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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 9,369 1.0 563 0.9 525 △7.3 303 △19.2
25年3月期第3四半期 9,281 △9.0 558 △26.2 566 11.5 376 116.3

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 647百万円 （57.1％） 25年3月期第3四半期 412百万円 （653.5％）

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

26年3月期第3四半期 12.90 ―
25年3月期第3四半期 15.97 ―

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

26年3月期第3四半期 16,975 6,613 36.2 260.91
25年3月期 16,582 6,112 34.2 240.92
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 6,144百万円 25年3月期 5,674百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

25年3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
26年3月期 ― 2.00 ―
26年3月期（予想） 2.00 4.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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 13,100 4.5 890 36.4 720 △7.9 410 △28.6 17.40



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続きが実施中である。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではない。また、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、添付資料P2「1.当四半期決算に関する定性的情報（2）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」に記載
のとおりである。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 23,606,573 株 25年3月期 23,606,573 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 55,182 株 25年3月期 55,125 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 23,551,408 株 25年3月期3Q 23,551,456 株
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（１）経営成績に関する説明 

  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、当第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 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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  当社グループの業績予想については、平成25年５月８日発表のとおりである。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（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 3,270 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



（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 1,010 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



（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



（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



  該当事項はない。   

   

   

  該当事項はない。   

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	ヘッダー１3: イソライト工業㈱（5358）平成26年3月期　第3四半期決算短信
	ヘッダー１4: イソライト工業㈱（5358）平成26年3月期　第3四半期決算短信
	ヘッダー１5: イソライト工業㈱（5358）平成26年3月期　第3四半期決算短信
	ヘッダー１6: イソライト工業㈱（5358）平成26年3月期　第3四半期決算短信
	ヘッダー１7: イソライト工業㈱（5358）平成26年3月期　第3四半期決算短信
	ヘッダー１8: イソライト工業㈱（5358）平成26年3月期　第3四半期決算短信
	ヘッダー１9: イソライト工業㈱（5358）平成26年3月期　第3四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -


