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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】 

  

(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、中間連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間及び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。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、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。 

４ 従業員数は、就業人員であります。パートタイマーは含んでおりません。 

    ５ 平均臨時雇用者数については、第９期中から従業員数の１００分の１０以上となったため記載しております。 

  

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 7,704,200 10,113,755 13,845,123 16,241,779 21,138,150

営業利益 (千円) 224,524 795,305 2,962,136 705,953 2,470,082

経常利益 (千円) 90,023 754,956 2,884,298 513,059 2,375,184

中間(当期)純利益 (千円) 49,066 490,109 1,690,118 306,951 1,410,495

持分法を適用した場合 
の投資利益 

(千円) ― 2,299 2,174 ― 2,801

資本金 (千円) 6,583,000 6,583,000 8,739,620 6,583,000 6,583,000

発行済株式総数 (株) 8,860,000 8,860,000 9,200,000 8,860,000 8,860,000

純資産額 (千円) 15,445,083 15,954,887 22,638,282 15,720,847 16,913,412

総資産額 (千円) 29,665,608 30,440,234 42,746,662 29,279,660 33,111,946

１株当たり純資産額 (円) 1,743.23 1,800.78 2,460.70 1,774.36 1,908.96

１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 5.53 55.32 187.69 34.64 159.20

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 30 45

自己資本比率 (％) 52.1 52.4 53.0 53.7 51.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 1,531,140 1,542,614 488,049 2,872,365 3,585,723

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △672,590 △444,841 △1,949,286 △2,287,156 △2,210,901

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △689,975 △661,184 3,498,489 △1,116,598 △1,057,790

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(千円) 1,142,470 880,357 2,800,316 443,967 761,476

従業員数 (名) 400 384          396 394 381
（外、平均臨時雇用者
数） 

(名) (-) (-) (64) (-) (-)



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当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、主要な関係会社にお

ける異動もありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

(平成17年９月30日現在) 

(注) １．従業員数は就業人員であります。パートタイマーは含んでおりません。 

      ２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の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、派遣社員を除いています。 

(2) 労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  

従業員数(名) 
396
 (64) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善が進み、民間設備投資や個人消費を中心とした国内需要

が拡大したため、素材価格の高騰等懸念要因はありますが、景気は概ね回復基調で推移しました。 

当社事業につきましては、主力のチタン需要並びにその他事業の中心である半導体関連需要とも引き続き高水準

で推移し、スポンジチタンや多結晶シリコン、高純度チタン等の各主要製品はフル生産による販売対応を継続しま

した。また需要の拡大を受けて販売価格も大きく改善しました。 

この結果、当中間会計期間の業績につきましては、売上高は１３，８４５百万円（前年同期比 36.9%増）、経常

利益は２，８８４百万円（前年同期比 282.0%増）、中間純利益は１，６９０百万円（前年同期比 244.8%増）と大

幅な増収増益となりました。 

  

事業別の業績は次のとおりであります。 

  

＜チタン事業＞ 

国内展伸材向け需要が、中国、中東のプラント物件向けを主体に引き続き好調を持続したことに加え、輸出にお

いても民間航空機向け需要が本格的な回復局面に入ったことから、スポンジチタンの需要は依然供給能力を上回る

高い水準で推移しました。      

このような状況を受け、当社は期初からフル能力での生産体制を確立し安定操業に注力しながら客先の供給要請

に対応してまいりました。この間、一方では本年２月に決定したスポンジチタン能力増強投資についても順調に設

備の建設を進め、第Ⅰ期増強能力＋４，０００ｔ／年分につきましては予定通り１０月から立ち上っております。

また、販売価格につきましても好調な需要を背景に、展伸材向けが前年契約比ほぼ３割アップしたほか鉄鋼添加用

も大幅に上昇しました。 

この結果、チタン事業の売上高は、１０，１９４百万円（前年同期比 46.1%増）と大きく増加しました。 

  

＜その他事業＞ 

半導体関連製品では、堅調なパソコン需要に加え、在庫調整が一巡したデジタル家電向けを主体に半導体需要が

増加基調に転じたことにより、多結晶シリコンや高純度チタンの販売が高水準で推移しました。また半導体需要に

加え太陽電池用需要が拡大している多結晶シリコンは、販売価格も改善しました。環境・エネルギー関連他製品で

は包装材料用一酸化珪素の販売が増加しました。 

この結果、その他事業の売上高は、３，６５０百万円（前年同期比 16.4%増）となりました。  

  



       [参考] 事業別売上高                                     （単位：百万円） 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、２，８００百万円と前事業

年度末と比べ２，０３８百万円増加しました。これは設備投資の増加に伴い投資活動によるキャッシュ・フローの

減少がありましたが、設備投資資金等に充てるため増資を行ったことにより財務活動によるキャッシュ・フローが

大きく増加したことが主な要因であります。 

当中間会計期間末資金残高２，８００百万円については、設備関係主体に当中間会計期間末に大幅に増加してお

ります未払債務の支払に充当する予定であります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、４８８百万円と前年同期に比べ１，０５４百万

円減少しました。これは、税引前中間純利益の大幅な増加がありましたものの、前年同期に対し売上債権及び棚卸

資産の増加によるマイナスや法人税等の支払いが増加したことが主な要因であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△１，９４９百万円と前年同期に比べ１，５０

４百万円減少しました。この主な要因はスポンジチタンの生産能力増強投資を主体とした設備投資の増加によるも

のです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、３，４９８百万円と前年同期に比べ４，１５９

百万円増加しました。これは、増資に伴う株式発行による収入が主な要因であります。 

  

  

  

    前中間会計期間 当中間会計期間 増減率   前事業年度 

チタン事業 国   内 4,790 7,014 46.4%   10,089 

  輸   出 2,186 3,180 45.5%   4,566 

            計 6,976 10,194 46.1%   14,656 

その他事業 半導体関連 2,791 3,204 14.8%   5,798 

  環境・エネルギー関連他 345 445 29.1%   683 

            計 3,136 3,650 16.4%   6,482 

合   計 10,113 13,845 36.9%   21,138 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間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。 

  

(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 

当中間会計期間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。 

  

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

生産高(千円) 前年同期比(％) 

チタン事業 9,801,522 154.6

その他事業 3,613,506 122.9

合計 13,415,028 144.5

区分 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

チタン事業 8,370,849 137.5 6,713,897 196.1

その他事業 3,657,701 115.0 1,785,280 111.9

合計 12,028,550 129.8 8,499,177 169.3



(3) 販売実績 

当中間会計期間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。 

  

  

(注) １ 最近２中間会計期間における輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出高の割合 

  

２ 最近２中間会計期間における主要な輸出先別の割合 

  

３ 最近２中間会計期間における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 

  （注）㈱ＳＵＭＣＯは、平成１７年８月に三菱住友シリコン㈱から商号変更いたしました。 

  

４ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

販売高(千円) 前年同期比(％) 

チタン事業 10,194,889 146.1

その他事業 3,650,234 116.4

合計 13,845,123 136.9

区分 

前中間会計期間 当中間会計期間 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

チタン事業 2,186,514 21.6 3,180,468 23.0

その他事業 361,414 3.6 369,155 2.6

合計 2,547,928 25.2 3,549,624 25.6

輸出先 前中間会計期間 当中間会計期間 

北米 66.4％ 78.0％

欧州 25.6％ 20.3％

その他 8.0％ 1.7％

合計 100.0％ 100.0％

相手先 

前中間会計期間 当中間会計期間 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

住友商事㈱ 3,412,969 33.7 5,347,241 38.6

神鋼商事㈱ 1,874,350 18.5 2,234,083 16.1

㈱ＳＵＭＣＯ 1,674,802 16.6 2,007,450 14.5



３ 【対処すべき課題】 

当社は、チタンをはじめとする主力製品の需要が今後も着実に拡大する見通しであることを踏まえ、当事業年度よ

り３つの目標を掲げた３ヶ年の中期経営計画（平成１７年度～平成１９年度）をスタートさせました。 

＜中期経営計画の目標＞ 

①質・量総合して「世界トップのスポンジチタンメーカー」の地位強化 

②「チタン」「半導体関連製品」「環境・エネルギー関連製品」の３本柱による収益力強化 

③将来の経営基盤強化のための「研究開発投資の拡充」と安価なスポンジチタンを製造する「新製錬法の開発促

進」 

 当中間会計期間において上記目標を達成するための諸施策は順調に進捗しております。中でも最重点施策であるス

ポンジチタン能力増強投資につきましては、第Ⅰ期能力増強設備（＋４，０００トン／年）の建設を予定通り進め、

１０月から従来能力年産１８，０００トンから２２，０００トン体制に移行しております。引き続き下半期には第Ⅱ

期能力増強分（＋２，０００トン／年）につき来年４月からの年産２４，０００トン体制確立に向け着実に工事を進

めてまいります。 

 今後とも中期経営計画の諸施策を確実に推進することにより、一層の収益基盤の強化・充実と財務体質の安定化を

図り、もって計画の目標を達成してまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  



５ 【研究開発活動】 

当社の研究開発活動は、スポンジチタン及び多結晶シリコン等の既存製造技術に関しましては、顧客満足度を高め

るため、高品質化対応及びコスト低減のために原料から製品までの全プロセスにわたり徹底した改善強化に努め、業

界トップの技術ポテンシャルを維持することとしております。また、チタン、シリコン関連の新製品開発にも積極的

に取り組み、業容の拡大に努めております。 

 当中間会計期間の研究開発費は２７７百万円です。 

 また、事業別の研究開発活動は次の通りです。 

  

＜チタン事業＞ 

 スポンジチタン製造につきましては、塩化工程における捕集系プロセスの操業技術改善による生産性向上、また、

電解・精製工程における操業管理改善による生産性向上及び高品位チタン製造工程における設備改良による歩留向上

などに取り組んでおります。 

 次世代のチタン製造技術の確立に向けた新製錬法開発は、経済産業省の助成事業として採択され、プロジェクトの

コアメンバーとしての取り組みを開始いたしました。 

なお、チタン事業の研究開発費は１１３百万円です。 

  

＜その他事業＞ 

 多結晶シリコン製造につきましては、還元工程における操業条件の最適化による省エネルギー化、また、製品洗浄

工程における技術改善、工程管理強化により品質および生産性向上に取り組んでおります。 

 新製品、新技術の開発につきましては、住友金属工業（株）と共同開発した可視光応答型光触媒が、新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の助成事業として３年目となり、実用化に向けた量産化対応技術開発を進め

ております。また、チタン球状粉末（登録商標「タイロップ」）の焼結品（登録商標「タイポラス」）につきまして

は、標準品販売の他、光触媒機能を付与した新規品を開発しました。一酸化珪素焼結品につきましても、標準品販売

のほか、ハイバリア材としての用途開発にも取り組んでおります。 

なお、その他事業の研究開発費は１６４百万円です。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

 前事業年度末に計画していた設備計画のうち、スポンジチタン製造設備の第Ⅰ期能力増強工事につきましては、平

成１７年９月に完了いたしました。これに伴い、スポンジチタンの製造能力は年産１８，０００トンから２２，００

０トンとなりました。引き続き第Ⅱ期増強工事を進めており、今事業年度中には年産２４，０００トン体制とする計

画であります。 

  また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

  



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】 

  

 （注）平成１７年７月２７日開催の取締役会決議により、平成１７年１１月１８日付で１株を２株に株式分割したことに伴う定款

変更を行い、会社が発行する株式の総数は31,440,000株増加し、62,880,000株となっております。 

  

② 【発行済株式】 

  

（注）平成１７年７月２７日日開催の取締役会決議により、平成１７年１１月１８日付で１株を２株に株式分割いたしました。こ

れにより発行済株式数は9,200,000株増加し、18,400,000株となっております。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

（注）１．有償一般募集による増加であります。 

     発行価格 13,230円 発行価額 12,684円40銭 資本組入額 6,343円 

２．平成１７年１１月１８日付で、平成１７年９月３０日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所

有株式数を、１株につき２株の割合をもって分割いたしました。これにより発行済株式総数が、9,200,000株増加し、

18,400,000株となっております。 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 31,440,000

計 31,440,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月20日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 9,200,000 18,400,000
東京証券取引所
市場第一部 

― 

計 9,200,000 18,400,000 ― ― 

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17年７月１５日 340,000 9,200,000 2,156,620 8,739,620 2,156,076 8,943,076



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) 上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

住友金属工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５―33 2,200 23.91

株式会社神戸製鋼所 兵庫県神戸市中央区脇浜町２丁目10―26 2,200 23.91

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目１１－３ 712 7.74

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１丁目８－11 400 4.35

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８―11 314 3.41

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 207 2.26

バークレイズ バンク ピーエ
ルシー バークレイズ キャピ
タル セキュリティーズ エス
ビーエル／ピービーアカウント 
（常任代理人 スタンダード 
チャータード銀行） 

1 CHURCHILL PLACE,LONDON E14 5HP, 
UNITED KINGDOM 
（東京都千代田区永田町２丁目１１－１
山王パークタワー２１階） 

119 1.30

ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 
(常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券会社 東京支店) 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K
  
(東京都港区六本木６丁目１０－１ 六本
木ヒルズ 森タワー) 

96 1.05

モルガン・スタンレー・アン
ド・カンパニー・インターナシ
ョナル・リミテッド 
（常任代理人 モルガン・スタ
ンレー証券会社 東京支社） 

25  CABOT  SQUARE,CANARY  WHARF,LONDON 
E14 4QA ENGLAND 
（東京都渋谷区恵比寿４丁目２０－３
恵比寿ガーデンプレイスタワー） 

82 0.89

資産管理サービス信託銀行株式
会社（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番１２号
（晴海アイランドトリトンスクエアオフ
ィスタワーＺ棟） 

69 0.76

計 ― 6,402 69.58

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 631千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 278千株

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 69千株



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式50株が含まれております。 

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) １．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

２．※印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

  

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) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式9,198,800 91,988 ― 

単元未満株式 普通株式    1,200 ― ― 

発行済株式総数 9,200,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 91,988 ― 

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(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

月別 
平成17年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 9,370 14,440 14,980 14,580 14,650 
18,850
※12,700 

最低(円) 7,130 8,550 12,800 12,520 13,110 
14,450
※9,700 



３ 【役員の状況】 

(1) 新任役員 

該当事項はありません。 

  

(2) 退任役員 

該当事項はありません。 

  

(3) 役職の異動 

該当事項はありません。 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)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、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及

び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、中央青山監査法人により

中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は、子会社を有していないため中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金   214,764   1,334,614 168,702   

２ 受取手形   237,954   291,265 328,480   

３ 売掛金   6,500,962   9,678,714 6,901,593   

４ たな卸資産   3,571,201   4,188,456 3,808,982   

５ その他   993,444   1,894,269 991,194   

貸倒引当金   △7,000   △10,000 △7,000   

流動資産合計    11,511,327 37.8 17,377,320 40.7   12,191,951 36.8

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物   2,796,545   3,219,492 2,756,229   

(2) 機械及び装置   4,750,905   8,916,887 5,386,031   

(3) 土地   8,453,662   8,453,662 8,453,662   

(4) その他   508,474 
  

1,194,839 847,156 
  

有形固定資産合計   16,509,587 54.2 21,784,882 51.0 17,443,079 52.7

２ 無形固定資産   109,659   0.4 138,177 0.3 112,603   0.3

３ 投資その他の資産   2,309,659   7.6 3,446,283 8.0 3,364,310   10.2

固定資産合計    18,928,906 62.2 25,369,342 59.3   20,919,994 63.2

資産合計    30,440,234 100.0 42,746,662 100.0   33,111,946 100.0

           



  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形   562,808   755,604 696,434   

２ 買掛金   2,395,159   3,099,082 2,627,469   

３ 短期借入金   8,692,400   6,277,400 7,173,600   

４ 未払金   －   3,807,029 1,256,133   

５ 賞与引当金   309,000   362,000 303,000   

６ その他   1,089,448   2,683,386 1,505,534   

流動負債合計    13,048,817 42.9 16,984,501 39.7   13,562,171 40.9

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金   377,400   2,000,000 1,500,000   

２ 退職給付引当金   995,636   1,012,734 1,021,630   

３ 役員退職給与引当金   63,493   91,748 81,049   

４ その他   －   19,396 33,682   

固定負債合計    1,436,529 4.7 3,123,878 7.3   2,636,361 8.0

負債合計    14,485,347 47.6 20,108,379 47.0   16,198,533 48.9

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    6,583,000 21.6 8,739,620 20.5   6,583,000 19.9

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   6,787,000   8,943,076 6,787,000   

資本剰余金合計    6,787,000 22.3 8,943,076 20.9   6,787,000 20.5

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   38,110   38,110 38,110   

２ 中間(当期) 
  未処分利益   2,486,444   4,698,249 3,406,830   

利益剰余金合計    2,524,554 8.3 4,736,359 11.1   3,444,940 10.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    60,332 0.2 219,752 0.5   98,471 0.3

Ⅴ 自己株式    － － △524 △0.0   － －

資本合計    15,954,887 52.4 22,638,282 53.0   16,913,412 51.1

負債資本合計    30,440,234 100.0 42,746,662 100.0   33,111,946 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    10,113,755 100.0 13,845,123 100.0   21,138,150 100.0

Ⅱ 売上原価    8,003,249 79.1 9,241,612 66.7   15,932,406 75.4

売上総利益    2,110,505 20.9 4,603,511 33.3   5,205,743 24.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,315,199 13.0 1,641,375 11.9   2,735,661 12.9

営業利益    795,305 7.9 2,962,136 21.4   2,470,082 11.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  24,240 0.2 41,931 0.3   49,987 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  64,589 0.6 119,769 0.9   144,885 0.7

経常利益    754,956 7.5 2,884,298 20.8   2,375,184 11.2

Ⅵ 特別利益    93,099 0.9 － －   93,099 0.4

Ⅶ 特別損失 ※３  41,866 0.4 138,747 1.0   155,136 0.7

税引前中間(当期) 
純利益    806,190 8.0 2,745,550 19.8   2,313,148 10.9

法人税、住民税 
及び事業税   344,568   1,121,100 959,624   

法人税等調整額   △28,487 316,080 3.1 △65,668 1,055,432 7.6 △56,972 902,652 4.2

中間(当期)純利益    490,109 4.9 1,690,118 12.2   1,410,495 6.7

前期繰越利益    1,996,335 3,008,130   1,996,335 

中間(当期) 
未処分利益    2,486,444 4,698,249   3,406,830 

           



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 税引前中間(当期)純利益  806,190 2,745,550 2,313,148

２ 減価償却費  790,057 1,064,361 1,745,485

３ 貸倒引当金の増減(△)額  1,000 3,000 1,000

４ 賞与引当金の増減(△)額  12,000 59,000 6,000

５ 退職給付引当金の 
  増減(△)額 

 6,425 △8,896 32,419

６ 前払年金費用の増(△)減額  37,646 38,457 △74,731

７ 役員退職給与引当金の 
  増減(△)額 

 △36,610 10,699 △19,054

８ 受取利息及び受取配当金  △15,728 △27,895 △28,527

９ 支払利息  42,605 41,317 78,439

10  為替差損  199 △1,587 △477

11 関係会社株式売却益  △89,999 ― △89,999

12 ゴルフ会員権評価損  ― 5,185 ―

13 固定資産除却損  41,866 133,561 155,136

14 ゴルフ会員権売却益  △3,100 ― △3,100

15 売上債権の増(△)減額  △1,334,948 △2,739,906 △1,826,104

16 たな卸資産の増(△)減額  485,591 △379,474 247,810

17 その他流動資産の 
  増(△)減額 

 △8,391 △2,962 △31,347

18 仕入債務の増減(△)額  962,634 530,783 1,328,569

19 その他流動負債の 
  増減(△)額 

 10,959 37,152 74,609

20 未払消費税等の増減(△)額  △65,527 △55,131 △78,118

21 その他  19,789 56,086 122,907

小計  1,662,662 1,509,302 3,954,064

22 利息及び配当金の受取額  16,690 27,075 29,489

23 利息の支払額  △43,063 △44,750 △81,673

24 法人税等の支払額  △82,703 △904,598 △198,521

25 固定資産撤去による支出  △18,069 △129,229 △126,769

26 その他  7,098 30,249 9,134

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,542,614 488,049 3,585,723



  

  

   
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 有形固定資産の取得による
支出 

 △497,471 △1,894,969 △1,321,653

２ 関係会社株式の取得による
支出 

 ― ― △32,000

３ 関係会社株式の売却による
収入 

 90,000 ― 90,000

４ 貸付による支出  ― ― △875,000

５ その他  △37,370 △54,317 △72,248

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △444,841 △1,949,286 △2,210,901

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の返済による 
  支出 

 ― △500,000 △1,500,000

２ 長期借入金による収入  ― 500,000 1,500,000

３ 長期借入金の返済による 
  支出 

 △396,200 △396,200 △792,400

４ 株式の発行による収入  ― 4,312,696 ―

５ 株式の発行に伴う支出  ― △19,885 ―

６ 配当金の支払額  △264,984 △397,596 △265,390

７ 自己株式の取得による支出  ― △524 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △661,184 3,498,489 △1,057,790

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 △199 1,587 477

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  436,389 2,038,840 317,508

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 443,967 761,476 443,967

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 880,357 2,800,316 761,476

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会

社株式 

  移動平均法による原価

法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

   ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間決算期末日の市

場価格等に基づく時

価法 

(評価差額は、全部

資本直入法により処

理し、売却原価は、

移動平均法により算

定) 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算期末日の市場価

格等に基づく時価法 

(評価差額は、全部

資本直入法により処

理し、売却原価は、

移動平均法により算

定) 

    時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

     同左 

  (2) デリバティブ 

  時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

  (3) たな卸資産 

  総平均法による低価法 

(3) たな卸資産 

同左 

(3) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産の減価償

却の方法 

  定率法を採用しており

ます。 

  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

(建物附属設備は、除く)

について、定額法を採用

しております。 

  なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。 

(1) 有形固定資産の減価償

却の方法 

同左 

(1) 有形固定資産の減価償

却の方法 

同左 

  (2) 無形固定資産の減価償

却方法 

  定額法を採用しており

ます。 

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

(2) 無形固定資産の減価償

却方法 

同左 

(2) 無形固定資産の減価償

却方法 

同左 

  (3) 長期前払費用の減価償

却方法 

  定額法を採用しており

ます。 

(3) 長期前払費用の減価償

却方法 

同左 

(3) 長期前払費用の減価償

却方法 

同左 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 繰延資産の処理方

法 

――― 新株発行費 

支出時に全額費用とし

て処理しております。 

――― 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与にあてるため、支

給予定額のうち当中間負

担額を見積計上しており

ます。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与にあてるため、支

給予定額のうち当期負担

額を見積計上しておりま

す。 

  (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため当期末における

退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において

発生していると認められ

る額を計上しておりま

す。 

  また、数理計算上の差

異は、発生時の翌年度か

ら従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(17年)による定額法によ

り費用処理しておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため当期末における

退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上

しております。 

  数理計算上の差異は、

発生時の翌年度から従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(17年)に

よる定額法により費用処

理しております。 

  (4) 役員退職給与引当金 

  役員退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を

引当計上しております。 

(4) 役員退職給与引当金 

同左 

(4) 役員退職給与引当金 

  役員退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を引当

計上しております。 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段 

   為替予約 

   金利スワップ 

  ヘッジ対象 

   外貨建取引 

   支払利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

  為替相場の変動による

リスクをヘッジするため

に為替予約取引を実施し

ております。実施にあた

っては実需に基づく取引

に限定し売買差益の獲得

等を目的とする投機的取

引は行わない方針であり

ます。また、借入金の金

利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ対

象の識別は個別契約毎に

行っております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  借入金の支払利息にか

かわる金利変動額と金利

スワップ取引の金利変動

額との累計を半期毎に比

較し有効性の評価をして

おります。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

７ 中間キャッシュ・

フロー計算書(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

ない短期的な投資でありま

す。 

同左 同左 

８ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための重要な事

項 

消費税等の処理方法 

 税抜方式を採用しており

ます。 

消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

同左 



会計処理の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

１４年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成１５年１０月３１日）が平成１６

年３月３１日に終了する事業年度に

係る財務諸表から適用できるように

なったことに伴い、当中間会計期間

から同会計基準及び同適用指針を適

用しております。これによる減損損

失の発生はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

―――――――――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成１４年８

月９日）及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成１

５年１０月３１日）が平成１６年

３月３１日に終了する事業年度に

係る財務諸表から適用できるよう

になったことに伴い、当期から同

会計基準及び同適用指針を適用し

ております。これによる減損損失

の発生はありません。 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  

  

  

―――――――――― 

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間において流動負債

の「その他」に含めて表示しており

ました「未払金」（前中間会計期間

260,633千円）については、負債及

び資本の合計額の百分の五を超える

こととなりましたので当中間会計期

間より区分掲記しております。 

  

  

  

―――――――――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

13,764,472千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

15,687,012千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

14,673,675千円 

      

 ２ 消費税等の取扱 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動負債の

その他に含めて表示しておりま

す。 

 ２ 消費税等の取扱 

    仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動資産の

その他に含めて表示しておりま

す 

  

 ――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 13,846千円

受取配当金 1,882千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 24,335千円

受取配当金 3,560千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 26,003千円

受取配当金 2,524千円

      

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 42,605千円

為替差損 20,570千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 41,317千円

為替差損 54,894千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 78,439千円

為替差損 54,120千円

      

――― ――― ※３ 特別損失 

   固定資産除却損 

  

  

撤去費用 126,769千円

機械及び装置 25,006千円

その他 3,361千円

計 155,136千円

      

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 773,289千円

無形固定資産 16,768千円

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,043,952千円

無形固定資産 20,408千円

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,709,991千円

無形固定資産 35,493千円



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成16年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 214,764千円

取得日から３ヵ月
以内に満期日又は
償還日の到来する
短期投資 
(短期貸付金) 

 

 

665,592千円

現金及び 
現金同等物 

880,357千円

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 1,334,614千円

取得日から３ヵ月
以内に満期日又は
償還日の到来する
短期投資 
(短期貸付金) 

 

 

1,465,702千円

現金及び 
現金同等物 

2,800,316千円

現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成17年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 168,702千円

取得日から３ヵ月
以内に満期日又は
償還日の到来する
短期投資 
(短期貸付金) 

 

 

592,774千円

現金及び
現金同等物 

761,476千円



(リース取引関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

  

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

  

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

  

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

  

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

減損 
損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間
期末 
残高 
相当額
(千円)

車両及び 
運搬具 7,868 1,092 ― 6,775

工具器具 
及び備品 4,300 1,934 ― 2,365

合計 12,168 3,027 ― 9,140

  

取得 
価額 
相当額
(千円)

減価
償却 
累計額
相当額
(千円)

減損
損失 
累計額
相当額
(千円)

中間
期末 
残高 
相当額
(千円)

車両及び 
運搬具 23,438 4,558 ― 18,880

工具器具 
及び備品 30,344 3,875 ― 26,468

合計 53,782 8,433 ― 45,348

取得
価額 
相当額
(千円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

減損 
損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末 
残高 
相当額
(千円)

車両及び
運搬具 23,438 2,153 ― 21,284

工具器具
及び備品

4,300 2,365 ― 1,934

合計 27,738 4,518 ― 23,219

 (注)  取得価額相当額の算定

は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み

法によっております。 

 (注)  同左  (注)  取得価額相当額の算定

は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によっ

ております。 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

 (注)  未経過リース料中間期末

残高相当額の算定は、未経

過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によっ

ております。 

１年内 2,173千円

１年超 6,966千円

合計 9,140千円

リース資産減損 

勘定の残高 
―千円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

 (注)  同左 

１年内 10,489千円

１年超 34,859千円

合計 45,348千円

リース資産減損

勘定の残高 
―千円

２ 未経過リース料期末残高相当額

等 

 (注)  未経過リース料期末残高

相当額の算定は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子

込み法によっております。 

１年内 5,488千円

１年超 17,731千円

合計 23,219千円

リース資産減損 
勘定の残高 

―千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

支払リース料 1,107千円

リース資産減損 
勘定の取崩額 

―千円

減価償却費相当額 1,107千円

減損損失 ―千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

支払リース料 3,956千円

リース資産減損
勘定の取崩額 

―千円

減価償却費相当額 3,956千円

減損損失 ―千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

支払リース料 2,619千円

リース資産減損 
勘定の取崩額 

―千円

減価償却費相当額 2,619千円

減損損失 ―千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

１ 時価のある有価証券 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末 (平成16年９月30日) 

当社は、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しておりますので記載すべき事項はありません。 

  

当中間会計期間末 (平成17年９月30日) 

当社は、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しておりますので記載すべき事項はありません。 

  

前事業年度末 (平成17年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しておりますので記載すべき事項はありません。 

  

区分 
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間貸借 
対照表 
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価
(千円) 

中間貸借
対照表 
計上額 
(千円) 

差額
(千円) 

取得原価
(千円) 

貸借 
対照表 
計上額 
(千円) 

差額
(千円) 

  株式 122,557 224,196 101,638 122,557 492,760 370,202 122,557 288,446 165,888

計 122,557 224,196 101,638 122,557 492,760 370,202 122,557 288,446 165,888

区分 

前中間会計期間末
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

(1) 子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 240,000 272,000 272,000

(2) その他有価証券  

非上場株式 
(店頭売買株式を除く) 

4,000 4,000 4,000



(持分法損益等) 

  

  

(１株当たり情報) 

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

関連会社に対する投資の金額 

240,000千円 

関連会社に対する投資の金額 

272,000千円 

関連会社に対する投資の金額 

272,000千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 

242,299千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 

276,975千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 

274,801千円 

持分法を適用した場合の投資損益の

金額 

2,299千円 

持分法を適用した場合の投資損益の

金額 

2,174千円 

持分法を適用した場合の投資損益の

金額 

2,801千円 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,800円78銭 １株当たり純資産額 2,460円70銭 １株当たり純資産額 1,908円96銭

１株当たり中間純利益 
金額 

55円32銭
１株当たり中間純利益
金額 

187円69銭
１株当たり当期純利益 
金額 

159円20銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、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。 

      

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎 

中間損益計算書上の中間純利益 

490,109千円 

普通株式に係る中間純利益 

490,109千円 

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

  該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

8,860,000株 

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎 

中間損益計算書上の中間純利益 

1,690,118千円 

普通株式に係る中間純利益 

1,690,118千円 

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

  該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

9,004,885株 

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎 

損益計算書上の当期純利益 

1,410,495千円 

普通株式に係る当期純利益 

1,410,495千円 

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

  該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

8,860,000株 



(重要な後発事象) 

  

  

  

前中間会計期間 

(自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日 )
当中間会計期間

(自 平成17年4月 1日至 平成17年9月30日 )
前事業年度 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 )

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

―――――――――― 

当社は、平成17年7月27日開催の取

締役会において株式分割による新株式

の発行を行う旨の決議をしておりま

す。当該株式分割の内容は下記のとお

りであります。 

１．株式分割の概要 

（１）分割の方法 

平成17年9月30日（金曜日）最

終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載または記録された株主の所有

株式数を、１株につき２株の割合

をもって分割します。 

（２）分割により増加する株式数 

 株式分割前の当社発行済株式総数 

                  9,200,000株 

 今回の分割により増加する株式数 

                  9,200,000株 

 株式分割後の当社発行済株式総数 

                 18,400,000株 

２．効力発生日        

平成１７年１１月１８日（金） 

３．配当起算日        

平成１７年１０月 １日（土） 

  

前期首に当該株式分割が行われたと仮

定した場合における（１株当たり情

報）の各数値はそれぞれ以下のとおり

であります。 

  

前中間会計期間 

１株当たり純資産額     900円39銭 

 １株当たり中間純利益    27円66銭 

 潜在株式調整後１株当たり中間純利

益            - 円 - 銭 

当中間会計期間 

 １株当たり純資産額   1,230円35銭 

 １株当たり中間純利益    93円84銭 

 潜在株式調整後１株当たり中間純利

益                     - 円 - 銭 

前事業年度 

１株当たり純資産額    954円48銭 

 １株当たり当期純利益   79円60銭 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益             - 円 - 銭 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

―――――――――― 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

（１） 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

  
事業年度
(第８期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月24日 
関東財務局長に提出。 

            

（２） 
有価証券届出書 
及びその添付書類 

  一般募集増資及び株式売出し   
平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。 

            

（３） 
有価証券届出書の 
訂正届出書 

  
上記（２）の有価証券届出書の訂
正届出書であります。 

  
平成17年７月７日 
関東財務局長に提出。 



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。 

  

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月１０日

住友チタニウム株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友チタニウム株式

会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９

月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間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中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、住友チ

タニウム株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４月１日から平成

１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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 

  

 （※）上記は、中間監査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(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 石 黒   訓 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 長 野 秀 則 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月９日

住友チタニウム株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友チタニウム株式

会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９

月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間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中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、住友チ

タニウム株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成

１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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 

  

 （※）上記は、中間監査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(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 石 黒   訓 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 長 野 秀 則 
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