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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123期

第３四半期連結
累計期間

第124期
第３四半期連結

累計期間
第123期

会計期間 

自 平成24年
４月１日

至 平成24年
12月31日

自 平成25年
４月１日

至 平成25年
12月31日

自 平成24年
４月１日

至 平成25年
３月31日

売上高 （百万円） 9,281 9,369 12,540

経常利益 （百万円） 566 525 781

四半期（当期）純利益 （百万円） 376 303 574

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 412 647 836

純資産額 （百万円） 5,688 6,613 6,112

総資産額 （百万円） 16,878 16,975 16,582

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 15.97 12.90 24.37

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 （％） 31.4 36.2 34.2

 

回次
第123期

第３四半期連結
会計期間

第124期
第３四半期連結

会計期間

会計期間 

自 平成24年
10月１日

至 平成24年
12月31日

自 平成25年
10月１日

至 平成25年
12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 4.79 4.66

 （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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要や緊急経済対策の効果から公共投資の高い伸びが

続き、消費税率引き上げ前の駆け込み需要もあったことから順調な回復が続いている。鉱工業生産は、輸出、設

備投資の持ち直しを受けて、第２四半期に前年同期比プラス1.7％と３四半期連続で増加した後、当第３四半期

は同プラス2％台まで伸びることが見込まれる。当社グループの大口需要家である鉄鋼業については、2013年の

粗鋼生産量は１億１千万トンを超え、前年比3.1％増で2008年以来の水準となった。

このような状況の中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は93億６千９百万円（前年同期比

1.0％増）、営業利益は５億６千３百万円（前年同期比0.9％増）、経常利益は５億２千５百万円（前年同期比

7.3％減）、四半期純利益は３億３百万円（前年同期比19.2％減）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）

自動車部品及び半導体製造装置向けは円安効果による輸出の伸びと国内需要が回復したことから、当第３四半

期連結累計期間の売上は前年同期を上回った。国内鉄鋼業向けは最終需要家の設備投資が出遅れているものの、

消耗材製品の需要が高まってきており売上は前年同期を上回った。工業炉の施工を扱う部門は国内での設備投資

案件が低調なまま推移したことから、当第３四半期連結累計期間の売上は前年同期を下回った。その結果、当第

３四半期連結累計期間の売上高は81億３千５百万円（前年同期比0.9％増）となった。

 

（その他）

 学校建て替え工事や消費税率引き上げ前の住宅投資が増加したことから集成材等の売上は前年同期を上回っ

た。機能性セラミックスは、二次電池向け、電子部品分野向けの国内需要が落ち込み売上が減少した。その結

果、当第３四半期連結累計期間の売上高は12億３千６百万円（前年同期比1.8％増）となった。

 

(２) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四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、２億１千９百万円である。

なお、当第３四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。

 

(４) 主要な設備

 前連結会計年度末において計画中であった以下の重要な設備の新設について、当第３四半期連結累計期間にお

いて完了した。 

会社名
事業所名

（所在地）

セグメント

の名称
設備の内容 完了年月

提出会社
旧安芸津工場

（広島県東広島市）
その他 太陽光発電設備 平成25年９月
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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３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年２月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 23,606,573 23,606,573
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数100株

計 23,606,573 23,606,573 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 

（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】

該当事項なし。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

（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25年10月１日～

平成25年12月31日

 

－ 23,606 － 3,196 － 904

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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25年12月31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 23,547,500 235,475 －

単元未満株式 普通株式 3,973 － －

発行済株式総数 23,606,573 － －

総株主の議決権 － 235,475 －

   

②【自己株式等】

 平成25年12月31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】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

 役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役 社長、営業本部長 代表取締役 社長 窪田 行利 平成25年8月21日

取締役 特命担当
代表取締役

常務取締役
営業本部長 八尾 良平 平成25年8月21日
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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、第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日から平

成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,091 2,090

受取手形及び売掛金
※3 3,270 ※3 3,570

商品及び製品 1,622 1,670

仕掛品 275 302

原材料及び貯蔵品 431 436

繰延税金資産 190 188

その他 425 371

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 8,305 8,628

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,707 1,667

機械装置及び運搬具（純額） 1,373 1,635

土地 2,279 2,306

その他（純額） 196 184

有形固定資産合計 5,557 5,794

無形固定資産

のれん 211 132

その他 209 203

無形固定資産合計 421 335

投資その他の資産

投資有価証券 851 955

繰延税金資産 526 387

その他 1,003 964

貸倒引当金 △82 △91

投資その他の資産合計 2,298 2,216

固定資産合計 8,277 8,346

資産合計 16,582 16,975
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※3 1,010 ※3 1,118

短期借入金 5,271 5,184

1年内償還予定の社債 180 180

未払法人税等 83 91

賞与引当金 183 115

その他 640 620

流動負債合計 7,368 7,311

固定負債

社債 580 490

長期借入金 1,425 1,108

退職給付引当金 831 790

その他の引当金 43 25

その他 221 635

固定負債合計 3,101 3,050

負債合計 10,470 10,362

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 594 775

自己株式 △10 △10

株主資本合計 6,034 6,216

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 109 193

為替換算調整勘定 △469 △264

その他の包括利益累計額合計 △360 △71

少数株主持分 438 468

純資産合計 6,112 6,613

負債純資産合計 16,582 16,975
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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３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

売上高 9,281 9,369

売上原価 6,423 6,585

売上総利益 2,858 2,783

販売費及び一般管理費 2,299 2,219

営業利益 558 563

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 11 12

持分法による投資利益 28 －

為替差益 32 49

その他 121 91

営業外収益合計 195 156

営業外費用

支払利息 102 86

持分法による投資損失 － 48

租税公課 3 －

その他 82 60

営業外費用合計 188 195

経常利益 566 525

税金等調整前四半期純利益 566 525

法人税、住民税及び事業税 110 137

法人税等調整額 54 83

法人税等合計 165 221

少数株主損益調整前四半期純利益 401 304

少数株主利益 24 0

四半期純利益 376 303
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 401 304

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9 84

為替換算調整勘定 11 234

持分法適用会社に対する持分相当額 9 24

その他の包括利益合計 11 343

四半期包括利益 412 647

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 379 592

少数株主に係る四半期包括利益 32 55
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

  持分法適用の範囲の重要な変更

  第１四半期連結会計期間よりITM-UNIFRAX株式会社は重要性が増したため、持分法適用の範囲に含めている。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

 １ 保証債務

     関係会社の金融機関からの借入れに対する債務保証

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成25年12月31日）

Foster Engineering Pte.Ltd. 189百万円 207百万円

 

 ２ 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成25年12月31日）

受取手形割引高 38百万円 61百万円

受取手形裏書譲渡高 － 27

 

※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、当第３四半期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25年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成25年12月31日）

受取手形

支払手形

69百万円

2

96百万円

22

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

       当第３四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３四半期連

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３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

減価償却費 423百万円 415百万円

のれんの償却額 79 79
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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

平成24年11月21日

取締役会
普通株式 47  2.00円 平成24年９月30日平成24年12月７日 利益剰余金

 

２.基準日が当第３四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３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

 該当事項なし。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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25年６月25日

定時株主総会
普通株式 47  2.00円 平成25年３月31日平成25年６月26日 利益剰余金

平成25年11月１日

取締役会
普通株式 47  2.00円 平成25年９月30日平成25年12月６日 利益剰余金

 

２.基準日が当第３四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３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

 該当事項なし。
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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３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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      8,065      8,065     1,214    9,280    1   9,281

セグメント間の内部

売上高又は振替高
     2      2      36 38 △38 －

計    8,067    8,067 1,250 9,318 △37 9,281

セグメント利益   487   487 62 549 9 558

（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９百万円は、セグメント間取引及び持分法適用会社に係る調整である。

     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３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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      8,135      8,135     1,236    9,371    △1   9,369

セグメント間の内部

売上高又は振替高
     1      1      53 55 △55 －

計    8,136    8,136 1,289 9,426 △56 9,369

セグメント利益   468   468 86 555 8 563

（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、太陽光発電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８百万円は、セグメント間取引及び持分法適用会社に係る調整である。

     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３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 15円97銭 12円90銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 376 303

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） 376 303

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。

 

（重要な後発事象）

 該当事項なし。

 

２【その他】

平成25年11月１日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議した。

（イ）配当の総額……………………………………………47百万円

（ロ）１株当たりの金額……………………………………2.00円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成25年12月６日

（注）平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行う。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 平成26年２月13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25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半
期連結会計期間（平成25年10月１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成
25年４月１日から平成25年12月31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25年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間
の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要
な点において認められなかった。
 
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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