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提出会社の経営指標等 

  

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12期

第3四半期 
累計期間

第12期
第3四半期 
会計期間

第11期

会計期間

自 平成20年
  ４月１日 
至 平成20年 
  12月31日

自 平成20年
  10月１日 
至 平成20年 
  12月31日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成20年 
  ３月31日

売上高 (千円) 40,721,520 12,887,115 53,634,908

経常利益 (千円) 12,750,685 3,372,748 20,462,815

四半期(当期)純利益 (千円) 7,413,132 1,988,638 11,499,848

持分法を適用した 
場合の投資損失(△)

(千円) － － △ 244,030

資本金 (千円) － 8,739,620 8,739,620

発行済株式総数 (株) － 36,800,000 36,800,000

純資産額 (千円) － 46,399,183 42,273,790

総資産額 (千円) － 90,925,988 72,319,869

１株当たり純資産額 (円) － 1,260.88 1,148.77

１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) 201.45 54.04 312.50

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) 40 － 80

自己資本比率 (％) － 51.0 58.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 12,483,354 － 15,004,717

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △ 19,026,357 － △ 16,313,454

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 9,420,365 － △ 2,436,323

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) － 3,975,606 1,132,182

従業員数 (名) － 570 519



  
(注)  1  売上高には、消費税等は含まれておりません。 

2  当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結会計期間等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。 

3  当社は、平成20年１月１日付で当社が５０％出資する㈱エスティ不動産を吸収合併いたしましたため、当第

   ３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間の持分法を適用した場合の投資利益については、該当事項はあ

   りません。 

4  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記

  載しておりません。  

5  従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員であります。 

6  第１１期の１株当たり配当額８０円は、商号変更に伴う記念配当１０円を含んでおります。  

当第３四半期会計期間において、当社の事業内容に重要な変更はありません。 

  

  

当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

     (平成20年12月31日現在) 

 
(注) 1  従業員数は当社から他社への出向者を除いた就業人員であります。  

     2  従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期会計期間平均雇用人員であります。  

     3  臨時従業員には、パートタイマー、期間及び嘱託契約を含み、派遣社員を除いております。  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

 提出会社の状況

従業員数 (名) 570

(外、平均臨時雇用者数） (名) (73)



当第３四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

区分

当第３四半期会計期間

生産高(千円)

チタン事業 9,045,395

その他事業 4,147,159

合計 13,192,554

(2) 受注実績

区分

当第３四半期会計期間

受注高(千円) 受注残高(千円)

チタン事業 13,944,871 16,215,710

その他事業 3,701,673 3,806,675

合計 17,646,544 20,022,385



  

当第３四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
  

(注) １  輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出高の割合 

 
  

 
  

      ３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
  

 ４ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

(3) 販売実績

区分

当第３四半期会計期間

販売高(千円)

チタン事業 8,819,841

その他事業 4,067,274

合計 12,887,115

区分

当第３四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％)

チタン事業 2,674,955 20.8

その他事業 440,962 3.4

合計 3,115,917 24.2

    ２  主要な輸出先別の割合（％）

輸出先 当第３四半期会計期間

北米 77.5

欧州 11.5

その他 11.0

合計 100.0

相手先

当第３四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％)

住友商事㈱ 5,104,082 39.6

㈱ＳＵＭＣＯ 2,975,585 23.1

神鋼商事㈱ 2,545,317 19.8



  

該当事項はありません。 

  

  

(1) 経営成績の分析 

   当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機を発端とした世界景気の急激な 

 悪化や原油を始めとする原材料価格の乱高下、円高・株安により、個人消費の一段の冷え込み、 

 設備投資の縮小、企業収益の大幅な悪化など極めて厳しい状況になっております。  

  当社事業につきましては、チタン事業では、販売価格が前年契約比１割アップとなり、また国 

 内向けの展伸材用需要も堅調に推移しましたが、鉄鋼添加用スポンジチタンの市況軟化や、輸出 

 向けについては円高影響と航空機用スポンジチタンの在庫調整の影響を受け、チタン事業の売上 

 高は、８，８１９百万円(前年同期比１１．８％減)となりました。  

  一方、その他事業では、半導体用多結晶シリコンの売上高が、０８年１０月からの年産１，３ 

 ００ｔから１，４００ｔへの能力増強の効果に加えて、太陽電池用需要の拡大に伴う需給逼迫の 

 継続を背景とした販売価格の改善効果により、増加いたしました。この結果、その他事業の売上 

 高は、４，０６７百万円（前年同期比８．３％増）となりました。  

  以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は１２，８８７百万円（前年同期比６．３％減） 

 、利益につきましては、スポンジチタン生産能力増強投資の段階的な立上げに伴う償却負担の増 

 加に加え、円高影響や原料・エネルギーコストのアップ等により、営業利益３，８２６百万円( 

 前年同期比２８．９％減）、経常利益３，３７２百万円(前年同期比３７．５％減)、四半期純利 

 益１，９８８百万円（前年同期比３７．７％減）となりました。  

  

 

(2) 財政状態の分析  

  ① 資産  

     当第３四半期会計期間末の総資産の残高は、９０，９２５百万円と前事業年度末と比べ１８ 

  ，６０６百万円増加いたしました。これは主に、スポンジチタン生産能力増強投資を主体とし 

  た有形固定資産の増加によるものであります。  

   ② 負債  

    当第３四半期会計期間末の負債の残高は、４４，５２６百万円と前事業年度末と比べ１４， 

  ４８０百万円増加いたしました。これは主に、設備投資増加に伴う設備関係未払金と長期借入 

  金の増加によるものであります。  

  ③ 純資産  

      当第３四半期会計期間末の純資産の残高は、４６，３９９百万円と前事業年度末と比べ４， 

    １２５百万円増加いたしました。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、利益剰余金が増加したことによるものであります。  

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態及び経営成績の分析】



  
 

(3) キャッシュ・フローの状況  

   当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、３，９７５百万円と第２四半 

 期会計期間末と比べ３，６１９百万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・フローが増加したものの法 

 人税等の支払などで１，６７１百万円の支出、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６，１５６百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金に 

 よる収入などで１１，４７３百万円の収入となりました。 

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題  

    当第３四半期会計期間おいて、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生 

 じた課題はありません。  

 

(5) 研究開発活動 

  当第３四半期会計期間の研究開発費の総額は、２４２百万円であります。 

  なお、当第３四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

 

  (注) 当年度は四半期報告制度の導入初年度であるため、「(1) 経営成績の分析」において用いた前 

       年同期比数値は、独立監査人による四半期レビューを受けておりません。 



当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

     当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画はありません。 

       なお、本社尼崎工場で計画しているスポンジチタン生産能力増強ステップについて、平成 

   ２１年 １月２８日開催の取締役会において以下の変更を決議いたしました。 

  

 
  

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画

増強ステップ 変更前 変更後

１ｓｔステップ 平成２０年１０月 －

  年産24,000トン→年産32,000トン （計画通り完成済）

２ｎｄステップ
平成２１年７月 2年延期する。 

  
 具体的には 年産38,000トンは 
 平成23年7月、年産41,000トン 
 は平成23年10月とする。

  年産32,000トン→年産38,000トン

３ｒｄステップ 平成２１年１０月

  年産38,000トン→年産41,000トン



  

 
  

  

 
  

       該当事項はありません。 

  

     該当事項はありません。 

  

  

 
  

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 

  

第４ 【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 125,760,000

計 125,760,000

② 【発行済株式】

種類
第3四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成21年２月13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 36,800,000 36,800,000
東京証券取引所  
市場第一部

単元株式数 100株

計 36,800,000 36,800,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【ライツプランの内容】

(4) 【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 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成20年12月31日 ― 36,800,000 ― 8,739,620 ― 8,943,076

(5) 【大株主の状況】



  

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。 

                                                                                  平成20年９月30日現在 

 
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式45株が含まれております。 

  

  

                                                                                  平成20年９月30日現在 

 
   

  

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

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       1,000

― 単元株式数 100株

完全議決権株式(その他) 普通株式  36,789,900 367,899 同上

単元未満株式 普通株式       9,100 ― ―

発行済株式総数 36,800,000 ― ―

総株主の議決権 ― 367,899 ―

② 【自己株式等】

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） 
株式会社大阪チタニウム
テクノロジ－ズ

兵庫県尼崎市東浜町１番地 1,000 ― 1,000 0.00

計 ― 1,000 ― 1,000 0.00

２ 【株価の推移】

 【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】

月別
平成20年 
４月

 
５月

  
６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

高(円) 7,450 7,100 6,500 6,030 5,710 4,290 3,450 2,800 2,490

低(円) 6,000 6,180 5,550 5,490 3,980 2,970 1,803 1,865 2,055

３ 【役員の状況】



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。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

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、当第３四半期会計期間(平成20年10月１日

から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成20年４月1日から平成20年12月31日まで)に係

る四半期財務諸表について、監査法人ト－マツにより四半期レビューを受けております。 

  

当社は、子会社を有していないため、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

  

  

  

第５ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について

３ 四半期連結財務諸表について



１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円） 

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,975,606 1,132,182 

受取手形及び売掛金 ※３ 12,192,663 16,181,618 

製品 5,544,687 3,093,889 

原材料 562,974 828,023 

仕掛品 2,605,388 1,899,154 

貯蔵品 1,671,491 1,593,398 

その他 938,948 983,128 

貸倒引当金 △4,000 △4,000 

流動資産合計 27,487,760 25,707,395 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 8,903,522 7,910,185 

機械及び装置（純額） 28,597,457 14,952,989 

土地 16,279,152 16,028,662 

建設仮勘定 6,920,426 5,095,097 

その他（純額） 800,119 767,591 

有形固定資産合計 ※１ 61,500,677 ※１ 44,754,526 

無形固定資産 184,041 148,139 

投資その他の資産 1,753,508 1,709,808 

固定資産合計 63,438,227 46,612,474 

資産合計 90,925,988 72,319,869 



（単位：千円） 

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 5,555,550 5,159,209 

短期借入金 6,900,000 6,300,000 

未払法人税等 1,367,048 4,819,065 

賞与引当金 110,529 426,766 

役員賞与引当金 36,240 47,280 

設備関係支払手形 ※４ 1,449,695 1,878,982 

設備関係未払金 13,660,461 8,073,932 

その他 744,032 676,027 

流動負債合計 29,823,557 27,381,264 

固定負債 

長期借入金 13,450,000 1,500,000 

退職給付引当金 1,059,124 1,051,934 

その他 194,122 112,880 

固定負債合計 14,703,246 2,664,814 

負債合計 44,526,804 30,046,079 

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 28,736,491 24,451,273 

自己株式 △9,348 △8,676 

株主資本合計 46,409,838 42,125,293 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 54,773 152,687 

繰延ヘッジ損益 △65,428 △4,190 

評価・換算差額等合計 △10,655 148,497 

純資産合計 46,399,183 42,273,790 

負債純資産合計 90,925,988 72,319,869 



(2) 【四半期損益計算書】
 【第３四半期累計期間】

（単位：千円） 

当第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) 

売上高 40,721,520 

売上原価 23,517,893 

売上総利益 17,203,626 

販売費及び一般管理費 ※１ 3,940,876 

営業利益 13,262,749 

営業外収益 

受取利息及び配当金 7,873 

不用品売却益 120,174 

受取補償金 118,155 

その他 21,973 

営業外収益合計 268,176 

営業外費用 

支払利息 87,303 

為替差損 548,452 

売上債権売却損 61,764 

その他 82,720 

営業外費用合計 780,241 

経常利益 12,750,685 

特別損失 

固定資産除却損 206,662 

地中障害物撤去損 43,000 

投資有価証券評価損 11,835 

ゴルフ会員権評価損 1,200 

特別損失合計 262,698 

税引前四半期純利益 12,487,986 

法人税、住民税及び事業税 ※２ 5,074,854 

法人税等調整額 － 

法人税等合計 5,074,854 

四半期純利益 7,413,132 



 【第３四半期会計期間】
（単位：千円） 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月 1日 
至 平成20年12月31日) 

売上高 12,887,115 

売上原価 7,806,772 

売上総利益 5,080,343 

販売費及び一般管理費 ※１ 1,253,906 

営業利益 3,826,436 

営業外収益 

受取利息及び配当金 3,672 

不用品売却益 23,280 

受取補償金 118,155 

その他 4,285 

営業外収益合計 149,393 

営業外費用 

支払利息 34,479 

為替差損 473,310 

売上債権売却損 13,484 

その他 81,806 

営業外費用合計 603,080 

経常利益 3,372,748 

特別損失 

固定資産除却損 9,938 

投資有価証券評価損 11,835 

ゴルフ会員権評価損 1,200 

特別損失合計 22,973 

税引前四半期純利益 3,349,774 

法人税、住民税及び事業税 ※２ 1,361,136 

法人税等調整額 － 

法人税等合計 1,361,136 

四半期純利益 1,988,638 



(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円） 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 12,487,986 

減価償却費 7,173,866 

賞与引当金の増減額（△は減少） △316,237 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,040 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,189 

前払年金費用の増減額（△は増加） 68,501 

受取利息及び受取配当金 △7,873 

支払利息 87,303 

為替差損益（△は益） 33,938 

固定資産除却損 206,662 

地中障害物撤去損 43,000 

投資有価証券評価損 11,835 

ゴルフ会員権評価損 1,200 

売上債権の増減額（△は増加） 3,988,954 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,970,075 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,705 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,015,028 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 214,494 

未払消費税等の増減額（△は減少） △70,126 

その他 185,289 

小計 22,154,606 

利息及び配当金の受取額 7,873 

利息の支払額 △76,085 

法人税等の支払額 △8,810,475 

固定資産の除却による支出 △229,439 

地中障害物撤去による支出 △447,307 

その他の収入 △115,817 

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,483,354 



（単位：千円） 

当第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) 

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 △18,940,499 

その他 △85,857 

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,026,357 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入による収入 1,000,000 

長期借入れによる収入 11,950,000 

長期借入金の返済による支出 △400,000 

自己株式の取得による支出 △671 

配当金の支払額 △3,128,962 

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,420,365 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,938 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,843,424 

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,182 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,975,606 



  

 
  

  

 
  

  

 
  

 
  

【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】

当第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)

   (棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

     棚卸資産につきましては、従来、総平均法による低価法によっておりましたが、「棚卸資産の評価に関する会

   計基準」（企業会計基準第９号 平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、第１四半期会計期間より総平均法

   による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

   なお、これによる当第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。

【簡便な会計処理】

当第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)

   (一般債権の貸倒見積高の算定方法)

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３四半期会計期間末におい

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。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第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)

   (税金費用)

年間の税引前当期純利益に対する税効果会計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。

 【追加情報】

当第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)

  （有形固定資産の耐用年数の変更） 

  平成20年度の法人税法の改正を契機として、第１四半期会計期間より機械装置の一部について耐用年数を従 

 来の10年から7年に見直しました。これによる当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  



  

  

 
  

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日)

前事業年度末 
(平成20年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却費累計額 

                                  33,756,177千円 

  ２ 偶発債務 

    従業員の住宅資金借入債務に係る連帯保証債務 

                   493,690千円 

※３ 売上債権の流動化 

     当社は、売上債権の流動化を行っております。当 

   第３四半期会計期間末の金額は以下のとおりであり 

   ます。 

     売上債権譲渡金額         4,886,236千円

 
 ※４ 四半期会計期間末日満期手形の処理 
  
   当第３四半期会計期間末日は金融機関の休日であ 
  
  りますが、満期日に決済が行われたものとして処理 
   
  しております。 
  
    当第３四半期会計期間末残高から除かれている 
  
  四半期会計期間末日満期手形は次のとおりであり 
  
  ます。  
    
      支払手形                191,455千円  
   
     設備関係支払手形        442,791千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却費累計額 

                 26,687,935千円 

 ２ 偶発債務  

    従業員の住宅資金借入債務に係る連帯保証債務  

                 528,438千円 



  

第３四半期累計期間 

 
  

第３四半期会計期間  

 
  

  

 
  

(四半期損益計算書関係)

当第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)

※１ 販売費及び一般管理費で主なもの 

   研究開発費                    775,103 千円 

  

※２ 当第３四半期累計期間における税金費用について 

   は、四半期財務諸表の作成に特有の会計処理により 

   計算しているため、法人税等調整額は、「法人税、 

   住民税及び事業税」に含めて表示しております。

当第３四半期会計期間 
 (自 平成20年10月１日  
   至 平成20年12月31日)

※１ 販売費及び一般管理費で主なもの  

   研究開発費                     242,992千円  

  

※２ 当第３四半期会計期間における税金費用について 

   は、四半期財務諸表の作成に特有の会計処理により 

   計算しているため、法人税等調整額は、「法人税、 

   住民税及び事業税」に含めて表示しております。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第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)

※  現金及び現金同等物の当第３四半期末残高と四半

期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

  現金及び預金 3,975,606千円

  現金及び現金同等物 3,975,606千円



  

  
当第３四半期会計期間末(平成20年12月31日)及び当第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) 

  

１  発行済株式に関する事項 

 
  

２  自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

     該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当四半期会計期間の末日後となるもの 

        該当事項はありません。 

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

        該当事項はありません。 

  

     所有権移転外ファイナンス・リースについて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理 

    を行っており、前事業年度末に比べてリース取引残高に著しい変動はありません。 

  

     有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額について、前事業年度末と比べて著しい変動 

   はありません。 

  

   デリバティブ取引の契約額その他の金額について、前事業年度末と比べて著しい変動はありま 

   せん。 

  

(株主資本等関係)

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 36,800,000

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 1,082

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

 平成20年５月22日 
 取締役会

普通株式 利益剰余金 1,655,957 45.0 平成20年３月31日 平成20年６月４日

平成20年10月29日  
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,471,958 40.0 平成20年９月30日 平成20年11月28日

(リース取引関係)

(有価証券関係)

(デリバティブ取引関係)



  

   該当事項はありません。 

  

     該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係)

(持分法損益等)



  

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

第３四半期累計期間 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式が存在しないため記載 

 しておりません。  

２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

  

 
  

(１株当たり情報)

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日)

前事業年度末 
(平成20年３月31日)

1,260.88円 1,148.77円

当第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)

１株当たり四半期純利益 201.45円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円

項目
当第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)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 7,413,132

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る四半期純利益(千円) 7,413,132

普通株式の期中平均株式数(千株) 36,798



  
第３四半期会計期間 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式が存在しないため記載 

 しておりません。  

２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

  

 
  

   該当事項はありません。 

  

第12期(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)中間配当については、平成20年10月29日開催の取

締役会において、平成20年９月30日の 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。  

① 配当金の総額                 1,471百万円  

② １株当たりの金額                   40円  

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成20年11月28日 

(注)平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し支払っておりま

す。 

   

  

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月 1日  
  至  平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 54.04円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円

項目
当第３四半期会計期間
(自 平成20年10月 1日 
  至 平成20年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 1,988,638

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る四半期純利益(千円) 1,988,638

普通株式の期中平均株式数(千株) 36,798

(重要な後発事象)

２【その他】



      該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



  

平成21年２月６日

株式会社大阪チタニウムテクノロジ－ズ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

 

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」に掲げられている株

式会社大阪チタニウムテクノロジ－ズの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第12期事業年度の第

３四半期会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成 20年４月

１日から平成20年12月31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

及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行

われた。 

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、株式会社大阪チタニウムテクノロジ－ズの平成20年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並

びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況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。 

  

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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

監査法人ト－マツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  新 免 和 久    印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中 田   明    印

(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 四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。


