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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 10,915 △28.9 △660 ― △785 ― △1,127 ―
21年3月期 15,349 △14.9 677 △62.9 245 △84.2 △145 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △47.88 ― △20.3 △4.4 △6.0
21年3月期 △6.18 ― △2.3 1.3 4.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  63百万円 21年3月期  55百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 17,017 5,487 29.7 214.34
21年3月期 19,050 6,544 31.7 256.74

（参考） 自己資本   22年3月期  5,048百万円 21年3月期  6,047百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 760 △482 △259 1,445
21年3月期 △183 △836 788 1,400

2.  配当の状況 

（注）当社は定款において期末日を基準日と定めているが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定である。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 4.00 ― 2.00 6.00 141 ― 2.2
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

6,200 21.2 120 ― 0 ― △30 ― △1.27

通期 12,800 17.3 380 ― 130 ― 60 ― 2.54
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりである。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 23,606,573株 21年3月期 23,606,573株
② 期末自己株式数 22年3月期  52,714株 21年3月期  51,010株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 5,992 △39.8 △398 ― △431 ― △1,530 ―
21年3月期 9,959 △5.4 335 △61.4 601 △46.8 233 △15.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △64.98 ―
21年3月期 9.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 13,260 5,508 41.5 233.88
21年3月期 15,647 6,981 44.6 296.37

（参考） 自己資本 22年3月期  5,508百万円 21年3月期  6,981百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合がある。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

3,600 25.4 80 ― 80 ― 80 ― 3.39

通期 7,500 25.2 210 ― 110 ― 100 ― 4.24
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（1）経営成績に関する分析 

  

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、国内外の在庫調整の進展や中国を中心としたアジア向けの輸出の増加を背

景に緩やかに回復しているものの、雇用情勢や所得環境に改善が見られず、また、設備投資や住宅投資も低水準にあ

るなど、依然として厳しい状況で推移した。 

このような環境のもと、当社グループにおいては、自動車や半導体向けの需要は徐々に回復しつつあるが、鉄鋼、

石油化学業界等における設備投資の需要が依然として低調に推移したため、減収となった。利益面では、グループ全

社を挙げて労務費や経費の節減に努め、コスト低減への取組みを継続して実施したが、売上高が大幅に減少したこと

と、それに伴う操業度の低下による影響を補うには至らなかった。 

 その結果、当連結会計年度の業績は、売上高109億１千５百万円(前年同期比28.9％減)、営業損失６億６千万円

（前年同期は６億７千７百万円の営業利益）、経常損失７億８千５百万円(前年同期は２億４千５百万円の経常利益)

となった。また、繰延税金資産の取崩しにより税金費用が増加したことから、当期純損失は11億２千７百万円となっ

た。（前年同期は１億４千５百万円の純損失） 

配当については、当期の業績を総合的に勘案した結果、誠に遺憾ながら無配とする。 

  

（当期の分野別の業績概況） 

当社グループの基幹事業である断熱関連事業においては、主要得意先である鉄鋼や石油化学業界などにおける設備

投資による需要は、設備過剰感や景気先行きの不透明感から低調に推移した。一方、自動車や半導体向けの需要は、

上半期は厳しい状況が続いたが、期後半になって徐々に回復しつつある。 

その結果、セラミックファイバー、耐火断熱れんがなどを中心とする断熱材の販売や工業炉の設計・施工を主体と

する断熱関連事業の連結売上高は、89億８千４百万円(前年同期比29.6％減)となった。 

建設関連事業においては、ファイヤープロテクション部門で建築案件が大幅に減少し、集成材部門でも雇用・所得

環境の悪化などを背景に新設住宅着工戸数の減少が続き、売上は減少した。 

その結果、建設関連事業の連結売上高は、６億１千２百万円(前年同期比39.0％減)となった。 

その他事業においては、電子部品焼成用セッターの売上は期後半になって回復したが、自動車向軽金属補強材料の

売上は大幅に減少した。環境・緑化用途の土壌改良材であるセラミックス多孔体の売上は、ほぼ前年並みとなった。

消費財部門では近隣店舗との競争や個人消費の低迷で厳しい状況で推移した。 

その結果、その他事業の連結売上高は、13億１千７百万円(前年同期比16.7％減)となった。 

  

（次期の見通し） 

今後の見通しについては、政策効果一巡に伴う個人消費の低迷や公共事業の大幅減少などから、しばらくは景気の

減速が見込まれるが、海外経済の回復を背景とした輸出の増加や企業収益の改善に伴い、設備投資による需要は徐々

に回復するものと思われる。 

 このような環境のもと、当社グループは基幹事業である断熱関連事業を中心に売上の向上に努めるとともに、構造

改革を伴う抜本的なコスト削減や体質改善活動を通じて収益体質の回復に努めていく。 

断熱関連事業においては、鉄鋼、石油化学、自動車、半導体関連等における設備投資による需要に機動的に対応す

ることで売上規模の拡大に取り組んでいく。なお、平成22年４月よりE&C事業部（Engineering & Construction 

Division）を工業炉事業部と技術部に分離し、ファイヤープロテクション事業部を断熱事業本部内のセラミックファ

イバー事業部に編入した。これにより、業務の効率化とお客様への技術サポ－トの充実を図り収益の向上を目指す。

建設関連事業およびその他事業においては、集成材部門で間仕切り材の拡販に努め、電子部品焼成用セッターにつ

いては、国内外のメーカーへの拡販を強化し、軽金属補強材料については、生産性の改善と新規需要開拓に注力す

る。土壌改良材については、芝生事業への営業を強化し、環境展などへ積極的に参加することで新規分野での需要の

掘り起こしに努めていく。 

  

１．経営成績
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（2）財政状態に関する分析  

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より20億３千３百万円減少し、170億１千７百万円となった。

その主な原因は、受取手形及び売掛金の減少によるものである。 

 負債の部は、前連結会計年度末より９億７千６百万円減少し、115億３千万円となった。減少の主な内訳は、支払 

手形及び買掛金、短期借入金の減少などである。 

 純資産の部は、前連結会計年度末より10億５千６百万円減少し、54億８千７百万円となった。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ４千４百万

円増加し14億４千５百万となった。 

  

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動による資金の増加は７億６千万円となった。増加の主な内訳は、減価償却費８億２千２百万円、売上債

権の減少額６億１千１百万円、たな卸資産の減少額６億１千７百万円などである。減少の主な内訳は、仕入債務の

減少額５億１千１百万円、税金等調整前当期純損失８億７千７百万円などである。 

  

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動による資金の減少は４億８千２百万円となった。減少の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出４

億４千万円などである。 

  

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動による資金の減少は２億５千９百万円となった。増加の主な内訳は、長期借入れによる収入14億２千５

百万円などである。減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出14億６千万円、短期借入金の返済による支出

１億７百万円などである。 

  

③キャッシュ・フロー指標のトレンド 

注：上記各指標の算式は次のとおりである。 

  自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  

※ いずれも連結ベースの財務数値により算出している。 

※ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算している。 

※ キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用している。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としている。 

※ 平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシ

ュ・フローがマイナスのため記載を省略している。  

  

④次期の見通し 

 平成23年３月期における当社グループの財政状態については、通常の営業活動に伴う変動にとどまるものと考えて

いる。 

  

    平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率 （％）  32.3  34.4  31.7  29.7

時価ベースの自己資本比率 （％）  38.7  21.1  14.2  15.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （年）  7.3  3.9  －  11.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍）  6.2  10.4  －  4.6
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分については、株主への継続的な配当と、事業基盤の安定、財務体質の充実強化に備えた内部留保を

勘案して決定することを基本方針としている。 

 当期の配当については、大幅な損失となった業績状況、厳しい経済環境などを考慮して、誠に遺憾ながら見送りと

する予定である。 

 また、次期の配当については今後の経営環境が不透明であることから、業績動向を見極めつつ検討することとして

おり、現時点では中間配当ならびに期末配当は未定である。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示す

る。  

   

 当社及び当社の関係会社（親会社、子会社11社及び関連会社13社（平成22年３月31日現在）により構成）において

は、断熱関連、建設関連、その他の３部門に関する事業を主として行っている。各事業における当社及び関係会社の位

置付け等は、次のとおりである。 

Ⅰ 断熱関連事業 

 当部門においては、セラミックファイバー各種製品、耐火断熱れんが、モルタル、キャスタブル及び高温用断熱ボ

ード等の製造・販売及び工業炉工事の設計施工等を行っている。当社グループの主力事業であり、国際的な価格競争

に対応するため、当社では従前より在外子会社に生産の拠点をシフトさせている。 

  （製造） 

イソライト工業株式会社、株式会社ITM、イソライトインシュレーティングファイヤーブリックセンドリアンベル

ハッド、イソライトセラミックファイバーズセンドリアンベルハッド、イソライトイースタンユニオンリフラクト

リーズカンパニーリミテッド、蘇州伊索来特耐火繊維有限公司、ITM Europe GmbH 

  （販売、工事の設計施工） 

イソライト工業株式会社、株式会社ITM、依索（上海）貿易有限公司、ITM Europe GmbH、イソライトファンシン

（タイワン）カンパニーリミテッド 

Ⅱ 建設関連事業 

 当部門においては、ファイヤープロテクション材料の製造・販売及び集成材・その他の建材の製造・販売等を行っ

ている。 

  （製造） 

イソライト工業株式会社、イソライト建材株式会社 

  （販売） 

イソライト工業株式会社、イソライト建材株式会社 

Ⅲ その他事業 

 当部門においては、農薬・土壌改良材としてのセラミックス多孔体、軽金属補強材料、IT関連設備用部品の製造・

販売、住宅用燃焼機器の販売、吸音材の製造・販売、石油製品の販売及び酒類小売店の経営、土地の造成及び不動産

の売買・賃貸を行っている。 

  （製造） 

イソライト工業株式会社 

  （販売） 

イソライト工業株式会社、イソライト土地開発株式会社、株式会社イソライト住機 

  （酒類小売店の経営） 

イソライト土地開発株式会社 

  （不動産の売買、賃貸） 

イソライト工業株式会社、イソライト土地開発株式会社 

２．企業集団の状況
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事業系統図 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりである。 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、時流と顧客ニーズに応え、企業の社会的責任としての環境への調和を図り、グローバルに事業展

開を目指すことを経営の基本として「創意と調和」を社是とし、 

 組織の壁にとらわれず 連携して社業に励む 

 時代の流れを先取りし 迅速に物事に対処する 

 自己の仕事を前向きに たえず創造性を発揮する 

 地球の環境にやさしく 国際社会の繁栄に寄与する 

の四つの具体的な経営理念を制定している。 

 当社グループは基幹事業である断熱関連事業のほか、建設関連事業、並びにその他事業へと多角的な事業展開を推

し進めることで「省エネ」、「防災」、「環境」、「緑化」の社会的ニーズに応えるべく事業活動を積極的に進めて

いる。これらに基づく事業推進を通じ株主、顧客、社員及び社会の信頼と期待に応えることを経営方針としている。

(2）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループは、中期経営計画を策定し、顧客満足度を高めることで、お客様との信頼関係を高め、企業体質の

「改善」と「改革」を推し進め、品質の向上と効率化を図り、収益性を高める企業グループ活動を進めていく。 

 また、グローバル競争に打ち勝つために、コア事業への資本投資、グループ戦略の強化、海外関連会社の売上拡大

に取り組んでいく。  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,450 1,495

受取手形及び売掛金 4,239 3,561

商品及び製品 1,705 1,408

仕掛品 427 265

原材料及び貯蔵品 553 411

繰延税金資産 246 108

その他 422 209

貸倒引当金 △79 △9

流動資産合計 8,966 7,450

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,676 4,696

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,624 △2,743

建物及び構築物（純額） 2,051 1,952

機械装置及び運搬具 6,788 7,468

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,565 △5,102

機械装置及び運搬具（純額） 2,223 2,366

工具、器具及び備品 881 880

減価償却累計額及び減損損失累計額 △650 △665

工具、器具及び備品（純額） 231 214

土地 2,265 2,257

建設仮勘定 605 19

有形固定資産合計 7,376 6,810

無形固定資産   

のれん 635 529

その他 130 137

無形固定資産合計 766 666

投資その他の資産   

投資有価証券 647 879

長期貸付金 8 5

繰延税金資産 848 703

その他 527 649

貸倒引当金 △89 △149

投資その他の資産合計 1,941 2,088

固定資産合計 10,083 9,566

資産合計 19,050 17,017
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,527 1,031

設備関係支払手形 19 11

短期借入金 6,596 6,063

未払法人税等 104 65

未払費用 349 321

賞与引当金 200 163

その他 413 203

流動負債合計 9,212 7,861

固定負債   

長期借入金 2,094 2,482

長期預り保証金 250 205

繰延税金負債 0 21

退職給付引当金 893 887

役員退職慰労引当金 27 39

環境対策引当金 13 13

その他 14 19

固定負債合計 3,294 3,669

負債合計 12,506 11,530

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,196 3,196

資本剰余金 2,532 2,532

利益剰余金 906 △276

自己株式 △10 △10

株主資本合計 6,624 5,441

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △36 69

繰延ヘッジ損益 － 0

土地再評価差額金 39 67

為替換算調整勘定 △580 △530

評価・換算差額等合計 △577 △392

少数株主持分 496 438

純資産合計 6,544 5,487

負債純資産合計 19,050 17,017
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 15,349 10,915

売上原価 11,142 8,463

売上総利益 4,207 2,451

販売費及び一般管理費   

販売費 2,038 1,698

一般管理費 1,491 1,413

販売費及び一般管理費合計 3,530 3,111

営業利益又は営業損失（△） 677 △660

営業外収益   

受取利息 11 3

受取配当金 9 4

為替差益 － 50

持分法による投資利益 55 63

その他 42 89

営業外収益合計 119 211

営業外費用   

支払利息 181 168

為替差損 185 －

休止固定資産減価償却費 65 66

その他 118 100

営業外費用合計 551 336

経常利益又は経常損失（△） 245 △785

特別利益   

貸倒引当金戻入額 10 19

固定資産受贈益 － 13

特別利益合計 10 33

特別損失   

事業構造改善費用 44 68

固定資産除却損 13 50

減損損失 77 4

投資有価証券評価損 162 －

為替差損 100 －

販売用不動産評価損 19 －

貸倒引当金繰入額 8 －

その他 3 2

特別損失合計 430 126

税金等調整前当期純損失（△） △174 △877

法人税、住民税及び事業税 161 40

法人税等調整額 △272 219

法人税等還付税額 － △6

法人税等合計 △110 253

少数株主利益又は少数株主損失（△） 81 △3

当期純損失（△） △145 △1,127
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,196 3,196

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,196 3,196

資本剰余金   

前期末残高 2,532 2,532

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 2,532 2,532

利益剰余金   

前期末残高 1,275 906

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △57 －

当期変動額   

剰余金の配当 △164 △47

持分法の適用範囲の変動 － △7

その他 △1 △0

当期純損失（△） △145 △1,127

当期変動額合計 △311 △1,183

当期末残高 906 △276

自己株式   

前期末残高 △10 △10

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △10 △10

株主資本合計   

前期末残高 6,994 6,624

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △57 －

当期変動額   

剰余金の配当 △164 △47

持分法の適用範囲の変動 － △7

その他 △1 △0

当期純損失（△） △145 △1,127

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △312 △1,183

当期末残高 6,624 5,441
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 10 △36

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46 105

当期変動額合計 △46 105

当期末残高 △36 69

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 － 0

土地再評価差額金   

前期末残高 37 39

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 28

当期変動額合計 1 28

当期末残高 39 67

為替換算調整勘定   

前期末残高 △206 △580

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △373 49

当期変動額合計 △373 49

当期末残高 △580 △530

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △157 △577

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △419 184

当期変動額合計 △419 184

当期末残高 △577 △392

少数株主持分   

前期末残高 587 496

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90 △57

当期変動額合計 △90 △57

当期末残高 496 438

純資産合計   

前期末残高 7,424 6,544

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △57 －

当期変動額   

剰余金の配当 △164 △47

持分法の適用範囲の変動 － △7

その他 △1 △0

当期純損失（△） △145 △1,127

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △510 126

当期変動額合計 △822 △1,056

当期末残高 6,544 5,487
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △174 △877

減価償却費 733 822

のれん償却額 105 105

減損損失 77 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40 △8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37 11

受取利息及び受取配当金 △20 △7

支払利息 181 168

為替差損益（△は益） 281 △49

投資有価証券評価損益（△は益） 162 －

有形固定資産除却損 13 50

持分法による投資損益（△は益） △55 △63

売上債権の増減額（△は増加） 306 611

たな卸資産の増減額（△は増加） △613 617

仕入債務の増減額（△は減少） △358 △511

その他 △118 △48

小計 471 822

利息及び配当金の受取額 47 33

利息の支払額 △171 △164

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △531 69

営業活動によるキャッシュ・フロー △183 760

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △248 △50

定期預金の払戻による収入 333 50

有形固定資産の取得による支出 △912 △440

有形固定資産の売却による収入 5 6

無形固定資産の取得による支出 － △20

投資有価証券の取得による支出 △3 △7

投資有価証券の売却による収入 4 －

貸付けによる支出 △3 △0

貸付金の回収による収入 1 2

その他 △13 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △836 △482

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,105 △107

長期借入れによる収入 1,300 1,425

長期借入金の返済による支出 △1,364 △1,460

配当金の支払額 △165 △47

少数株主への配当金の支払額 △86 △68

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 788 △259

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32 26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △264 44

現金及び現金同等物の期首残高 1,665 1,400

現金及び現金同等物の期末残高 1,400 1,445
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 該当事項はない。  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数     10社 

主要な連結子会社の名称 

 「２．企業集団の状況」に記載してい

るため、省略した。 

(1）連結子会社の数     10社 

主要な連結子会社の名称 

同    左  

  (2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

 ピーティーイソライトセラミックファ

イバーズヌサンタラ 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

同    左 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は設立後未だ事業活動を

行っておらず、総資産、売上高、当期純

損益及び利益剰余金等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ためである。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同    左 

２ 持分法の適用に関する 

事項 

(1）持分法適用の関連会社数 ６社 

主要な持分法適用の関連会社の名称 

 「２．企業集団の状況」に記載してい

るため、省略した。 

(1）持分法適用の関連会社数 ５社 

主要な持分法適用の関連会社の名称 

 インダストリアルテックプロダクツ

プライベートリミテッドは、全株式売

却に伴い、持分法適用の範囲から除外

している。 

  (2）持分法を適用していない非連結子会社

（ピーティーイソライトセラミックファ

イバーズヌサンタラ）及び関連会社（ソ

ンカンエンタープライズカンパニーリミ

テッド等）はそれぞれ連結純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外している。 

(2）同    左 

  (3）持分法適用の関連会社は全て決算日が

12月31日である。連結財務諸表の作成に

当っては同日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行ってい

る。 

(3）同    左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、イソライトインシュ

レーティングファイヤーブリックセンドリ

アンベルハッド、イソライトセラミックフ

ァイバーズセンドリアンベルハッド、イソ

ライトイースタンユニオンリフラクトリー

ズカンパニーリミテッド、蘇州伊索来特耐

火繊維有限公司、依索（上海）貿易有限公

司及びITM Europe GmbHの決算日は12月31

日である。 

 連結財務諸表の作成に当っては同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上必要

な調整を行っている。 

同    左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

ａ時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

ａ時価のあるもの 

同    左 

  ｂ時価のないもの 

移動平均法による原価法 

ｂ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 

  ③たな卸資産 

  原価法（収益性の低下による簿価切

下げ方法） 

 a商品及び製品 

  主として月次総平均法 

 b仕掛品 

 同    上  

 c原材料及び貯蔵品 

 月次総平均法  

（会計方針の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として総平均法に

よる原価法によっていたが、当連結会計

年度より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日公表分）が適用されたことに伴

い、主として総平均法による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低価に

基づく簿価切下げの方法）により算定し

ている。これにより、当連結会計年度の

営業利益、経常利益は、それぞれ24百万

円減少し、税金等調整前当期純損失は44

百万円増加している。なお、セグメント

情報に与える影響については、当該箇所

に記載している。  

③たな卸資産 

 同    左 

  

 a商品及び製品 

 同    左 

 b仕掛品 

 同    左  

 c原材料及び貯蔵品 

 同    左  

（会計方針の変更） 

―――――――― 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産 

 当社、国内連結子会社１社及び在外

連結子会社は定額法、国内連結子会社

のうち２社は定率法によっている。 

 ただし、国内連結子会社については

平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）について、定額法

を採用している。 

 なお主な耐用年数は以下のとおりで

ある。 

建物及び構築物    ２～50年 

機械装置及び運搬具  ２～15年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産 

 同    左 

  （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、当連結

会計年度より、機械及び装置の耐用年

数については法人税法の改正を契機と

して見直しを行い、一部の資産につい

ては耐用年数を短縮して減価償却費を

算出する方法に変更している。 

 この結果、従来の方法に比べ、営業

利益は48百万円、経常利益59百万円減

少し、税金等調整前当期純損失は59百

万円増加している。 

 なお、セグメント情報に与える影響

については、当該箇所に記載してい

る。  

（追加情報） 

―――――――― 

  ②無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用して

いる。  

②無形固定資産 

 同    左 

  ③長期前払費用 

 均等償却 

③長期前払費用 

 同    左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、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

別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 同    左 

  ②賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上してい

る。 

②賞与引当金 

 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

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づいて計上

している。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理することとしてい

る。 

③退職給付引当金 

 同    左 

  ④役員退職慰労引当金 

 一部の子会社において役員の退職慰

労金の支給に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上している。 

（追加情報） 

 当社については、従来、役員の退職

慰労金の支出に備えるため、役員退職

慰労金規定に基づく要支給額を計上し

ていたが、平成20年６月25日開催の定

時株主総会において役員退職慰労金制

度を廃止したため、当連結会計年度末

において役員退職慰労引当金は計上し

ていない。 

 なお、同制度廃止までの役員退職慰

労引当金相当額14百万円は、同定時株

主総会において在任中の役員について

退任時に打ち切り支給することを決議

したため、固定負債のその他に含めて

いる。  

④役員退職慰労引当金 

 同    左 

  

  

（追加情報） 

―――――――― 

  ⑤環境対策引当金 

 保管するＰＣＢ廃棄物の処理費用の

支出に備えるため、当連結会計年度末

において合理的に見積もることができ

る処理費用見込額を計上している。 

⑤環境対策引当金 

 同    左 

17

イソライト工業㈱　(5358)　平成22年3月期　決算短信



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(4）完成工事高の計上基準 

 売上高のうち、完成工事高の計上基準

は、工事完成基準によっているが、長期

工事(工期12ヶ月以上かつ、請負金額５

千万円以上)は工事進行基準を採用して

いる。 

 当連結会計年度の工事進行基準による

完成工事高はない。 

(4）重要な収益及び費用の計上基準 

  完成工事高及び完成工事原価の計上基

準 

  売上高のうち、当連結会計年度末まで

の進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準（工

事の進捗率の見積もりは原価比例法）

を、その他の工事については工事完成基

準を適用している。 

（会計方針の変更） 

  請負工事に係る収益の計上基準につい

ては、従来、請負金額50百万円以上かつ

工期12ヵ月以上の工事については工事進

行基準を、その他の工事については工事

完成基準を適用していたが、当連結会計

年度より、「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第18号 平成19年12月27日）を適用し、

当連結会計年度に着手した工事契約か

ら、当連結会計年度末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工事に

ついては工事進行基準（工事の進捗率の

見積りは原価比例法）を、その他の工事

については工事完成基準を適用してい

る。 

  なお、これによる連結財務諸表及びセ

グメント情報に与える影響はない。 

―――――――― 

  

  

(5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用している。た

だし、為替予約取引においては振当処

理の要件を満たしている場合は振当処

理を、金利スワップにおいては特例処

理の要件を満たしている場合は特例処

理を行っている。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 同    左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ)ヘッジ手段 

為替予約取引、金利スワップ 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ)ヘッジ手段 

同    左 

  (ロ)ヘッジ対象 

外貨建債権債務、外貨建予定取引、

借入金利息 

(ロ)ヘッジ対象 

 同    左 

  ③ヘッジ方針 

 為替変動リスク及び金利変動リスク

を回避する目的でのみデリバティブ取

引を利用しており、投機目的のものは

ない。 

③ヘッジ方針 

 同    左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

 それぞれの手段において特例処理及

び振当処理の要件を満たしている場合

は、有効性の評価は省略している。ま

た繰延ヘッジ処理を採用している場合

も、ヘッジ手段及びヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、かつヘッ

ジ行為の開始時及びその後も継続して

相場変動又はキャッシュ・フロー変動

を完全に相殺すると想定することがで

きるため、有効性の評価は省略してい

る。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 同    左 

  (6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっている。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

 同    左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては全面時価評価法を採用している。 

 同    左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんは10年間で均等償却している。  同    左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

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取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっている。 

 同    左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱いの適用） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結

決算上必要な修正を行っている。これにより、利益剰

余金が57百万円減少している。 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっていたが、当連結会計年度より「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号 終改正平成

19年３月30日）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 終改正

平成19年３月30日）を適用し、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっている。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用している。 

 これによる損益への影響はない。  

―――――――― 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 （連結貸借対照表） 

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月

７日 内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲

記していたが、当連結会計年度から「商品及び製

品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記し

ている。 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」

に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及

び貯蔵品」は、それぞれ1,246百万円、352百万円、

608百万円である。 

２．前連結会計年度において、「ＰＣＢ処理引当金」

として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸ

ＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上

するため、当連結会計年度より「環境対策引当金」

として掲記している。 

 （連結損益計算書） 

  前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め

て表示していた「為替差損」は、営業外費用の総額の

100分の10を超えたために区分掲記している。なお、

前連結会計年度における「為替差損」の金額は33百万

円である。  

 （連結株主資本等変動計算書） 

 前連結会計年度において、「従業員奨励福利基金」

として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢ

ＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上する

ため、当連結会計年度より「その他」として掲記して

いる。 

 （連結貸借対照表） 

―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 （連結損益計算書） 

―――――――― 

  

  

  

  

 （連結株主資本等変動計算書） 

―――――――― 
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Ⅰ 前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１ 事業区分は売上集計及び内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

(1）断熱関連事業……セラミックファイバー、耐火断熱れんが、炉工事等 

(2）建設関連事業……ファイヤープロテクション材料、集成材等 

(3）その他事業 ……セラミックス多孔体、軽金属補強材料、ＩＴ関連設備用部品、 

住宅用燃焼機器、石油製品等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は3,179百万円であり、その主なものは、当社での余資

運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等である。 

４ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却費が含まれている。 

５ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評

価基準及び評価方法 ③たな卸資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用している。この変更に伴い、

従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業利益が「断熱関連事業」で17百万円、「その他事

業」で７百万円減少している。 

６ 会計方針の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却

資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（追加情報）」に記載のとおり、当連結会計年度より、機械装置の

耐用年数を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業利益が

「断熱関連事業」で45百万円、「その他事業」で３百万円減少している。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
断熱関連事
業(百万円) 

建設関連事
業(百万円) 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  12,764  1,003  1,581  15,349  －  15,349

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1  －  67  69 (69)  －

計  12,766  1,003  1,649  15,419 (69)  15,349

営業費用  11,981  1,058  1,719  14,759 (86)  14,672

営業利益（△は営業損失）  784  △54  △70  660  16  677

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
            

資産  13,165  779  2,041  15,986  3,064  19,050

減価償却費  544  25  97  667  69  736

減損損失  －  －  75  75  1  77

資本的支出  1,081  6  20  1,108  57  1,165
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Ⅱ 当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１ 事業区分は売上集計及び内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

(1）断熱関連事業……セラミックファイバー、耐火断熱れんが、炉工事等 

(2）建設関連事業……ファイヤープロテクション材料、集成材等 

(3）その他事業 ……セラミックス多孔体、軽金属補強材料、ＩＴ関連設備用部品、 

住宅用燃焼機器、石油製品等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は2,666百万円であり、その主なものは、当社での余資

運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等である。 

４ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却費が含まれている。 

  

  
断熱関連事
業(百万円) 

建設関連事
業(百万円) 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  8,984  612  1,317  10,915  －  10,915

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1  －  50  51 (51)  －

計  8,986  612  1,368  10,966 (51)  10,915

営業費用  9,611  603  1,428  11,643 (67)  11,575

営業利益（△は営業損失）  △625  8  △60  △676  16  △660

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
            

資産  11,776  581  2,102  14,460  2,557  17,017

減価償却費  638  20  95  754  69  823

減損損失  －  －  －  －  4  4

資本的支出  221  0  2  224  56  281
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Ⅰ 前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりである。 

アジア…マレーシア、シンガポール、台湾、中国、韓国 

その他…本邦、アジア以外の地域 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は3,179百万円であり、その主なものは、当社での余資

運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等である。 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評

価基準及び評価方法 ③たな卸資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用している。この変更に伴い、

従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業利益が「日本」で24百万円減少している。 

５ 会計方針の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却

資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（追加情報）」に記載のとおり、当連結会計年度より、機械装置の

耐用年数を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業利益が

「日本」で48百万円減少している。 

  

Ⅱ 当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
その他 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  11,084  3,209  1,056  15,349  －  15,349

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 590  3,282  －  3,872 (3,872)  －

計  11,674  6,491  1,056  19,222 (3,872)  15,349

営業費用  11,601  5,941  997  18,541 (3,868)  14,672

営業利益  72  549  58  681  (3)  677

Ⅱ 資産  12,812  4,776  291  17,880  1,170  19,050

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
その他 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  8,356  1,981  576  10,915  －  10,915

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 462  1,607  －  2,069 (2,069)  －

計  8,819  3,588  576  12,984 (2,069)  10,915

営業費用  9,355  3,814  547  13,717 (2,142)  11,575

営業利益  △536  △225  29  △732  72  △660

Ⅱ 資産  11,900  4,117  207  16,225  792  17,017
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 （注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりである。 

アジア…マレーシア、シンガポール、台湾、中国、韓国 

その他…本邦、アジア以外の地域 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は2,666百万円であり、その主なものは、当社での余資

運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等である。 

  

Ⅰ 前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は次のとおりである。 

アジア：マレーシア、シンガポール、台湾、中国、韓国 

その他：ドイツ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

Ⅱ 当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は次のとおりである。 

アジア：マレーシア、シンガポール、台湾、中国、韓国 

その他：ドイツ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

 （ストック・オプション等関係） 

  該当事項はない。 

  

 （企業結合等関係） 

  該当事項はない。  

  

 （開示の省略） 

  リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、賃貸等不動産

に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略している。 

ｃ．海外売上高

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,002  1,825  4,828

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  15,349

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  19.6  11.9  31.5

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,069  705  2,774

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  10,915

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  19.0  6.5  25.4
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 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

該当事項はない。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額    256円74銭

１株当たり当期純損失金額   △6円18銭

１株当たり純資産額    214円34銭

１株当たり当期純損失金額   △47円88銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式を発行して

いないため記載していない。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式を発行して

いないため記載していない。 

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純損失（△） 

（百万円） 

 △145  △1,127

普通株式に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△）（百万

円） 

 △145  △1,127

期中平均株式数（千株）  23,556  23,554

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 596 463

受取手形 281 489

売掛金 2,425 1,569

商品及び製品 787 604

販売用不動産 521 487

仕掛品 169 76

半成工事 84 27

原材料及び貯蔵品 159 114

前払費用 23 39

短期貸付金 161 239

未収入金 196 89

繰延税金資産 189 51

その他 78 47

貸倒引当金 △4 △89

流動資産合計 5,672 4,212

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,512 2,507

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,473 △1,523

建物（純額） 1,039 983

構築物 338 336

減価償却累計額及び減損損失累計額 △255 △263

構築物（純額） 82 72

機械及び装置 2,668 2,620

減価償却累計額 △2,157 △2,234

機械及び装置（純額） 510 386

車両運搬具 22 22

減価償却累計額 △16 △18

車両運搬具（純額） 5 4

工具、器具及び備品 355 319

減価償却累計額 △262 △240

工具、器具及び備品（純額） 92 78

土地 1,937 1,915

建設仮勘定 5 3

有形固定資産合計 3,674 3,444

無形固定資産   

ソフトウエア 24 18

その他 8 28

無形固定資産合計 33 46
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 287 473

関係会社出資金 675 747

関係会社株式 4,927 4,568

従業員に対する長期貸付金 8 5

関係会社長期貸付金 85 －

破産更生債権等 20 14

長期前払費用 76 74

敷金及び保証金 98 85

長期預け金 143 98

繰延税金資産 641 522

その他 11 10

貸倒引当金 △155 △49

投資損失引当金 △550 △993

投資その他の資産合計 6,267 5,556

固定資産合計 9,975 9,048

資産合計 15,647 13,260

負債の部   

流動負債   

支払手形 639 337

設備関係支払手形 17 3

買掛金 497 320

短期借入金 3,500 3,180

1年内返済予定の長期借入金 1,324 834

未払金 17 3

未払費用 135 116

未払法人税等 73 55

未払消費税等 － 27

前受金 22 2

預り金 8 8

賞与引当金 83 75

その他 12 0

流動負債合計 6,332 4,965

固定負債   

長期借入金 1,608 2,004

長期預り保証金 250 205

長期未払金 14 5

退職給付引当金 352 368

関係会社事業損失引当金 96 189

環境対策引当金 13 13

固定負債合計 2,333 2,786

負債合計 8,666 7,751
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,196 3,196

資本剰余金   

資本準備金 904 904

その他資本剰余金 1,628 1,628

資本剰余金合計 2,532 2,532

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,300 △277

利益剰余金合計 1,300 △277

自己株式 △10 △10

株主資本合計 7,018 5,440

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37 68

繰延ヘッジ損益 － －

評価・換算差額等合計 △37 68

純資産合計 6,981 5,508

負債純資産合計 15,647 13,260
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 9,959 5,992

売上原価 7,703 4,645

売上総利益 2,255 1,347

販売費及び一般管理費   

販売費 1,131 974

一般管理費 788 771

販売費及び一般管理費合計 1,920 1,745

営業利益又は営業損失（△） 335 △398

営業外収益   

受取利息 6 0

受取配当金 543 158

貸付金利息 5 4

受取賃貸料 22 19

その他 36 76

営業外収益合計 614 259

営業外費用   

支払利息 117 107

賃貸費用 18 18

休止固定資産減価償却費 65 66

為替差損 46 －

租税公課 37 33

その他 63 66

営業外費用合計 348 292

経常利益又は経常損失（△） 601 △431

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 21

固定資産受贈益 － 13

その他 － 0

特別利益合計 2 35

特別損失   

投資損失引当金繰入額 154 802

関係会社事業損失引当金繰入額 49 93

固定資産除却損 7 21

減損損失 77 18

投資有価証券評価損 162 －

為替差損 100 －

貸倒引当金繰入額 20 －

販売用不動産評価損 19 －

その他 － 2

特別損失合計 592 937

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 11 △1,334

法人税、住民税及び事業税 54 12

法人税等調整額 △276 183

法人税等合計 △222 196

当期純利益又は当期純損失（△） 233 △1,530
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,196 3,196

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,196 3,196

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 904 904

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 904 904

その他資本剰余金   

前期末残高 1,628 1,628

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1,628 1,628

資本剰余金合計   

前期末残高 2,532 2,532

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 2,532 2,532

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,231 1,300

当期変動額   

剰余金の配当 △164 △47

当期純利益又は当期純損失（△） 233 △1,530

当期変動額合計 68 △1,577

当期末残高 1,300 △277

利益剰余金合計   

前期末残高 1,231 1,300

当期変動額   

剰余金の配当 △164 △47

当期純利益又は当期純損失（△） 233 △1,530

当期変動額合計 68 △1,577

当期末残高 1,300 △277

自己株式   

前期末残高 △10 △10

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △10 △10
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 6,949 7,018

当期変動額   

剰余金の配当 △164 △47

当期純利益又は当期純損失（△） 233 △1,530

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 68 △1,577

当期末残高 7,018 5,440

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 9 △37

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46 105

当期変動額合計 △46 105

当期末残高 △37 68

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 9 △37

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46 105

当期変動額合計 △46 105

当期末残高 △37 68

純資産合計   

前期末残高 6,959 6,981

当期変動額   

剰余金の配当 △164 △47

当期純利益又は当期純損失（△） 233 △1,530

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46 105

当期変動額合計 21 △1,472

当期末残高 6,981 5,508

32

イソライト工業㈱　(5358)　平成22年3月期　決算短信



 該当事項はない。 

   

(1）役員の異動 

 役員の異動については、平成22年３月24日に公表した役員人事に関するお知らせのとおりである。 

   

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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