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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 5,638 10.2 △47 ― △219 ― △289 ―

22年3月期第2四半期 5,115 △41.0 △488 ― △545 ― △426 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 △12.29 ―

22年3月期第2四半期 △18.12 ―

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

23年3月期第2四半期 16,754 4,941 26.9 191.09
22年3月期 17,017 5,487 29.7 214.34

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,500百万円 22年3月期  5,048百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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

通期 11,800 8.1 130 ― △140 ― △290 ― △12.31



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となる。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となる。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となる。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを終了していない。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がある。業績予想の前提となる条件及び業績予想の利用にあたっての注意事項等については、四
半期決算短信 (添付資料) ２ページ 「連結業績予想に関する定性的情報」に記載のとおりである。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ. ３ 「その他の情報」 に記載のとおりである。）

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） 23年3月期2Q 23,606,573株 22年3月期  23,606,573株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  54,971株 22年3月期  52,714株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 23,553,051株 22年3月期2Q  23,555,056株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や経済対策の効果を背景に緩やかな回復を続けて

きたが、海外経済の減速や急激な円高の進展などにより景気の先行きは不透明な状況となった。 

 このような状況のもと、当社グループは拡販に努めるとともに、全社的な経費削減活動を展開し、販売費及び一

般管理費の削減や原価の低減を図った。 

 その結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の売上高は、56億３千８百万円（前年同期比10.2％増）、

営業損失は４千７百万円（前年同期は営業損失４億８千８百万円）、経常損失は２億１千９百万円（前年同期は経

常損失５億４千５百万円）、四半期純損失は２億８千９百万円（前年同期は四半期純損失４億２千６百万円）とな

った。 

  

セグメントの状況は、次のとおりである。 

（断熱関連事業）  

 鉄鋼、窯業、自動車、IT関連業界向けの需要は徐々に回復しつつあるものの、国内の工業炉の施工を扱う部門の

需要は低調に推移した。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、48億４千５百万円（前年同期比11.4％

増）となった。 

  

（その他事業）  

 軽金属補強材料、電子部品焼成用セッター、間仕切り用集成材の需要は堅調に推移したが、公共事業の減少や新

設住宅着工戸数が低水準で推移していることなどから、セラミックス多孔体や住宅用集成材及び住宅用燃焼機器は

減収となった。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、７億９千２百万円（前年同期比3.6％増）とな

った。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より２億６千２百万円減少し、167億５千４百万

円となった。増加の主な内訳は、現金及び預金５億９百万円、商品及び製品１億５百万円などである。減少の主な

内訳は、受取手形及び売掛金４億１千８百万円、投資有価証券２億４千４百万円などである。 

 負債の部は、前連結会計年度末より２億８千２百万円増加し、118億１千３百万円となった。増加の主な内訳

は、短期借入金３億７百万円などである。減少の主な内訳は、長期借入金１億５千６百万などである。 

 純資産の部は、前連結会計年度末より５億４千５百万円減少し、49億４千１百万円となった。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期通期の業績予想については、前回予想(平成22年５月12日)から修正している。 

 詳細については、本日開示している「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおりである。  

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はない。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

①棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下

げを行う方法によっている。 

  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法

によっている。 

 なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっている。 

  

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法をとっ

ている。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況

に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニング

に当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっている。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更）  

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を

適用している。 

 これによる当期の損益への影響はない。 

  

②資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用している。 

 これによる当期の損益への影響はない。 

  

（表示方法の変更）  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示している。 

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,005 1,495

受取手形及び売掛金 3,143 3,561

商品及び製品 1,513 1,408

仕掛品 276 265

原材料及び貯蔵品 396 411

繰延税金資産 111 108

その他 319 209

貸倒引当金 △9 △9

流動資産合計 7,756 7,450

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,894 1,952

機械装置及び運搬具（純額） 2,110 2,366

土地 2,248 2,257

その他（純額） 244 234

有形固定資産合計 6,499 6,810

無形固定資産   

のれん 476 529

その他 168 137

無形固定資産合計 644 666

投資その他の資産   

投資有価証券 635 879

繰延税金資産 744 703

その他 620 654

貸倒引当金 △145 △149

投資その他の資産合計 1,854 2,088

固定資産合計 8,998 9,566

資産合計 16,754 17,017



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 1,135 1,043

短期借入金 6,371 6,063

未払法人税等 109 65

賞与引当金 164 163

その他 474 524

流動負債合計 8,254 7,861

固定負債   

長期借入金 2,325 2,482

退職給付引当金 924 887

その他の引当金 57 52

その他 251 247

固定負債合計 3,559 3,669

負債合計 11,813 11,530

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,196 3,196

資本剰余金 2,254 2,532

利益剰余金 △480 △276

自己株式 △10 △10

株主資本合計 4,959 5,441

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 34 69

繰延ヘッジ損益 － 0

土地再評価差額金 67 67

為替換算調整勘定 △560 △530

評価・換算差額等合計 △458 △392

少数株主持分 441 438

純資産合計 4,941 5,487

負債純資産合計 16,754 17,017



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,115 5,638

売上原価 4,048 4,146

売上総利益 1,067 1,491

販売費及び一般管理費 1,555 1,539

営業損失（△） △488 △47

営業外収益   

受取利息 2 3

受取配当金 3 7

受取賃貸料 － 10

持分法による投資利益 38 12

為替差益 34 －

その他 53 19

営業外収益合計 133 53

営業外費用   

支払利息 89 83

為替差損 － 59

租税公課 29 15

その他 71 66

営業外費用合計 190 225

経常損失（△） △545 △219

特別利益   

固定資産受贈益 13 －

貸倒引当金戻入額 2 2

特別利益合計 16 2

特別損失   

固定資産除却損 13 1

減損損失 － 0

その他 3 －

特別損失合計 16 2

税金等調整前四半期純損失（△） △546 △218

法人税、住民税及び事業税 12 73

法人税等調整額 △120 △22

法人税等還付税額 △6 －

法人税等合計 △113 51

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △270

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 19

四半期純損失（△） △426 △289



 該当事項はない。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（単位：百万円）

  

〔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 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

（単位：百万円）

  

  

  

  

 該当事項はない。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  
断熱関連
事業 

建設関連
事業 

その他事業 計
消去又は 
全社 

連結

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売

上高 
 4,200  294  621  5,115  －  5,115

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  17  17 (17)  －

計  4,200  294  638  5,132 (17)  5,115

営業利益又は営業損失（△）  △439  △9  △46  △495  7  △488

   報告セグメント 
その他 合計 調整額  

四半期連結 

損益計算書 

計上額    断熱関連事業 計  

 売上高              

外部顧客への売上高 4,845 4,845 792  5,638  － 5,638

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1 1 29  31  △31 －

計  4,847 4,847 822  5,669  △31 5,638

セグメント損失（△） △40 △40 △15  △55  8 △47

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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