 888 9,731 (1,529) 8,201

営業費用 4,643 3,531 834 9,009 (1,534) 7,474

営業利益 562 105 54 722 4 727
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