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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第118期

第１四半期累計期間
第119期

第１四半期累計期間
第118期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (百万円) 1,570 1,551 6,305

経常利益 (百万円) 62 29 141

四半期(当期)純利益 (百万円) 61 28 124

持分法を適用した場合の投資利益 (百万円) 8 2 25

資本金 (百万円) 3,443 3,443 3,443

発行済株式総数 (千株) 30,276 30,276 30,276

純資産額 (百万円) 5,683 5,342 5,466

総資産額 (百万円) 12,244 10,937 11,371

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 2.04 0.96 4.12

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)

純利益金額
(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － 2.00

自己資本比率 (％) 46.4 48.8 48.1

(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また、関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。
 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
 
(1) 経営成績の分析

　当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府による経済政策や日本銀行の金融緩和策を受けて、緩やかな

がら景気回復の動きがみられましたものの、中国を始めとするアジア新興国経済の減速など、依然として先行き不透

明な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、平成28年３月期を初年度とする３カ年の新中期事業計画に基づき、基盤事業

の再構築、コア事業の収益拡大及び新規事業の強化を通じて、持続的な成長に向けた収益基盤の強化に取り組んでま

いりました。

　その結果、超微粒子酸化チタンの新製品の採用決定などの成果をあげることができましたものの、既存製品の出荷

数量が減少いたしましたので、当第１四半期累計期間の売上高は、前年同期実績を下回る1,551百万円（前年同期比

1.2％減）となりました。

　一方、損益面につきましては、売上高の減少及び設備稼働率の低下などにより、営業利益は29百万円（前年同期比

55.5％減）、経常利益は29百万円（前年同期比52.5％減）、四半期純利益は28百万円（前年同期比52.8％減）となり

ました。
 

　セグメント別の概況は、次のとおりであります。
 

（酸化チタン）

　酸化チタンにつきましては、一部ユーザーでの在庫調整の影響を受け、出荷数量が減少いたしました。コア事業の

超微粒子酸化チタンにつきましては、トナー外添剤向けの出荷が好調に推移するとともに、ＵＶカット化粧品向け新

製品の採用が決定し、出荷数量が増加いたしました。新規事業のチタン酸リチウムにつきましては、電気自動車向け

の需要が低迷し、出荷数量が減少いたしました。

　以上の結果、当セグメントの売上高は1,073百万円（前年同期比2.3％増）となりましたが、酸化チタン及びチタン

酸リチウムの出荷数量の減少に伴う設備稼働率の低下並びに諸経費の増加などにより、営業利益は６百万円（前年同

期比88.0％減）となりました。
 

（酸化鉄）

　酸化鉄につきましては、塗料向け製品は需要の回復により、出荷数量が増加いたしましたものの、トナー向け製品

は市況の低迷により、出荷数量が減少いたしました。

　以上の結果、当セグメントの売上高は466百万円（前年同期比8.7％減）となりましたが、原燃料価格の値下がりな

どにより、営業利益は18百万円（前年同期比290.0％増）となりました。
 
(2) 財政状態の分析

　資産につきましては、仕掛品、原材料及び貯蔵品などの増加があったものの、受取手形及び売掛金、機械及び装

置、投資有価証券などの減少から、当第１四半期会計期間末10,937百万円と前事業年度末に比べて434百万円減少い

たしました。

　負債につきましては、短期借入金、賞与引当金、長期借入金などの減少から、当第１四半期会計期間末5,594百万

円と前事業年度末に比べて309百万円減少いたしました。

　純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の減少などから、当第１四半期会計期間末5,342百万円と前事

業年度末に比べて124百万円減少いたしました。
 
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
 
(4) 研究開発活動

　当第１四半期累計期間における研究開発費の金額は70百万円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 84,000,000

計 84,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年８月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 30,276,266 30,276,266
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数は1,000株であります。

計 30,276,266 30,276,266 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
 
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
 
(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
 
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数(千株)

発行済株式総数
残高(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額(百万円)

資本準備金
残高(百万円)

平成28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 30,276 － 3,443 － 292

 
(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7)【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日(平成28年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
 
①【発行済株式】

平成28年６月30日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式

 

182,000
－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 29,854,000 29,854 －

単元未満株式 普通株式 240,266 － －

発行済株式総数  30,276,266 － －

総株主の議決権 － 29,854 －

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が10,000株(議決権10個)含まれております。
 
②【自己株式等】

平成28年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％）

（自己保有株式）

チタン工業株式会社

山口県宇部市大字

小串1978番地の25
182,000 － 182,000 0.60

計 － 182,000 － 182,000 0.60

(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権１個)あります。なお、当該株式数は、上記

①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。
 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)

に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成28年４月１日から平成28年６

月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、

太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３ 四半期連結財務諸表について

　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第５条第２項により、当社で

は、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半

期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準          0.2％

売上高基準        1.7％

利益基準          4.0％

利益剰余金基準  　0.0％

※会社間項目の消去前の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 372 390

受取手形及び売掛金 1,537 1,283

商品及び製品 1,452 1,428

仕掛品 580 614

原材料及び貯蔵品 378 440

その他 37 28

流動資産合計 4,359 4,187

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,651 1,624

機械及び装置（純額） 3,282 3,163

その他（純額） 657 676

有形固定資産合計 5,592 5,464

無形固定資産 6 5

投資その他の資産   

投資有価証券 955 823

その他 469 466

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 1,413 1,279

固定資産合計 7,011 6,749

資産合計 11,371 10,937

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 597 563

短期借入金 1,100 1,000

1年内返済予定の長期借入金 469 469

未払法人税等 22 7

賞与引当金 87 27

その他 391 431

流動負債合計 2,668 2,499

固定負債   

長期借入金 2,040 1,973

退職給付引当金 689 660

資産除去債務 3 3

その他 502 458

固定負債合計 3,235 3,095

負債合計 5,904 5,594
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,443 3,443

資本剰余金 292 292

利益剰余金 1,302 1,270

自己株式 △35 △36

株主資本合計 5,002 4,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 464 371

評価・換算差額等合計 464 371

純資産合計 5,466 5,342

負債純資産合計 11,371 10,937

 

EDINET提出書類

チタン工業株式会社(E00796)

四半期報告書

 8/13



(2)【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 1,570 1,551

売上原価 1,285 1,290

売上総利益 285 260

販売費及び一般管理費 219 231

営業利益 65 29

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 9 9

その他 4 7

営業外収益合計 13 17

営業外費用   

支払利息 13 12

その他 2 4

営業外費用合計 16 16

経常利益 62 29

税引前四半期純利益 62 29

法人税、住民税及び事業税 1 0

法人税等合計 1 0

四半期純利益 61 28
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

受取手形割引高

  
前事業年度

（平成28年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成28年６月30日）

受取手形割引高 (百万円) 781 957
 

 
（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に

係る減価償却費は、次のとおりであります。

  
前第１四半期累計期間

（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日）

減価償却費 (百万円) 170 164
 
（株主資本等関係）

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 60 2 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

 
Ⅱ 当第１四半期累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日

定時株主総会
普通株式 60 2 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

 
（持分法損益等）

  
前事業年度

（平成28年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成28年６月30日）

関連会社に対する投資の金額 (百万円) 281 281

持分法を適用した場合の投資の金額 (百万円) 350 313
 

  
前第１四半期累計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

持分法を適用した場合の投資利益の金額 (百万円) 8 2
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６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

      (単位：百万円)

 報告セグメント その他
(注1)

合計 調整額
四半期損益計算書

計上額(注2) 酸化チタン 酸化鉄 計

売上高        

外部顧客への売上高 1,049 510 1,560 10 1,570 － 1,570

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 1,049 510 1,560 10 1,570 － 1,570

セグメント利益（営業利益） 57 4 61 3 65 － 65

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、副産物等の販売を含んでおります。

2 セグメント利益は、四半期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。
 
Ⅱ 当第１四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６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

      (単位：百万円)

 報告セグメント その他
(注1)

合計 調整額
四半期損益計算書

計上額(注2) 酸化チタン 酸化鉄 計

売上高        

外部顧客への売上高 1,073 466 1,539 11 1,551 － 1,551

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 1,073 466 1,539 11 1,551 － 1,551

セグメント利益（営業利益） 6 18 25 3 29 － 29

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、副産物等の販売を含んでおります。

2 セグメント利益は、四半期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。
 
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  前第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
 至 平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 (円) 2.04 0.96

（算定上の基礎）    

四半期純利益金額 (百万円) 61 28

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額 (百万円) 61 28

普通株式の期中平均株式数 (株) 30,098,702 30,093,207

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。
 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年８月10日

チタン工業株式会社

取締役会　御中

 

太陽有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 桐　　川　　　　　聡　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 尾　　川　　克　　明　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているチタン工業株式

会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第119期事業年度の第１四半期会計期間（平成28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、チタン工業株式会社の平成28年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。
 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

(注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管して

おります。

2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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