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企業プロフィール 

当年次報告書には、住友チタニウム株式会社の過去や現在の事実だ

けでなく、将来の業績予想・事業環境予測なども記載しています。将

来の業績予想・事業環境予測などの記述は、記述した時点で当社が

入手できた情報に基づいた仮定ないし判断であり、これらには既知

または未知のリスクと不確実性が含まれています。したがって、この

ようなリスクと不確実性が予想・予測を覆し、将来における業績・事業

環境などが当年次報告書に記載した予想・予測とは大きく異なった

ものとなる恐れがあります。読者のみなさまには、このことを十分に

ご承知いただきますようお願い申し上げます。 
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住友チタニウムは、１９５２年に日本で初めてチタン

の工業化に成功し、日本のスポンジチタン製造のパイ

オニアとして歩み始めました。１９６０年からは多結晶

シリコンの製造をスタート。以来、チタンとシリコンと

いう、現代文明を支える２大最先端素材のメーカーと

して、航空宇宙産業やエレクトロニクス産業を中心に、

高純度・高品質の製品を供給してきました。２１世紀に

入って、太陽光発電などの環境にやさしい新エネルギー、

ますます高性能化・低燃費化を進める自動車や航空機、

生活のあらゆるシーンに浸透するエレクトロニクス

など、さまざまな分野でチタンとシリコンの用途は広

がっています。より豊かに、より速く、より安全に―

そんな人類の夢の実現に向けて、当社はこれからも

最先端素材がもつ限りない可能性に挑み続けます。 



スポンジチタン チタンインゴット 

住友チタニウムの事業と製品 

About Titanium

▼
 

展伸材メーカー 鋳造・加工メーカー 

チタンは夢のマテリアル 

軽く、強く、錆びない―人類が追い求めた夢の金

属特性をすべて備えたチタン。それだけに航空機の

エンジンや電力・化学プラントなど、過酷な条件で使

われる機械・設備の重要部品の素材としてチタンは活

躍しています。近年では、自動車部品、ゴルフクラブや

メガネフレーム、装飾品など日用品へとチタンの用途

は広がりましたが、潜在的な用途はまだあるものと考

えられています。とりわけ２１世紀に不可欠の「環境」

という視点から、軽量化による省エネルギーを実現す

る素材としてチタンへの期待は大きく高まっています。 

当社は、主にスポンジチタン（塊状チタン）のかた

ちで展伸材（加工用材料）メーカーに製品を出荷して

います。製造プロセスには高度な技術と厳密な品質

管理が要求されますが、当社は長年蓄積した独自の

技術をもとに、チタンがもつ素材としてのポテンシャ

ルを最大限に開花させていきます。 

チタン源 
アップグレードスラグ 

合成ルチル 



チタンの用途 

航空機・宇宙分野 

医療分野 

民生品分野 

スポーツ分野 

深海調査・ 
海洋温度差発電など 
海洋事業分野 

電力・化学・ 
海水淡水化 
プラント分野 軽量性 

（鉄の60％の軽さ） 

高比強度 
（鉄の2倍の強さ） 

生体適合 
（アレルギーフリー） 

チタンの特性 

航空機メーカー 

プラントメーカー 

民生用品メーカー 

最終メーカー 

極低温での 
耐性に優れる 

耐食性 
（耐海水性は白金に匹敵） 

意匠性 
（特殊加工で鮮やかな色を発色） 
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財務データ 

売上高 （百万円） 

営業利益 （百万円） 

経常利益 （百万円） 

当期純利益 （百万円） 

総資産額 （百万円） 

 

1株当たり情報 

1株当たり純資産額 （円） 

1株当たり当期純利益 （円） 

 

主要指標 

株主資本比率 （％） 

株主資本利益率 （％） 

2004/3月期 2005/3月期 

財務ハイライト 
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株主のみなさまへ、そして当社と共に歩んでくださるみなさまへ 

世界の市場動向と当社の将来の 
経営基盤強化を見据え、 
中期経営計画を策定しました。 

2005年3月期の業績概況 
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２００５年３月期（２００４年４月１日～２００５年３月３１日）に

おけるわが国経済は、企業収益が改善し、これを背景

に民間設備投資が増加したほか、輸出や個人消費も

堅調を維持するなど、景気は全般に回復基調で推移し

ました。しかし、期後半には原油をはじめ素材価格の

高騰や半導体需要の調整、為替相場の不安定化等に

より、今後の本格回復には不透明感が出てきています。 

こうした状況にあって、当社は１）チタン、２）半導体

関連製品、３）環境・エネルギー関連他製品の３事業

を柱に経営効率の向上に努めてきました。 

チタン事業については、年初から中国、中東のプ

ラント物件向けを主体に国内展伸材向け需要が大幅

に増加するとともに、輸出についても２００１年の同時

多発テロ以降落ち込んでいた民間航空機向け需要が

回復に転じた結果、スポンジチタンの需要は期を通し

て逼迫の度合いを強めながら推移しました。この状況

を背景に２００５年１月出荷分からの輸出展伸材向けの

新規契約価格は大幅な値戻しを実現しました。 

一方、半導体関連製品事業では携帯電話、自動車

関連、デジタル家電などによる半導体需要が引き続き
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チタン事業について 

今後の経営戦略 

質・量ともに生産体制を 

一層強化し、「世界トップの 

スポンジチタンメーカー」の 

地位を確立します。 

 

 

 

 

 

質・量総合して「世界トップのスポンジチタン

メーカー」の地位を強化するため、スポンジチ

タンの生産能力を増強します。第１期（２００５年１０

月稼働予定）・第２期（２００６年４月稼働予定）に分

けて計６３億円の設備投資を行い、月産２千トン

体制を構築。現在の年産１万８千トンから２万

４千トンまで増強します。同時にスポンジチタン

の高品質品需要拡大への対応のため、８億円の

品質強化投資を行います。背景には民間航空機

の運行機数の増大、新型機の機体軽量化にとも

なうチタン消費量の拡大などの世界的傾向が

あります。とくに航空機向けクリティカルパーツ

用高品質チタンについては需要が急増しており、

この分野において圧倒的な強さを誇る当社とし

ては、旺盛なニーズにタイムリーに対応するこ

とで、世界トップのスポンジメーカーの地位を

確固たるものにしていきます。 

一方、低コストスポンジチタンの開発をめざし

て、新製錬法の開発を促進していきます。より安

価にスポンジチタンを生産することで、これまで

チタンが使われてこなかった分野への普及を促

すことが狙いです。たとえば「錆びない」という

特性を活かした海上の橋や、「軽量」という特性

で燃費を向上させた自動車など、コストさえ下

がればチタンの需要が拡大する分野はまだまだ

あります。新製錬法の開発は低コストスポンジ

チタンを実現し、チタンの用途拡大を促し、それ

により当社の経営基盤強化につなげるための戦

略的な施策と位置づけています。 

好調に推移したため、多結晶シリコン、高純度チタン

の販売が増加しました。また、環境・エネルギー関連他

製品事業では、人体に優しい、金属アレルギーフリーと

いう特性から医療用を中心にチタン粉末の販売が増

加しました。 

このような状況を受け、当社は急増するスポンジチ

タンの需要に対応すべく、期初からフル生産体制に移

行し、前期まで生産調整のため休止していた設備も最

短スケジュールで立ち上げるとともに既稼動設備も

含めた安定操業の確保に全社を挙げて取り組みました。 

以上の結果、当期の業績につきましては、売上高は

２１，１３８百万円（前期比３０．１％増）、経常利益は２，３７５

百万円（前期比３６２．９％増）、当期純利益は１，４１０百万

円（前期比３５９．５％増）と大幅な増収増益となりました。 

また、当社は２００５年３月１日をもって東京証券取引

所市場第二部から第一部に上場いたしました。当期

の配当につきましては、前期の１株３０円に東証一部

上場記念配当１５円を加え、１株につき４５円とさせて

いただきました。 

 

 

 

全世界のチタン生産能力は年間およそ９万トン。日本、

アメリカ、ロシア、カザフスタン、中国の５カ国、７社が生

産しています。そのうち当社は約１万８千トンの生産能

力を有し、現在約２割の世界シェア（当社調べ）を有し

ています。なかでも航空機向けのクリティカルパーツ

用高品質チタンでは世界トップの生産能力を有してい

ます。この航空機向けチタン需要が、相次ぐ新型旅客

機の就航や中国・ロシア・インドでの航空交通網の整備

を受けて、急伸しつつあります。また、経済成長率の高

い中国での電力プラント、化学プラントや、中東での海

水淡水化プラント向け需要も拡大してきています。 

こうした当社事業をめぐる中期的な需要環境の見

通しを踏まえ、１）質・量総合して「世界トップのスポン

ジチタンメーカー」の地位を強化する、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

による収益力を強化する、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を促進する、という３つの

目標を掲げて、本年２月に２００５年度をスタートとする

３カ年の中期経営計画（２００５～２００７年度）を策定し

ました。これら目標の達成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ます。 
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株主のみなさまへ、そして当社と共に歩んでくださるみなさまへ 

半導体関連製品事業に 
ついて 

デジタル家電、自動車など、 

用途の広がりとともに当社製品の 

需要も高まっています。 

環境・エネルギー関連 
他製品事業について 

社会、産業界における 

環境問題への意識の高まりに応え、 

環境にやさしい新商品の開発を進めます。 

事業別主要製品 

金属チタン 
（スポンジチタン） 

チタンインゴット 
（純チタン・チタン合金） 

航空機機体部品、 
プレート熱交換器、 
化学プラントの配管、 
火力・原子力発電、 
海水淡水化プラントの 
熱交換部品 

多結晶シリコン 

高純度チタン 

四塩化チタン水溶液 

チタン事業 

半導体関連製品事業 

SiO 

ハイバリアSiO 

光触媒用酸化チタン 

チタン多孔質体 

粉末チタン 

反射防止膜、保護膜、吸収膜等 

ガスバリアフィルム用蒸着材料 

 

フィルター、電極材料 

薄膜紫外光型光触媒、 
可視光型光触媒 
（防臭、殺菌、汚れ防止効果） 

環境・エネルギー関連製品事業 

製品名 用途 

 

 

 

 

 

 

 

　デジタル家電や自動車向け等に当社の半導体

関連製品（多結晶シリコン、高純度チタン、四塩

化チタン水溶液）の需要拡大が続いています。

さらにクリーンエネルギー重視という世界的

トレンドのなかで、販売が急伸している太陽光

発電パネルの材料としても多結晶シリコンは

注目を集めています。この旺盛なニーズに対応

するべく、操業改善ならびに更新投資による生産

性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

環境・エネルギー分野においても、地球温暖

化問題から太陽光発電や水素エネルギー等の

クリーンエネルギーへのシフトが進むとともに

環境浄化機能製品への社会的ニーズの向上な

どにより、当社製品（ＳｉＯ、ハイバリアＳｉＯ、光触

媒用酸化チタン、チタン多孔質体、粉末チタン）

の適用につながりつつあります。２００４年、当社

が参加した光触媒用酸化チタンの展示会は大

盛況となり、当社製品への期待の大きさがうか

がえました。 

これからも当社は環境にやさしい技術で大

きな役割を果たす新製品（光触媒、チタン多孔

質体等）の開発を、つねにお客様とコンタクトを

とりながら進めていきます。また、展示会等にも

積極的に参加し、環境・エネルギー関連製品の

アピールに努めます。 

人工骨、精密成型医療品、 
ゲッター材 

半導体用単結晶シリコン 

スパッタリング用ターゲット材 

コンデンサー等、 
各種セラミック材料 
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次期（２００６年３月期）の業績見通し 

今後の情報開示姿勢 

2005年7月 

住友チタニウム株式会社 

代表取締役社長 

 

 

当社では、経営方針や経営目標、財務データなど

の経営情報の積極的な開示を心がけています。四半

期業績開示を含めた決算発表早期化に対応すると

ともに、中期経営計画、東京証券取引所市場第一部

上場、市場第一部指定記念配当等の経営に関する

正確な情報についてもタイムリーに開示しました。 

今後もステークホルダーの皆様に対して、ホーム

ページの活用をはじめ、年次報告書などの印刷物、

アナリスト向け・投資家向け説明会の開催など、さま

ざまなメディアツールを活用し、適宜、適切に会社

情報を公開していきます。 

 

 

 

以上の状況を踏まえ、次期（２００６年３月期）の業績

につきましては、売上高２９，０００百万円（当期比３７．２

％増）、経常利益６，４００百万円（当期比１６９．５％増）、

当期純利益３，７６０百万円（当期比１６６．６％増）と、引

き続き大幅な増収増益を見込んでいます。当社とし

ましては、中期経営計画で策定しました諸施策を着

実に実行することにより、企業価値の増大を図って

まいります。 

株主の皆様、そして多くのステークホルダーの皆

様の、絶大なるご厚情をお願い申しあげます。 

中期経営計画では、今後の需要拡大に対応

すべく、能力増強、品質強化、旧設備の更新等、

いわゆる拡大再生産のための投資を一気に集

中して行うため、これらの投資資金の早期回収

を最大の課題として、ハイリターンをめざした

計画としています。 

本中期経営計画の終了後は、次期中期経営

計画（２００８～２０１０年度）で、新製錬法の事業化

ならびにチタン以外の事業分野の強化に注力

していきます。 

なお、会社の利益配分に関する基本方針は、

主力製品であるチタンやシリコンの世界的な

需要変動が激しいことから、これまで１株につき

３０円の安定配当を基本スタンスとしてきまし

たが、２００６年３月期より、当期利益の株主への

直接的還元の充実を図るという観点より、３０円

の安定配当に、業績に応じた利益還元分を加え

ていくことといたします。 



質・量総合して“世界トップのスポンジチタンメーカー”に 

「質・量総合して“世界トップのスポンジチタンメー

カー”の地位を強化する」を狙いとする中期経営計

画に基づき、スポンジチタンの生産能力を年産１万

８千トンから２万４千トンへ、増強を図ります。そのた

め下流工程（還元、電解）主体に設備増強を行い、能

力的に余裕のある上流工程（塩化）と能力をそろえ、

最も生産効率の良い体制とします。投資額も６３億円

と、必要最小限を見込んでいます。 

なお、低酸素、低Ｆｅ品等の高級品質品の市場の高

度化ニーズへの対応と航空機向け高品質品需要拡

大に対応するため、一層の高品質対応投資も実施し

ます。 

半導体関連製品事業、環境・エネルギー関連他製品事業の収益力も強化 

収益力強化のためには、チタン事業はもとより、半

導体関連製品事業、環境・エネルギー関連他製品事

業の成長が不可欠です。まず、多結晶シリコン、高純

度チタン、四塩化チタン水溶液など半導体関連製品

事業のなかでも、とりわけ需要が急増している多結

晶シリコンについては、操業改善および更新投資に

よる生産性向上を図り、現状能力の年産８００トンを

９００トンに引き上げます。 

また、第３の柱となる環境・エネルギー関連他製品

事業については、ＳｉＯ、ハイバリアＳｉＯ、光触媒用酸

化チタン、チタン多孔質体、粉末チタンなどの製品群

は、将来有望な主力商品となりうる可能性を秘めて

います。全産業、全社会的な環境保全の必要性の高

まりを受けて、さらにクリーンエネルギー需要の増大

に対応するべく、商品開発の強化を図り、上市を促進

していきます。 

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 

将来の経営基盤強化のために積極的な研究開発

投資を実施します。とくに、前述の環境・エネルギー

関連他製品事業は、「環境の世紀」とされる２１世紀

において有望な分野だけに、環境浄化に威力を発揮

する光触媒や水素エネルギー関連装置や燃料電池

等に応用が期待される多孔質チタン、次世代ディス

プレイといわれる有機ＥＬなど多様な用途が開けるハ

イバリアＳｉＯなどの開発投資を拡大し、製品化を進

めていきます。 

また、スポンジチタンについてもさらなる普及を

推進するため、安価なスポンジチタンを製造する新

製錬法の開発を促進します。 

なお、本中期計画で投じる研究開発費は計２８億円

で、これは過去３年間の合計額の２倍にあたります。 
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中期経営計画の要点 

チタン製造プロセスフロー 

アップグレードスラグ 

合成ルチル 

塩素（CI2） 
マグネシウム（Mg） 塩化マグネシウム 

（MgCI2） 

純四塩化チタン 
（Pure TiCI4） 

粗四塩化チタン 
（Crude TiCI4） 

スポンジ 
チタン 

チタン 
インゴット 

塩素ガス反応 精製・蒸留 還元・分離 

電気分解 

粉砕 溶解 

ルチルを塩化・蒸留した
TiCI4をMgで還元する
「クロール法」に独自の
技術改良を加えて製造
しています。 

多結晶シリコン製造プロセスフロー 

金属シリコン 
三塩化シラン 
（SiHCI3） 

四塩化珪素＋水素 

多結晶シリコン 

高純度SiCI4

転化 蒸留 

蒸留 
蒸留 

還元 加工洗浄 出荷 

出荷 

金属シリコンに水素お
よび四塩化珪素を反応
させて生成した三塩化
シランを蒸留・精製し、
水素で還元させて製造
しています。 
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コーポレート・ガバナンス 

コンプライアンスおよびリスクマネジメント方針 

当社では２００２年度に「企業行動規範」を制定し、各

国の法律、国際ルールおよびその精神を遵守すると

ともに、つねに社会的良識をもって行動するよう心が

けています。同時に「コンプライアンス委員会」を設

置し、法令・社会的規範遵守経営の実現ならびに、緊急

事態の発生防止および万が一の事態発生時の迅速か

つ適切な意思決定と対応を図っています。委員会の

メンバーは代表取締役社長を委員長として取締役、監

査役および各部長で構成し、法令等の遵守状況チェッ

ク、法改正への対応等について審議しています。 

一方、当社では、大きく変化する経営環境のなか、

継続的に企業価値を最大化していくためには、当社事

業を取り巻くさまざまなリスクを適切にマネジメント

することが重要であると認識しています。リスクマネ

ジメントについては、コンプライアンス委員会でリスク

サーベイ一覧表に基づく法令遵守状況をチェックして

います。さらに事業計画や中期経営計画の推進を阻

む恐れのある経営戦略の意思決定に関わる重要な経

営リスクについては、取締役会等で十分に検討し、対

策を講じています。 

コーポレート・ガバナンス・・・・基本的な考え方と体制 

当社では、経営の効率化、透明性、健全性の確保によ

り、継続的に企業価値を創造し、顧客や株主、地域社会、

従業員など、すべてのステークホルダーから信頼され

る企業になることをめざしています。経営上の意思決

定機関である取締役会は取締役９名で構成され、当社

の業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行

を監督しています。また、当社は監査役制度を採用し

ています。監査役は４名で、内２名は社外監査役です。 

株主総会 

取締役会 会計監査人 監査役会 

監査室 

業務執行 

本社・工場 東京支社 

コンプライアンス委員会 
（メンバー：取締役、監査役、部長） 

顧問弁護士 

体制図 

相　談 

連　携 

選任・解任 

報告・上申 

監　査 報　告 

決定・監督 

選任・解任 

監　査 

選任・解任 

モニタリング 

アドバイス 

監　査 



想定されるリスクと対策 

当社の主力製品であるチタンとシリコンの需要は、

航空機産業やＩＴ産業等の好不況と密接にリンクして

います。その意味で、当社事業は、国際情勢や経済情

勢等に基づく需要の変動リスク、需給・市況動向等に

よる製品売価の変動リスクを負っています。したがっ

て、これら変動要因が経営に与えるリスクを管理する

ことが重要です。そこで当社ではつねに最新の需給

動向に目を光らせ、ただちに経営方針に反映できる

体制を整えています。ただし、近年ではチタンにおい

ては一般産業および民生品での用途拡大、シリコンに

おいてはデジタル家電、自動車、太陽電池向け等、チ

タン・シリコンとも以前よりも用途が広がったため、需

要変動によるリスクが軽減できる傾向にあります。 

なお、資料発行時点において、将来の需要変動を

除けば、当社の経営に重要な影響を与えるようなリス

ク要因（知的財産に関する紛争・訴訟等）はありません。 

事業別売上高推移 （百万円） 

　当期売上高は３事業ともに、大幅に増加しました。

主力製品であるチタン、シリコンの需要は急増し、こ

の傾向は各分野の需要拡大傾向や用途の拡大、さら

にはメーカー各社の能力等から見て次期以降も続く

ものと予測されます。 
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事業別の概況 

2004/3月期 

2005/3月期 

2006/3月期 
（見通し） 

16,241
国内 
7,217

国内 
15,600

565

5.377

半導体関連製品事業 
輸出 
3,646

輸出 
6,200

4,812

6,300

29,000

環境・エネルギー関連他製品事業 

チタン事業 

900

10,864

21,800

7,200

国内 
10,089

5,798

輸出 
4,566

21,138

683

14,656

6,482



当期の概況 

国内展伸材向け需要は、中国の電力・化学プラント

向け並びに中東の化学・海水淡水化プラント向けの

需要増を背景に大幅に増加しました。また、輸出につ

いても、２００１年の米国における同時多発テロ以降、

一時的に低迷を余儀なくされていた航空旅客数が回

復し、民間航空機用部品のリペア需要が活発化しま

した。加えてボーイング社やエアバス社の新型機用

の材料調達も始まったことから輸出は増加基調で推

移しました。販売価格についても内外でのチタン需

給の逼迫を受け、輸出展伸材向けの２００５年（暦年）

出荷分の新規契約において前契比約３０％の値上げ

を実現したことに加え、鉄鋼添加用スポンジチタン

の販売価格も需要の拡大に応じ大幅に上昇しました。

この結果、チタン事業の売上高は１４，６５６百万円（前

期比３４．９％増）と大きく増加しました。 

次期の展望 

今後も、航空機向けではチタン消費量の多い新型

機の就航も含め世界的航空需要の拡大により着実に

成長が期待できます。特にクリティカルパーツ用の高

品質スポンジチタンの供給が可能な日本メーカーへ

のスポンジ出荷要請は大幅に増加するものと予想され

ます。また、航空機以外の分野でも、電力・化学・海水

淡水化プラント等の需要が中国、中東を中心に拡大す

る見込みです。こうしたなかで、日本の展伸材出荷量

は２００４年度に引き続き高水準で継続する一方、海外

スポンジメーカーの日本への輸出対応力が大幅に減

少することから、日本スポンジメーカーへのスポンジ

出荷要請量は大幅に増大するものと予想されます。 

こうしたユーザーの旺盛な出荷要請に対して、当社

は当期に段階的に立ち上げてきた設備のフル稼働に

加え、生産能力の増強を図ることで応えていきます。

また、販売価格も輸出分の約３０％値上げに加え、

国内もそれに準じて引き上げを図った結果、次期の

チタン事業の売上高は当期に対し、４９％の大幅増収

を見込んでいます。 
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航空機向け、並びに中国・中東のプラント向け需要の増大を 
背景に、売上が大幅に増加しました。 

チ タ ン 事 業  

2004/
3月期 

2005/
3月期 

2006/
3月期
（予想） 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

21,800

14,656

10,864

売上高 （百万円） 

取扱製品 

金属チタン 
（スポンジチタン） 

チタンインゴット 
（純チタン・チタン合金） 

フェロチタン 

四塩化チタン 

写真左： スポンジチタン製造　電精工程の一部　右： スポンジチタン 
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当期の概況 

デジタル家電向けを主体に前期の途中から回復基

調に転じた半導体需要が当期に入っても引き続き高

水準を維持しました。下期には若干の需要調整が見ら

れましたが、通期では全体に好調のまま推移した結果、

多結晶シリコンや高純度チタンの販売が増加しました。 

この結果、半導体関連製品事業の売上高は５７億円

（前期比２０．５％増）となりました。 

次期の展望 

世界の半導体市場そのものは若干の調整局面に

入っていますが、デジタル家電や自動車向け等の、当

社製品に関わりの深い半導体需要の拡大が続いて

います。当社の主力製品である多結晶シリコンおよ

び高純度チタンの需要はタイトな状況が続き、安定し

た成長が見込まれています。 

この結果、次期の半導体関連製品事業の売上高は

当期に対し９％の増収を見込んでいます。 

デジタル家電向け等、半導体需要の回復により、 
多結晶シリコン、高純度チタンの販売が増加しました。 

半 導 体 関 連 製 品 事 業  

取扱製品 

多結晶シリコン 

四塩化珪素 

高純度チタン 

四塩化チタン水溶液 

0

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

6,300

5,798

4,812

売上高 （百万円） 

2004/
3月期 

2005/
3月期 

2006/
3月期
（予想） 

写真左： 多結晶シリコン製造工程 蒸留塔　右： 多結晶シリコン 



12

当期の概況 

環境・エネルギー関連他製品では、歯科材料等の

医療用を主体に粉末チタンの販売が増加しました。 

この結果、環境・エネルギー関連他製品事業の売

上高は６億円（前期比２１．１％増）となりました。 

次期の展望 

粉末チタン、ＳｉＯ、光触媒用酸化チタン等の当社高

機能品への市場ニーズが拡大しています。医療用等の

既存の民生用需要に加えて、環境浄化材料としても

各方面から期待が集まり、さらなる販売増を見込ん

でいます。 

この結果、次期の環境・エネルギー関連他製品事

業の売上高は当期に対し３２％の大幅増収を見込ん

でいます。 

医療用をメインに粉末チタンの販売が増加しました。 

環 境・エ ネ ル ギ ー 関 連 他 製 品 事 業  

取扱製品 

SiO 

ハイバリアSiO 

光触媒用酸化チタン 

チタン多孔質体 

粉末チタン 

0

200

800

1,000

600

400

売上高 （百万円） 

2005/
3月期 

2006/
3月期
（予想） 

900

683

写真左： ＳｉＯを蒸着したフィルム　中： 粉末チタン　右： タイポラス製品例 

565

2004/
3月期 



トピックス 

中期経営計画では、製造技術開発に加え、将来の

経営基盤強化のための新製品開発や、安価なスポン

ジチタンを製造するための新製錬法開発のために、

３年間で２８億円の研究開発投資を予定しています。 

新製品としては、大気浄化や抗菌、脱臭、浄水、防

汚機能をもち、近年環境保全用途で大いに注目され

ている紫外光型・可視光型光触媒をテーマに開発を

進めてきました。特に可視光型光触媒は、室内の蛍

光灯で威力を発揮するとして、注目を集めている新

製品です。当社ではすでにチタン生産の上流工程か

ら創出される酸化チタンを利用した光触媒の開発に

成功しており、今後はその量産化に向けた取り組み

に重点を移します。また、燃焼しても水しか発生しな

いことからクリーンエネルギーとして注目される水

素エネルギーに関して、水素発生装置の部材として

用いられる多孔質チタンの開発を進めていきます。

さらに有機ＥＬの封止剤などとして用途が広がるハイ

バリアＳｉＯについても開発を進めていきます。 

一方、主力製品のチタンについても、普及のネック

となっているコストを画期的に引き下げる新製錬法

の研究開発にも取り組んでいます。２００７年度までに

要素技術の開発を終え、２０１０年度を目処に高効率

の一体化ベンチプラントの建設をめざして研究開発

を進めています。 

当社では、こうした将来性の高い新製品・新技術

の研究開発に注力することで、さらに企業価値を高

めていきます。 

当社は１９５２年、日本で初めてチタンの工業生産を

開始し、現在では世界有数のチタン生産能力を誇っ

ています。チタンはごく微量の不純物によってもそ

の特性が大きく変わるため、製造プロセスにおいて

は高度な技術と厳密な品質管理体制が必要とされま

すが、当社は長年の経験とノウハウの蓄積に基づく

独自技術を駆使して高品質製品を生産しています。

当社ではこうした独自技術を企業価値の源泉である

と認識し、特許の取得を継続的に行ってきました。こ

うした知的財産重視の取り組みは、多結晶シリコンを

はじめ他の製品分野においても変わりません。現在、

研究開発中のチタンの新製錬法についても重要技

術をカバーする特許をすでに多数取得しています。

これからも当社は、知的財産の創出と蓄積を積極的

に進めることで「世界トップのスポンジチタンメーカー」

の地位を確保・強化していきます。 

13

研究開発の取り組み 

知的財産報告 

研究開発投資額 新製錬法の位置付け 

低コストの新チタンの供給 

新規活用分野へ 
（ex.海洋温度差発電、地熱発電 etc.） 

強化 

3カ年合計 
14億円 

3カ年合計 

28億円 

内訳 

商品開発 8 
製造技術開発 14 
新製錬法開発 6

（億円） 

（億円） 

（FY） 

10

5

2002 2003 2004 2005 2006 2007
0

現行 クロール法 すみ分け 

主な用途 

高品質 
（プレミアム・グレード） 

チタン 

航空機の 
クリティカルパーツ用 

新製錬法の目的：　チタン酸化物or塩化物のCa還元方式での
連続的生産による低コストなチタンの新製
造プロセスの確立 
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当社は、２１世紀に向けて「かけがえのない地球を

子孫に遺そう」をスローガンに、環境保全を最重要

課題のひとつとして捉えてきました。 

しかしながら製品自体が高付加価値の先端素材で

あるだけに、製造工程では多量の電力を消費し、生産

活動にともなう廃棄物として汚泥が発生する等、当

社事業による環境負荷は現状では必ずしも低いとは

いえません。そのため、当社では地域レベルから地

球規模に至るまで、さまざまなレベルの環境保全活

動に全力をあげて取り組んでいます。 

たとえば主要製品であるスポンジチタン、多結晶

シリコンの製造過程において発生する副産物のほぼ

全量を、廃棄や移動することなく循環再利用してい

ます。なかでも廃棄物全量の８０％以上を占める無機

汚泥は、道路の下層に利用される路盤材製品の原料

として供給しています。また、自動車や航空機等の軽

量化・省エネ化を図るチタンの供給や、環境浄化機

能製品・クリーンエネルギー需要に対応する部材の

開発への注力を通じて、地球温暖化の抑制にも寄与

しています。 

一方、当社の従業員は、日常的に社内ではゴミの

分別回収・紙や容器のリサイクル・グリーン購入といっ

た活動を行うとともに、会社周辺地域において清掃

作業や除草作業を行うなど、地域社会への貢献活動

にも積極的に参加しています。 

今後は、環境負荷低減を指向した生産体制を構築

するとともに、一酸化珪素や光触媒など環境改善に

役立つ製品も開発・製造していきます。 

環境保全活動について 

環境マネジメントシステム 

● 監視および測定 
● 不適合ならびに是正および予防処置 
● 記録 
● 環境マネジメントシステム監査 

継続的改善 

経営層による見直し 

点検及び是正処置 

環境方針 

● 環境側面 
● 法的およびその他の要求事項 
● 目的および目標 
● 環境マネジメントプログラム 

計　画 

● 体制および責任 
● 訓練、自覚及び能力 
● コミュニケーション 
● 環境マネジメントシステム文書 
● 文書管理 
● 運用管理 
● 緊急事態への準備および対応 

実施及び運用 

ISO１４００１認証取得 

　当社では、環境保全に関する基本方針を定め、それに基づいて環境活動を推進しています。 

　１９９９年には、本社・工場においてISO１４００１の認証を取得しております。 

登録番号 
JQA-EM0386 
（本社） 



15

役員の状況 

代表取締役社長　橘　　昌彰  

代表取締役副社長　山本　睦生  

 

専　務　取　締　役　市橋　弘行  

専　務　取　締　役　諸岡　保和  

 

常　務　取　締　役　山上　晃男 

取 締 役　上村　哲朗  

取 締 役　兵動　剛二  

取 締 役　島　　哲夫  

取 締 役　長田　公夫  

 

常任監査役（常勤）　北浦喜一郎  

常任監査役（常勤）　佐治　隆一  

監　査　役（非常勤）　八木　克彦  

監　査　役（非常勤）　小山　敬治 

1

1 6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

2

3

4 5 6 7 8 9 10
11 12

13

2005年6月24日現在 



16

主要財務指標の5カ年推移 

財務データ 

売上高 （百万円） 

営業利益 （百万円） 

経常利益 （百万円） 

当期純利益 （百万円） 

持分法を適用した場合の投資利益 （百万円） 

資本金 （百万円） 

発行済株式総数 （株） 

純資産額 （百万円） 

総資産額 （百万円） 

 
1株当たり情報 

１株当たり純資産額 （円） 

１株当たり配当額 （円） 

（内１株当たり中間配当額） （円） 

１株当たり当期純利益 （円） 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 （円） 

 
主要指標 

株主資本比率 （％） 

株主資本利益率 （％） 

株価収益率 （倍） 

配当性向 （％） 

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 

現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） 

従業員 （名） 

￥　19,589

1,790

1,884

972

－
6,583

8,860

15,437

33,633

1,742.40

30

（－）
122.65

 
―

45.9

6.8

16.39

27.3

2,762

△2,591

1,191

2,900

398

2002/3月期 2003/3月期 2004/3月期 2005/3月期 

￥　17,610

1,123

834

463

－
6,583

8,860

15,621

30,405

1,763.20

30

（－）
52.34

 
―

51.4

3.0

21.25

57.3

2,060

△3,619

△366

975

397

￥　18,855

1,271

1,392

739

－
5,860

7,860

13,181

28,470

1,677.05

45

（－）
94.04

 
― 

46.3

5.8

―
47.8

2,192

△1,140

△760

1,536

403

2001/3月期 

￥　16,241

705

513

306

－
6,583

8,860

15,720

29,279

1,774.36

30

（－）
34.64

 
―

53.7

2.0

57.16

86.6

2,872

△2,287

△1,116

443

394

￥　21,138

2,470

2,375

1,410

2

6,583

8,860

16,913

33,111

1,908.96

45

（－）
159.20

―

51.1

8.6

53.02

28.3

3,585

△2,210

△1,057

761

381

目　次 
主要財務指標の5カ年推移 

貸借対照表 

損益計算書 

利益処分計算書 

キャッシュ・フロー計算書 

財務の概況 

注記事項 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

24

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

住友チタニウム株式会社 
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貸借対照表 
住友チタニウム株式会社 
2005年及び2004年3月31日現在 

資産の部 

　　流動資産 

現金及び預金 

受取手形 

売掛金 

製品 

原材料 

仕掛品 

貯蔵品 

前渡金 

前払費用 

繰延税金資産 

未収入金 

短期貸付金 

その他 

貸倒引当金 

流動資産合計 

　　固定資産 

　　　有形固定資産 

建物 

構築物 

機械及び装置 

車両及び運搬具 

工具器具及び備品 

土地 

建設仮勘定 

　　　有形固定資産合計 

　　　無形固定資産合計 

　　　投資その他の資産 

投資有価証券 

長期貸付金 

長期前払費用 

繰延税金資産 

前払年金費用 

その他 

　　　投資その他の資産合計 

　　　固定資産合計 

　　　資産合計 

 

2005年3月期 2004年3月期 

¥    168

328

6,901

1,403

387

1,053

965

12

73

228

82

592

1

△7

12,191

2,756

187

5,386

44

69

8,453

546

17,443

112

564

1,750

14

106

713

215

3,364

20,919

33,111

¥    200

224

5,179

1,712

335

1,022

985

6

51

155

76

243

2

△6

10,190

2,867

203

4,575

50

67

8,453

418

16,637

121

451

875

42

155

638

167

2,330

19,089

29,279

..................................................................................................

.......................................................................................................

..........................................................................................................

.............................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................

..................................................................................................

........................................................................................................

.....................................................................................................

..........................................................................................................

....................................................................................................

..................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................

.........................................................................................

..........................................................................................................

.................................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

...............................................................................................

..................................................................................................

...............................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................

.................................................................................................

.......................................................................................................

単位：百万円未満切捨 
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.......................................................................................................

..........................................................................................................

....................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

...........................................................................................................

....................................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................................

...............................................................................................

.........................................................................................

...........................................................................................

.................................................................................................

.......................................................................................................

.............................................................................................................

....................................................................................................

...............................................................................................

....................................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................................

...................................................................................

.......................................................................................................

.................................................................................................

負債の部 

　　流動負債 

支払手形 

買掛金 

短期借入金 

未払金 

未払費用 

未払法人税等 

未払消費税等 

預り金 

賞与引当金 

設備関係支払手形 

その他の流動負債 

流動負債合計 

 

　　固定負債 

長期借入金 

退職給付引当金 

役員退職給与引当金 

その他の固定負債 

固定負債合計 

負債合計 

 

 

 

資本の部 

　　資本金 

　　資本剰余金 

資本準備金 

資本剰余金合計 

 

　　利益剰余金 

利益準備金 

当期未処分利益 

利益剰余金合計 

　　その他有価証券評価差額金 

資本合計 

負債資本合計 

 

2005年3月期 2004年3月期 

¥    696

2,627

7,173

1,256

261

919

55

16

303

253

0

13,562

1,500

1,021

81

33

2,636

16,198

6,583

6,787

6,787

38

3,406

3,444

98

16,913

33,111

¥    357

1,637

8,692

213

188

105

133

17

297

51

0

11,693

773

989

100

2

1,865

13,558

6,583

6,787

6,787

38

2,262

2,300

50

15,720

29,279

単位：百万円未満切捨 
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損益計算書 
住友チタニウム株式会社 
2005年及び2004年3月31日現在 

利益処分計算書 
住友チタニウム株式会社 
2005年及び2004年3月31日現在 

売上高 

売上原価 

　売上総利益 

販売費及び一般管理費 

　営業利益 

営業外収益 

　受取利息及び配当金 

　受取賃貸料 

　その他の営業外収益 

営業外費用 

　支払利息 

　為替差損 

　その他の営業外費用 

　経常利益 

特別利益 

　投資有価証券売却益 

　ゴルフ会員権売却益 

特別損失 

　固定資産除却損 

　ゴルフ会員権評価損 

税引前当期純利益 

法人税、住民税及び事業税 

法人税等調整額 

当期純利益 

前期繰越利益 

当期未処分利益 

 

2005年3月期 2004年3月期 

¥    21,138

15,932

5,205

2,735

2,470

49

28

12

9

144

78

54

12

2,375

93

89

3

155

155

––

2,313

959

△56

1,410

1,996

3,406

¥    16,241

13,171

3,070

2,364

705

21

5

11

4

214

88

124

1

513

––

––

––

23

15

7

489

182

0

306

1,955

2,262

...................................................................................................................

................................................................................................................

...........................................................................................................

................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................................

...............................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

.................................................................................................................

.....................................................................................................

................................................................................................

......................................................................................................

............................................................................................

.........................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................

.........................................................................................................

単位：百万円未満切捨 

当期未処分利益 

 

　利益配当金 

 

 

 

　次期繰越利益 

2005年3月期 2004年3月期 

¥    3,406

398

（普通配当１株につき30円）
（記念配当１株につき15円）

3,008

¥　 2,262

265

　（１株につき30円）

1,996

................................................................

...................................................................

................................................................

単位：百万円未満切捨 
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キャッシュ・フロー計算書 
住友チタニウム株式会社 
2005年及び2004年3月31日現在 

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益 

減価償却費 

貸倒引当金の増減(△)額 

賞与引当金の増減(△)額 

退職給付引当金の増減(△)額 

前払年金費用の増(△)減額 

役員退職給与引当金の増減(△)額 

受取利息及び受取配当金 

支払利息 

為替差益 

投資有価証券売却益 

ゴルフ会員権売却益 

固定資産除却損 

ゴルフ会員権評価損 

売上債権の増(△)減額 

たな卸資産の増(△)減額 

その他流動資産の増(△)減額 

仕入債務の増減(△)額 

その他流動負債の増減(△)額 

未払消費税等の増減(△)額 

その他 

　小計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

法人税等の支払額 

固定資産撤去による支出 

その他 

　営業活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅱ　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 

投資有価証券の取得による支出 

投資有価証券の売却による収入 

貸付による支出 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の返済による支出 

長期借入による収入 

長期借入金の返済による支出 

配当金の支払額 

　財務活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 

 

2005年3月期 2004年3月期 

¥    2,313
1,745

1
6

32
△74
△19
△28

78
△0
△89
△3
155

––
△1,826

247
△31

1,328
74
△78
122

3,954
29
△81
△198
△126

9
3,585

△1,321
△32

90
△875
△72

△2,210

△1,500
1,500
△792
△265
△1,057

0
317
443
761

¥    489
1,849

––
△5
△26
△95

22
△5
88
––
––
––
15
7

343
409
11
4
△9
△38
133

3,194
5

△90
△251
△0
15

2,872

△1,064
△240

0
△875
△108
△2,287

––
––

△852
△264
△1,116

––
△531

975
443

...............................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
.................................................................................

....................................................................................
...........................................................................

......................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................................................................................

.............................................................................................
..........................................................................................

.......................................................................................
.................................................................................

..........................................................................................
.................................................................................

....................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

......................................................................................
....................................................................................................

...............................................................................................
.......................................................................................

.............................................................................................................
.........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
..................................................................................................

.............................................................................................................
............................................................................

.................................................................................
............................................................................................

................................................................................
.................................................................................................

.........................................................................

.........................................................................
.................................................................................

..............................................................................

..............................................................................

単位：百万円未満切捨 

（注）△は、キャッシュ・フローの減少です。 
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売上高 （百万円） 

2001/3月期 

2005/3月期 

0 5,000 10,000 15,000 25,00020,000 0 500 1,000 1,500 2,5002,000

18,855

2002/3月期 19,589

2003/3月期 17,610

2004/3月期 16,241

21,138

売上原価／販売費及び一般管理費 （百万円） 

2001/3月期 

2005/3月期 

2002/3月期 

2003/3月期 

2004/3月期 

販売費及び一般管理費 売上原価 

営業利益（損失）／経常利益（損失） （百万円） 

2001/3月期 

2005/3月期 

2002/3月期 

2003/3月期 

2004/3月期 

経常利益（損失） 営業利益（損失） 

0 500 1,000 1,500 2,5002,000

当期純利益（損失）（百万円） 

2001/3月期 

2005/3月期 

2002/3月期 

2003/3月期 

2004/3月期 

1,123

705

2,4702,375

1,392

1,884

834

513

1,790

1,271

1,861

2,231

2,304

2,364
2,735

15,932

15,721

15,566

14,181

13,171

財務の概況 

■売上高 
　当期の業績につきましては、チタン事業においては、

内外の需要増加を受けてスポンジチタンの需給は期

を通して逼迫の度合いを強めながら推移し、価格面

におきましても２００５年１月出荷分からの輸出展伸材

向けの新規契約価格は大幅な値戻しを実現しました。

一方その他事業では半導体需要が引き続き好調に

推移したことにより、多結晶シリコン、高純度チタン

の販売が増加しました。 

　この結果、当期の売上高は２１，１３８百万円（前期比

３０．１％増）、経常利益は２，３７５百万円（前期比３６２．９％増）、

当期純利益は１，４１０百万円（前期比３５９．５％増）と大

幅な増収増益となりました。 

 

■売上原価、販売費及び一般管理費 
　売上原価につきましては、販売の大幅増により前

期の１３,１７１百万円から２,７６０百万円増加し１５,９３２

百万円となりました。また、売上原価率は、販売価格

のアップに加え操業度の上昇とコスト削減効果により、

前期から５．７％低下し７５．４％となりました。 

　販売費及び一般管理費につきましては、販売費や研

究開発費の増加を主体に前期の２,３６４百万円から３７１

百万円増加し２,７３５百万円となりました。 

 

■営業利益/経常利益 
　営業利益につきましては、前期の７０５百万円から

１,７６４百万円増加し２,４７０百万円となりました。 

　また、営業外損益につきましては、為替差損が前期

から７０百万円減少したため、営業外損益合計では、

前期に対し９７百万円好転しました。 

　特別損益につきましては、関係会社株式売却益

８９百万円がありましたが、スポンジチタンの能力増

強投資に備えた既存設備の廃却・撤去により固定資

産除却損が前期から１３９百万円増加したため、特別

損益合計では、前期に対し３８百万円悪化しました。 

　以上の結果、経常利益は前期の５１３百万円か

ら１,８６２百万円増加し２,３７５百万円となりました。 

 

■当期純利益 
　当期純利益につきましては、前期の３０６百万円か

ら１,１０３百万円増加し１,４１０百万円となりました。 
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負債／資本 （百万円） 

2001/3月期 

2005/3月期 

0 5,000 10,000 15,000 25,00020,000

2002/3月期 

2003/3月期 

2004/3月期 

資本 負債 

資産 （百万円） 

2001/3月期 

2005/3月期 

2002/3月期 

2003/3月期 

2004/3月期 

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 

2001/3月期 

2005/3月期 

2002/3月期 

2003/3月期 

2004/3月期 
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投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 
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2003/3月期 

2004/3月期 

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 

2001/3月期 

2005/3月期 

2002/3月期 

2003/3月期 

2004/3月期 

0 500 1,000 1,500 2,500 3,000 3,5002,000

■資産及び負債・資本 
　当期末における資産の残高は、３３，１１１百万円（前

期末２９，２７９百万円）となり、３，８３２百万円増加しました。

この内、流動資産残高は１２，１９１百万円（前期末１０，１９

０百万円）と２，００１百万円増加、固定資産残高は、２０，９１

９百万円（前期末１９，０８９百万円）と１，８３０百万円の増

加となっています。流動資産が増加しましたのは、売

上高の増加による売上債権の増加が主な要因です。

また、固定資産の増加につきましては、需要の好調な

チタンの安定生産を確保するため、設備の更新投資

を強化したことによる有形固定資産の増加と当社が

土地を賃借している関係会社への長期貸付金の増

加が主な要因です。 

　当期末における負債の残高は、１６，１９８百万円（前

期末１３，５５８百万円）となり２，６３９百万円増加しました。

この主な要因は、生産水準の上昇に伴う買入債務の

増加と設備投資の増加による設備債務（設備関係未

払金、設備関係支払手形）の増加並びに未払法人税

等の増加です。なお、短期、長期合わせた当期末の借

入金残高は、８，６７３百万円と前期末９，４６６百万円に対

し７９２百万円減少しています。 

　当期末における資本の残高は、１６，９１３百万円（前

期末１５，７２０百万円）となり１，１９２百万円増加いたし

ました。 

　この結果、当期末の１株当たり純資産額は、１，９０９

円（前期末１，７７４円）、株主資本比率は５１．１％（前期

末５３．７％）となりました。 

 

■流動性及びキャッシュ・フローの源泉 
　当期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動

で得たキャッシュ３，５８５百万円を投資活動で２，２１０

百万円、財務活動で１，０５７百万円それぞれ使用した

結果、当期末のキャッシュの残高は、前期末から３１７

百万円増加し７６１百万となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、

３，５８５百万円と前期に比べ７１３百万円増加しました。

これは、前期に対し売上債権の増加によるマイナス

があったものの当期純利益が大幅に増加したことに

加え仕入債務が増加したことが主な要因です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、

△２，２１０百万円と前期に比べ７６百万円増加しました。

これは設備投資の支払いが増加しましたが、投資有

価証券の売却による収入があったことおよび投資有

価証券の取得による支出が減少したことが主な要因

です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、

△１，０５７百万円と前期に比べ５８百万円増加しました。

これは、長期借入金の返済による支出が減少したこ

とが主な要因です。 
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■リスク情報 
　文中の将来に関する事項は、当期末現在において

当社が判断したものです。 

　当社の事業その他に関するリスクについて、投資

家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考え

られる主な事項は、次のとおりです。 

 

①外部環境による影響 

＜チタン事業＞ 

　当社の輸出スポンジチタンの全社売上高に対する

割合は、２００５年３月期で２１．６％を占めておりますが、

その主要用途は高品質の航空機用です。従って、航

空機メーカーの受注ならびに航空機のメンテナンス

需要の変動により、当社の経営成績が影響を受ける

可能性があります。 

　一方、国内向け金属チタン（スポンジチタン、イン

ゴット）の全社売上高に対する割合は、２００５年３月期

で３９．９％を占めておりますが、その多くはプレ－ト熱

交換器・電力・化学等一般産業用として、展伸材メ－

カ－から主にアジア・中東地域向けに、直接または間

接的に販売されています。従って、これらの地域の経

済状態の変動により、当社の経営成績が影響を受け

る可能性があります。 

　また、国内向け金属チタンのうち、主力ユーザーで

ある住友金属工業㈱および㈱神戸製鋼所向け売上（商

社経由含む）の全社売上高に対する割合は、２００５年

３月期で３３．７％を占めています。 

　従って、両社の素材調達方法の変化やチタン事業

の変動により、当社の経営成績が影響を受ける可能

性があります。 

＜その他事業＞ 

　当社は、その他事業の主力製品として、半導体向

けの材料である多結晶シリコンと高純度チタンを製

造しています。この２品種の全社売上高に対する割

合は、２００５年３月期で２４．４％を占めています。 

　また、多結晶シリコンについては大半を  

㈱SUMCOに販売しており、これを主体として同社

向け売上の全社売上高に対する割合は２００５年３月

期で１６．５％を占めています。 

　従って、半導体の景況および㈱SUMCOの素材調

達方法の変化により、当社の経営成績が影響を受け

る可能性があります。 

 

②輸出売上高比率と為替変動による影響 

　全社売上高に対する輸出売上高の割合は、２００５年

３月期において２４．６％を占めております。 

　当社の輸出売上高の殆どが米ドル建てで、輸入原

材料の米ドル建てでの仕入や、電力、LNG等の間接

的な米ドルでの支払いも含めて、米ドルの受取超過

になる傾向にあり、為替の変動幅により、当社の経営

成績に影響をもたらす可能性があります。 

 

③電力料金の変動の影響 

　当社の製造工程においては、大量の電力を消費する

ため、電力料が当社の当期総製造費用の２１．９％

（２００５年３月期）を占めております。そのため原油価

格の変動等により電力料金の大幅改定があった場合、

当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。 

　しかしながら、円安を主たる要因として電力料金

が値上げされる場合の経営成績への影響は、当社は

ドル受取超過体質であるため、米ドルの円貨ベース

での手取り増で吸収されます。 

 

④自然災害および事故の影響 

　当社の製品の製造拠点は本社工場（兵庫県尼崎市）

のみであるため、製品の供給責任を果たすべく安定

操業の確保を経営の重要課題と位置付け、大規模な

地震等の災害対策や設備事故の防止対策に万全を

期しています。しかしながら自然災害の規模によっ

ては、また万一重大事故が発生した場合は、生産活

動に支障をきたし、当社の経営成績が影響を受ける

可能性があります。 

財務の概況 
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注記事項 
住友チタニウム株式会社 
2005年及び2004年3月31日現在 

住友チタニウム株式会社 
2005年3月31日現在 

1. 重要な会計方針 
 

1　有価証券の評価基準及び評価方法 

（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 

（2）その他有価証券 

　　①　時価のあるもの 

　決算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

している） 

　　②　時価のないもの 

　移動平均法による原価法 

2　デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準

及び評価方法 

時価法を採用しております。 

3　たな卸資産の評価基準及び評価方法 

総平均法による低価法を採用しております。 

4　固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

　定率法を採用しております。 

　ただし、1998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。 

無形固定資産 

　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。 

長期前払費用 

　定額法を採用しております。 

5　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。 

（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、内規に基づく期末要支給

額を引当計上しております。 

6　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。 

7　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。 

（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 

（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。 

（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。 

8　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。 

9　その他財務諸表作成のため基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

　税抜方式を採用しております。 

2. 会計処理の変更 
 

 

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　2002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　2003年10月31日）が2004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。 
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2005/3月期 
（平成17年3月31日） 

2004/3月期 
（平成16年3月31日） 

3. 貸借対照表関係 

※1　関係会社に関する項目 

売掛金 ................................................................ 404百万円 

※2　会社が発行する株式の総数 

授権株式数　　　普通株式 ............................. 31,440,000株 

発行済株式数　　普通株式 ............................ 8,860,000株 

※3　商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付した

ことにより増加した純資産額は、50百万円であります。 

※1　関係会社に関する項目 

売掛金 ................................................................... 652百万円 

※2　会社が発行する株式の総数 

授権株式数　　　普通株式...............................  31,440,000株 

発行済株式数　　普通株式 .............................. 8,860,000株 

※3　商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付した

ことにより増加した純資産額は、98百万円であります。 

4. 損益計算書関係 

5. キャッシュ・フロー計算書関係 

※1　関係会社との取引 

関係会社への売上高 ................................................. 960百万円 

 

※2　固定資産除却損 

撤去費 ........................................................................ 0百万円 

機械及び装置 ............................................................ 13百万円 

その他 ....................................................................... 2百万円 

計   15百万円 

 2005/3月期 
自　平成16年4月 1 日 
至　平成17年3月31日 （ ） 

 2004/3月期 
自　平成15年4月 1 日 
至　平成16年3月31日 （ ） 

※1　関係会社との取引 

関係会社への売上高 .............................................. 1,324百万円 

関係会社からの受取利息 ...................................... 21百万円 

※2　固定資産除却損 

撤去費 ..................................................................... 126百万円 

機械及び装置 ......................................................... 25百万円 

その他 ..................................................................... 3百万円 

計   155百万円 

　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 

（2004年3月31日現在） 

現金及び預金勘定 ........................................................... 200百万円 

取得日から3月以内に満期日又は 

償還日の到来する短期投資 ........................................... 243百万円 

（短期貸付金）  

現金及び現金同等物 ...................................................... 443百万円 

 2005/3月期 
自　平成16年4月 1 日 
至　平成17年3月31日 （ ） 

 2004/3月期 
自　平成15年4月 1 日 
至　平成16年3月31日 （ ） 

　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 

（2005年3月31日現在） 

現金及び預金勘定 ........................................................... 168百万円 

取得日から3月以内に満期日又は 

償還日の到来する短期投資 ............................................ 592百万円 

（短期貸付金）  

現金及び現金同等物 ....................................................... 761百万円 

住友チタニウム株式会社 
2005年及び2004年3月31日現在 

注記事項 
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6. リース取引関係 

　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･リース取引に係る注記 
（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 
 
 
 
 

 
 
 

（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）未経過リース料期末残高相当額 
　　　　1年内 ......................................................................... 2百万円 
　　　　1年超 ......................................................................... 8百万円 
　　　　合計 ............................................................................ 10百万円 
  
 
（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。 

（3）支払リース料及び減価償却費相当額 
　　　　支払リース料 ............................................................. 1百万円 
　　　　減価償却費相当額 ..................................................... 1百万円 
 
（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。 

 2005/3月期 
自　平成16年4月 1 日 
至　平成17年3月31日 （ ） 

 2004/3月期 
自　平成15年4月 1 日 
至　平成16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･リース取引に係る注記 
（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 
 
 
 
 

 
 
 

（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）未経過リース料期末残高相当額 
　　　　1年内 ....................................................................... 5百万円 
　　　　1年超 ....................................................................... 17百万円 
　　　　合計 .......................................................................... 23百万円 
 
　　　　リース資産減損勘定の残高 .................................... ―百万円 
（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。 

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減価償却費相当額 
　　　　支払リース料 ........................................................... 2百万円 
　　　　リース資産減損勘定の取崩額 ................................ ―百万円 
　　　　減価償却費相当額 .................................................... 2百万円 
（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。 

7. 有価証券関係 

（1）その他有価証券で時価があるもの 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 

 

（1）その他有価証券で時価があるもの 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 

 

 2005/3月期 
自　平成16年4月 1 日 
至　平成17年3月31日 （ ） 

 2004/3月期 
自　平成15年4月 1 日 
至　平成16年3月31日 （ ） 

（2）時価のない主な有価証券 （2）時価のない主な有価証券 

車両及び 
運搬具 

工具器具 
及び備品 

合　計 

7 

7 

14

0 

3 

4

7 

3 

10

取得価額 
相当額（百万円） 

減価償却累計額 
相当額（百万円） 

取得価額 
相当額（百万円） 

減価償却累計額 
相当額（百万円） 

減損損失累計額 
相当額（百万円） 

期末残高 
相当額（百万円） 

期末残高 
相当額（百万円） 

車両及び 
運搬具 

工具器具 
及び備品 

合　計 

23 

4 

27

2 

2 

4

21 

1 

23

― 

― 

― 

種類 

貸借対照表計上額（百万円） 

①子会社株式及び関連会社株式  
　関連会社株式 240 
②その他有価証券  
　非上場株式（店頭売買株式を除く） 4

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

株式 122 207 85

種類 

貸借対照表計上額（百万円） 

①子会社株式及び関連会社株式  
　関連会社株式 272 
②その他有価証券  
　非上場株式（店頭売買株式を除く） 4

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

株式 122 288 165
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住友チタニウム株式会社 
2005年及び2004年3月31日現在 

　すべてヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。 

 2005/3月期 
自　平成16年4月 1 日 
至　平成17年3月31日 （ ） 

 2004/3月期 
自　平成15年4月 1 日 
至　平成16年3月31日 （ ） 

　すべてヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。 

8. デリバティブ取引関係 
 

■取引の状況に関する事項 

（1）取引の内容 

　当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予

約取引、金利関連では金利スワップ取引であります。 

（2）取引に対する取組方針 

　当社のデリバティブ取引は、将来の為替･金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であり

ます。 

（3） 取引の利用目的 

　当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債務

の為替変動リスクを回避し、安定的な利益確保を図る目的で、ま

た金利関連では借入金利等の将来の金利市場における利率上昇に

よる変動リスクを回避する目的で利用しております。 

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っておりま

す。 

①　ヘッジ会計の方法 

　　　繰延ヘッジ処理によっております。 

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 

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。 

　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）取引に係るリスクの内容 

　為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ

取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。 

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているた

め、信用リスクはほとんどないと認識しております。 

（5）取引に係るリスク管理体制 

　デリバティブ取引の執行･管理については、取引権限等を定め

た社内ルールに従い、経理担当部門が決裁担当者の承認を得て行

っております。 

■取引の時価等に関する事項 

注記事項 
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9. 退職給付関係 

1　採用している退職給付制度の概要 

　当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時

金制度を採用しております。 

 

2　退職給付債務に関する事項 

　　①　退職給付債務 ..................................................... 2,535百万円 

　　②　年金資産 ............................................................. 1,678百万円 

　　③　未積立退職給付債務（①－②） ........................ 857百万円 

　　④　未認識数理計算上の差異 .................................. 507百万円 

　　⑤　貸借対照表計上額純額（③－④） .................... 350百万円 

　　⑥　前払年金費用 ................................................ 638百万円 

　　⑦　退職給付引当金（⑤＋⑥） ................................ 989百万円 

 

3　退職給付費用に関する事項 

　　①　勤務費用 ............................................................. 122百万円 

　　②　利息費用 ............................................................. 59百万円 

　　③　期待運用収益 ..................................................... △27百万円 

　　④　数理計算上の差異の費用処理額 ...................... 32百万円 

　　⑤　退職給付費用（①＋②＋③＋④） .................... 186百万円 

 

4　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

　　①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

　　②　割引率 ................................................................. 2.0％ 

　　③　期待運用収益率 ................................................. 2.0％ 

　　④　数理計算上の差異の処理年数 .......................... 17年 

1　採用している退職給付制度の概要 

　当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時

金制度を採用しております。 

 

2　退職給付債務に関する事項 

　　①　退職給付債務 .................................................... 2,574百万円 

　　②　年金資産 ............................................................ 1,871百万円 

　　③　未積立退職給付債務（①－②） ........................  703百万円 

　　④　未認識数理計算上の差異 ................................. 394百万円 

　　⑤　貸借対照表計上額純額（③－④） .................... 308百万円 

　　⑥　前払年金費用 .................................................... 713百万円 

　　⑦　退職給付引当金（⑤＋⑥） ...............................  1,021百万円 

 

3　退職給付費用に関する事項 

　　①　勤務費用 ............................................................ 129百万円 

　　②　利息費用 ............................................................ 50百万円 

　　③　期待運用収益 .................................................... △33百万円 

　　④　数理計算上の差異の費用処理額 ..................... 32百万円 

　　⑤　退職給付費用（①＋②＋③＋④） .................... 179百万円 

　　　　 

4　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

　　①　退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準 

　　②　割引率 ................................................................ 2.0％ 

　　③　期待運用収益率 ................................................. 2.0％ 

　　④　数理計算上の差異の処理年数 ......................... 17年 

 2005/3月期 
自　平成16年4月 1 日 
至　平成17年3月31日 （ ） 

 2004/3月期 
自　平成15年4月 1 日 
至　平成16年3月31日 （ ） 
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住友チタニウム株式会社 
2005年及び2004年3月31日現在 

10. 税効果会計関係 

1　繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳 

（流動資産） 

繰延税金資産 

　賞与引当金損金算入限度超過額 ............................. 124百万円 

　事業税損金不算入額 ................................................ 10百万円 

　社会保険料損金不算入額 ........................................ 15百万円 

　その他 ....................................................................... 3百万円 

　繰延税金資産の純額 ................................................ 155百万円 

 （固定資産） 

繰延税金資産 

　ゴルフ会員権評価損 ................................................ 39百万円 

　役員退職給与引当金損金不算入額 ......................... 40百万円 

　退職給付引当金損金算入限度超過額 ..................... 109百万円 

　繰延税金資産合計 .................................................... 190百万円 

　繰延税金負債との相殺 ............................................ △34百万円 

　繰延税金資産の純額 ................................................ 155百万円 

繰延税金負債 

　その他有価証券評価差額金 ..................................... 34百万円 

　繰延税金資産との相殺額 ......................................... △34百万円 

　繰延税金負債の純額 ................................................ －　 

2　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重

要な差異がある時の当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 ................................................................ 42.0% 

（調整） 

法人税額控除 ................................................................ △7.4% 

交際費等永久に損金算入されない項目 ..................... 1.5% 

住民税均等割額 ............................................................ 1.1% 

その他 ............................................................................ 0.1% 

調整計 ............................................................................ △4.7% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ...................... 37.3%

1　繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳 

（流動資産） 

繰延税金資産 

　賞与引当金損金算入限度超過額 .............................. 123百万円 

　事業税損金不算入額 ................................................. 82百万円 

　社会保険料損金不算入額 ......................................... 16百万円 

　その他 ........................................................................ 5百万円 

　繰延税金資産の純額 ................................................. 228百万円 

 （固定資産） 

繰延税金資産 

　ゴルフ会員権評価損 ................................................. 32百万円 

　役員退職給与引当金損金不算入額 .......................... 32百万円 

　退職給付引当金損金算入限度超過額 ...................... 108百万円 

　繰延税金資産合計 ..................................................... 174百万円 

　繰延税金負債との相殺 ............................................. △67百万円 

　繰延税金資産の純額 ................................................. 106百万円 

繰延税金負債 

　その他有価証券評価差額金 ...................................... 67百万円 

　繰延税金資産との相殺額 .......................................... △67百万円 

　繰延税金負債の純額 ................................................. －　 

2　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重

要な差異がある時の当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の

差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略して

おります。 

 2005/3月期 
自　平成16年4月 1 日 
至　平成17年3月31日 （ ） 

 2004/3月期 
自　平成15年4月 1 日 
至　平成16年3月31日 （ ） 

11. 持分法損益等 

関連会社に対する投資の金額 ............................................ 240百万円 

持分法を適用した場合の投資の金額 ................................. 240百万円 

持分法を適用した場合の投資損益の金額 ......................... ―百万円 

関連会社に対する投資の金額 ............................................. 272百万円 

持分法を適用した場合の投資の金額 ................................. 274百万円 

持分法を適用した場合の投資損益の金額 ......................... 2百万円 

 2005/3月期 
自　平成16年4月 1 日 
至　平成17年3月31日 （ ） 

 2004/3月期 
自　平成15年4月 1 日 
至　平成16年3月31日 （ ） 

注記事項 
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会社情報 

社　　名 住友チタニウム株式会社 

 SUMITOMO TITANIUM CORPORATION 

創　　業 １９５２年（昭和２７年）１１月２６日 

資 本 金 ８,７３９,６２０,０００円 

　　　　　 〔２００５年（平成１７年）７月１５日現在〕 

上場取引所 東京証券取引所　市場第一部 

従業員数 ３８１名 〔２００５年（平成１７年）３月３１日現在〕 

代 表 者 代表取締役社長　　橘　昌彰 

所 在 地 本　社／ 

 〒６６０-８５３３　兵庫県尼崎市東浜町１番地 

 TEL.０６-６４１３-９９１１　FAX.０６-６４１３-４３４３ 

 東京支社／ 

 〒１０５-０００４　東京都港区新橋５丁目１１番３号　 

 新橋住友ビル６階 

 TEL.０３-５７７６-３１０１　FAX.０３-５７７６-３１１１ 

主要製品 

チタン事業 ／金属チタン（スポンジチタン）  

  チタンインゴット（純チタン・チタン合金）  

   フェロチタン  

  四塩化チタン  

その他事業 ／半導体多結晶シリコン  

  四塩化珪素  

  一酸化珪素（SiO） 

  粉末チタン・水素化チタン  

  高純度チタン 

  四塩化チタン水溶液 

 

1937年 大阪特殊製鉄所として設立  

1950年 株式会社大阪特殊製鉄所に改組 

1951年 金属チタンの製造研究を開始  

1952年 住友金属工業株式会社が資本参加  

 社名を大阪チタニウム製造株式会社に変更  

 日本初のチタン試験工場を建設  

1954年 月産２５tのチタン工場稼働  

1957年 多結晶シリコンの研究開発開始  

1960年 月産８０kgで多結晶シリコンの製造開始  

1961年 塩化マグネシウム電解工場完成  

1967年 チタン製造技術の開発で大河内記念生産賞を受賞  

電解第２工場第１期完成、チタン原料用サイロ１４基完成  

1975年 電解８万アンペアセル完成、還元分離一体化に 

 通産省補助金 

1977年 還元分離一体化炉（２トンバッチ）完成、 

 流動塩化炉完成  

1978年 チタン一体化炉（５トンバッチ）操業開始（U炉） 

1980年 新型電解槽完成  

 NEDOプロジェクトに参加 

1981年 チタンインゴット工場完成、新蒸留工場完成  

1982年 新スポンジチタン工場完成、新製品工場完成  

1984年 新多結晶工場を稼働  

1992年 九州電子金属株式会社と合併  

1993年 社名を住友シチックス株式会社に変更  

1996年 本社尼崎工場がISO９００２認証取得  

1997年 住友シチックス株式会社より尼崎製造・技術本部を中心

とした事業（チタン・多結晶シリコン・開発商品）の営業

譲渡を受け、株式会社住友シチックス尼崎を設立  

1999年 ISO１４００１認証取得  

2000年 AS９０００認証取得  

2002年 社名を住友チタニウム株式会社に変更  

スポンジチタン工場還元炉増設　年間公称生産能力 

１万５千トンから１万８千トンへ増強  

 東京証券取引所　市場第二部に上場  

2005年 東京証券取引所市場第一部上場 

会社概要 沿革 



このパンフレットは、地球環境への負荷を低減させるために 
古紙100％再生紙と大豆インクを使用しています。 

古紙配合率100％再生紙を使用 

本　社 
〒660-8533　兵庫県尼崎市東浜町1番地 
TEL.06-6413-9911　FAX.06-6413-4343 

東京支社 
〒105-0004　東京都港区新橋5丁目11番3号　新橋住友ビル6階　 
TEL. 03-5776-3101　FAX.03-5776-3111 

URL  http://www.sumitomo-ti.co.jp/
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