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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

  

回次
第122期

第１四半期連結
累計期間

第123期
第１四半期連結
累計期間

第122期

会計期間 

自  平成23年
４月１日

至  平成23年
６月30日

自  平成24年
４月１日

至  平成24年
６月30日

自  平成23年
４月１日

至  平成24年
３月31日

売上高 （百万円） 3,293 3,087 13,576

経常利益 （百万円） 226 271 721

四半期（当期）純利益 （百万円） 104 214 229

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 111 291 190

純資産額 （百万円） 5,354 5,614 5,433

総資産額 （百万円） 17,316 17,335 17,309

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 4.45 9.12 9.75

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 28.5 30.1 29.0

  （注）１  当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２  売上高には消費税等は含まれていない。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

２【事業の内容】

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

な変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。

  また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。

 

２【経営上の重要な契約等】

  当第１四半期連結会計期間において、新たに決定又は締結した経営上の重要な契約等はない。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１)  業績の状況

当第１四半期におけるわが国経済は東日本大震災からの復興需要に支えられ緩やかに回復している。鉱工業生

産は前第２四半期以降増加を続けてきたが、当第１四半期は３ヶ月連続の低下となり、４四半期ぶりの減産と

なった。設備投資は復旧投資による押し上げが続く中、企業収益の改善もあって持ち直しの動きが続いている。

一方、当社グループの大口需要家である鉄鋼業は当第１四半期で前年同期を上回る2,750万トンの粗鋼生産量

であった。

このような状況の中、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は30億８千７百万円（前年同期比

6.3％減）、営業利益は２億７千５百万円（前年同期比4.6％増）、経常利益は２億７千１百万円（前年同期比

19.4％増）、四半期純利益は２億１千４百万円（前年同期比105.0％増）となった。

セグメントの業績は次のとおりである。

（断熱関連事業）

国内鉄鋼業における設備改修向け等が順調に推移したが、自動車部品や二次電池、半導体製造装置向けは予想

を下回った。国内の工業炉の施工を扱う部門の需要は前年を大きく下回った。その結果、当第１四半期連結累計期

間の売上高は27億３百万円（前年同期比5.7％減）となった。

（その他）

住宅用燃焼機器は震災直後の前第１四半期連結累計期間に需要が急増したが、当第１四半期連結累計期間は平

年並みで推移した。集成材等の需要は前年同期比で落ち込んだ。前第１四半期連結累計期間において、機能性セラ

ミックスは震災の影響を受け低迷したが、当第１四半期連結累計期間は平年並みに戻った。その結果、当第１四半

期連結累計期間の売上高は３億８千４百万円（前年同期比9.3％減）となった。

   

(２)  事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

 

(３)  研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、７千９百万円である。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 51,259,000

計 51,259,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月10日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 23,606,573 23,606,573
大阪証券取引所

（市場第一部）

完全議決権株式であり、

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式。単元株式数は100

株である。

計 23,606,573 23,606,573 － －

  

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はない。

  

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はない。

  

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はない。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

 

平成24年４月１日～

平成24年６月30日

 

－ 23,606 － 3,196 － 904

（６）【大株主の状況】

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

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

－ －
普通株式 55,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 23,547,700 235,477 －

単元未満株式 普通株式 3,773 － －

発行済株式総数 23,606,573 － －

総株主の議決権 － 235,477 －

   

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

(自己保有株式)

イソライト工業株式会社

大阪市北区中之島

三丁目３番23号
55,100 － 55,100 0.23 

計 － 55,100 － 55,100 0.23 

 

２【役員の状況】

  該当事項はない。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。）に基づいて作成している。

  

２．監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から

平成24年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表について有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,127 1,941

受取手形及び売掛金 ※3
 4,072

※3
 3,904

商品及び製品 1,640 1,645

仕掛品 247 284

原材料及び貯蔵品 494 490

繰延税金資産 147 146

その他 578 1,001

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 9,304 9,411

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,709 1,713

機械装置及び運搬具（純額） 1,502 1,488

土地 2,269 2,255

その他（純額） 254 288

有形固定資産合計 5,736 5,745

無形固定資産

のれん 317 291

その他 232 227

無形固定資産合計 550 518

投資その他の資産

投資有価証券 743 686

繰延税金資産 614 622

その他 443 434

貸倒引当金 △83 △84

投資その他の資産合計 1,718 1,659

固定資産合計 8,004 7,923

資産合計 17,309 17,335
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 1,690

※3
 1,332

短期借入金 5,729 5,676

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 130 76

賞与引当金 210 210

その他 632 870

流動負債合計 8,493 8,266

固定負債

社債 400 400

長期借入金 1,845 1,927

退職給付引当金 853 860

その他の引当金 57 36

その他 226 230

固定負債合計 3,382 3,454

負債合計 11,876 11,720

純資産の部

株主資本

資本金 3,196 3,196

資本剰余金 2,254 2,254

利益剰余金 114 281

自己株式 △10 △10

株主資本合計 5,554 5,722

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 70 33

為替換算調整勘定 △609 △534

その他の包括利益累計額合計 △539 △500

少数株主持分 417 393

純資産合計 5,433 5,614

負債純資産合計 17,309 17,335
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 3,293 3,087

売上原価 2,221 2,012

売上総利益 1,072 1,075

販売費及び一般管理費 808 799

営業利益 263 275

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 7 7

受取賃貸料 5 7

持分法による投資利益 5 6

為替差益 14 30

その他 19 14

営業外収益合計 54 67

営業外費用

支払利息 42 36

租税公課 20 1

その他 27 34

営業外費用合計 91 71

経常利益 226 271

特別損失

固定資産除却損 1 －

減損損失 0 －

特別損失合計 1 －

税金等調整前四半期純利益 224 271

法人税、住民税及び事業税 22 39

法人税等調整額 93 5

法人税等合計 115 44

少数株主損益調整前四半期純利益 109 226

少数株主利益 4 11

四半期純利益 104 214

EDINET提出書類

イソライト工業株式会社(E01145)

四半期報告書

 9/16



【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 109 226

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △31 △36

繰延ヘッジ損益 0 －

為替換算調整勘定 27 85

持分法適用会社に対する持分相当額 6 16

その他の包括利益合計 2 65

四半期包括利益 111 291

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 100 253

少数株主に係る四半期包括利益 11 38
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【会計方針の変更】

  (減価償却方法の変更）

  国内連結子会社２社は、法人税の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更している。

  これによる損益への影響は軽微である。

  

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

  １  保証債務

      次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っている。

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

フォスターエンジニアリング

プライベートリミテッド
251百万円

フォスターエンジニアリング

プライベートリミテッド
238百万円

 

  ２  受取手形割引高

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形割引高 12百万円 3百万円

  

※３  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については手形交換日をもって決済処理している。

      なお、当四半期連結連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四

半期連結会計期間末日残高に含まれている。

　
　

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形

支払手形

108百万円

38百万円

  119百万円

  19百万円

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

        当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は次のとお

りである。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

減価償却費 181百万円 143百万円

のれんの償却額   26百万円 26百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）

  １.配当金支払額

  該当事項はない。

２.基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

  該当事項はない。

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

  １.配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26

日定時株主総会
普通株式 47   2.00円平成24年３月31日平成24年６月27日利益剰余金

２.基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

  該当事項はない。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）  

　 （単位：百万円）

　 報告セグメント

   その他    

（注）1
合計

  調整額    

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

　
断熱関連事業 計

　

  売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高       2,867      2,867     423    3,291    1   3,293

セグメント間の内部

売上高又は振替高
      －       －       30 30 △30 －

計    2,867    2,867 454 3,322 △28 3,293

セグメント利益   225   225 33 259 4 263

（注）１  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境緑化事業、建材

          事業等を含んでいる。

      ２  外部顧客への売上高の調整額１百万円は、持分法適用会社に係る調整である。

          セグメント利益の調整額４百万円は、セグメント間取引である。

      ３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

   

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）  

　 （単位：百万円）

　 報告セグメント

   その他    

（注）1
合計

  調整額    

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

　
断熱関連事業 計

　

  売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高       2,703      2,703     384    3,087    0   3,087

セグメント間の内部

売上高又は振替高
      －       －       12 12 △12 －

計    2,703    2,703 396 3,099 △12 3,087

セグメント利益   260   260 13 273 2 275

（注）１  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境緑化事業、建材

          事業等を含んでいる。

      ２  外部顧客への売上高の調整額０百万円は、持分法適用会社に係る調整である。

          セグメント利益の調整額２百万円は、セグメント間取引である。

      ３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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（１株当たり情報）

  １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4.45円 9.12円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 104 214

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 104 214

普通株式の期中平均株式数（千株） 23,551 23,551

  (注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在しないため、記載していない。

  

２【その他】

  該当事項はない。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第１【保証会社情報】

該当事項はない。

 

第２【保証会社以外の会社の情報】

該当事項はない。

 

第３【指数等の情報】

該当事項はない。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 平成24年８月10日

イソライト工業株式会社  

 取締役会  御中  

 有限責任 あずさ監査法人 　

  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 河  崎  雄  亮    印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 紙  本  竜  吾    印

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているイソライト工業株

式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日か

ら平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

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

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

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

  

監査人の責任

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

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

て四半期レビューを行った。

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

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

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

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

  

監査人の結論

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

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、イソライト工業株式会社及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

  

利害関係

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

以    上

  

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

管している。

         ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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