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サウジアラビア王国におけるスポンジチタン製造合弁事業にかかる基本合意について 

 

当社は、サウジアラビア王国（以下、「サウジアラビア」）に本店を有する、The National Titanium Dioxide 

Company Limited(以下、「Cristal社」)及び The National Industrialization Company（以下、「Tasnee社」）

両社との合弁により、同国にスポンジチタン製造・販売を事業目的とする会社（以下、「新会社」）を設立・運

営することについて、本日開催の取締役会にて決議するとともに、Cristal社及び Tasnee社との間で基本合意

の覚書を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 本合弁事業を行う理由 

 世界的な酸化チタンメーカーである Cristal社と本合弁事業を行うことにより、サウジアラビア国内産

業の振興・多角化及び日本・サウジアラビア間の産業協力に資するとともに、当社チタン事業の将来にわ

たる競争力の一層の強化を図るためであります。 

 

２． 本合弁事業の内容等 

（１） 本合弁事業の内容 

ア． 当社、Cristal社及び Tasnee社は、合弁で新会社（出資比率：当社 35.0％、Cristal社 32.5％、

Tasnee社 32.5％。詳細、以下２.（２）参照。）を設立し、新会社がサウジアラビア国内のヤン

ブー（Yanbu）工業団地にスポンジチタン製造工場を建設いたします。 

イ． 本合弁事業の特長は次のとおりです。 

① 同工場に隣接する Cristal 社の酸化チタン製造工場から、スポンジチタンの原料である四

塩化チタンの供給を安定的に受けることができます。 

② 当社のスポンジチタン製造における先進的な技術の供与と、サウジアラビア国内の安価な

電力代により、世界的に卓越したコスト競争力を有します。 

③ 製造したスポンジチタンは、Cristal社を通じて湾岸協力会議加盟国内での淡水化プラント、

発電所、化学プラント等の一般工業向け需要へ販売されるとともに、当社引取りにより当

社顧客の需要に向けても販売いたします。 

（２） 新会社の概要（予定） 

ア． 名称 未定 

イ． 本店所在地 ヤンブー（サウジアラビア） 

ウ． 代表者の役職・氏名 未定 

エ． 事業内容 サウジアラビア国内新設工場におけるスポンジチタンの製造・販売 

オ． 資本金 110百万米ドル 

カ． 設立年月日 平成 26年度内 

キ． 決算期 毎年 12月 31日 

ク． 純資産及び総資産 未定 

ケ． 出資比率 東邦チタニウム株式会社             35.0% 

The National Titanium Dioxide Company Ltd.     32.5% 

The National Industrialization Company         32.5% 



コ． その他 生産能力 15,600ｔ/年 

工場建設開始 平成 27年 1月 

メカニカル・

コンプリーシ

ョン 

平成 28年末 

投資額 約 420百万米ドル 

 

 

３．本合弁事業の相手先の概要 

（１）Cristal社 

ア． 名称 The National Titanium Dioxide Company Ltd. 

イ． 所在地 ジェッダ （サウジアラビア） 

ウ． 代表者の役職・氏名 Chairman and CEO：Dr. Talal Al Shair 

エ． 事業内容 酸化チタン、チタン化学品、ミネラルサンド、チタン金属粉の製造・販

売 

製造拠点 世界 6ヶ国、従業員数 約 4,500名 

オ． 設立年月日 平成元年 

カ． 大株主及び持株比率 The National Industrialization Company            66.0% 

Gulf Investment Corporation                       33.0% 

キ． 当社と当該会社との

関係 

資 本 関 係  当社と当該会社との間に資本関係はございません。 

人 的 関 係  当社と当該会社との間に人的関係はございません。 

取 引 関 係  当社と当該会社との間に取引関係はございません。 

関連当事者へ 

の 該 当 状 況 

該当事項はありません 

（注）１ 最近3年間の財政状態及び経営成績については、未公開のため記載しておりません。 

 

 

（２）Tasnee社 

ア． 名称 The National Industrialization Company 

イ． 所在地 リヤド（サウジアラビア） 

ウ． 代表者の役職・氏名 Chairman : Mubarak Bin Abdallah Al-Khafra 

CEO : Saleh Bin Fahad Al Nazha 

エ． 事業内容 事業投資 等 

オ． 資本金 6,689,142千サウジアラビア・リヤル（平成 24年 12月31日現在） 

カ． 設立年月日 昭和 60年 6月 

キ． 当社と当該会社との

関係 

資 本 関 係  当社と当該会社との間に資本関係はございません。 

人 的 関 係  当社を当該会社との間に人的関係はございません。 

取 引 関 係  当社と当該会社との間に取引関係はございません。 

関連当事者へ 

の 該 当 状 況 

該当事項はありません。 

ク． 当該会社の最近 3年間の連結経営成績及び連結財政状態 （単位：千サウジアラビア・リヤル） 

決算期 平成 22年 12月期 平成 23年 12月期 平成 24年 12月期 

連結純資産 14,456,265 17,776,437 19,609,503 

連結総資産 34,704,353 39,927,579 45,575,346 

連結売上高 15,993,250 19,648,743 17,921,025 

連結営業利益 3,140,241 5,406,968 4,110,655 

連結当期純利益 1,472,606 2,441,423 1,763,837 

１株あたり連結当期純

利益 

2.64 3.65 2.64 

 

 



４．日程(予定) 

（１）本契約締結 平成 26年 3月 

（２）工場建設開始 平成 27年 1月 

（３）メカニカル・コンプリーション 平成 28年末 

 

 

５．今後の見通し 

本件による平成 26年 3月期業績予想に与える影響は、現時点では軽微であります。 

 なお、上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な要因によ

り異なる結果となる可能性があります。 

 

６．その他 

  当事業は、一般財団法人中東協力センターの「日本・サウジアラビア産業協力事業」の支援対象となって

おります。（ＵＲＬ http://www.saudiarabia-jccme.jp/） 

また当社が属するＪＸグループは、永年に亘りサウジアラビアにおける知見・信頼関係を培ってきており、

当社は、ＪＸグループの支援を受けつつこれらを最大限活用し、当事業を推進してまいります。 
 

以上 

 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 25年 9月 30日公表分）及び前期連結実績 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

 

当期連結業績予想 

（平成２６年３月期） 

百万円 

30,700 

百万円 

△5,300 

百万円 

△5,600 

百万円 

△5,700 

前期連結実績 

（平成２５年３月期） 

40,081 801 485 △2,151 

 

 


