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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 60,063 △22.9 2,494 △50.8 2,480 △51.6 1,442 △37.5
21年3月期第2四半期 77,932 ― 5,072 ― 5,124 ― 2,309 ―

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

22年3月期第2四半期 12.13 ―
21年3月期第2四半期 19.41 ―

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月期第2四半期 129,754 37,446 28.0 306.05
21年3月期 137,708 34,755 24.5 283.80

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  36,394百万円 21年3月期  33,750百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 4.00 ― 0.00 4.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 4.00 4.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 129,000 △13.5 5,500 △19.0 5,200 △14.5 2,900 577.1 24.39



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) 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  有  
 （注）詳細は、５ページ「【定性的情報・財務諸表等】４．その他」をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

 （注）詳細は、５ページ「【定性的情報・財務諸表等】４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年８月３日に公表しました平成22年３月期通期の連結業績予想について本資料において修正しております。 
２．本資料における業績見通しなどの将来に関する記述につきましては、現時点で入手可能な情報から得られたデータに基づく予測が含まれています。実
際の業績等につきましては、今後様々な要因により、予想数値と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 
業績予想の前提となる仮定及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、本日別途公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ
い。 

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月期第2四半期 125,057,344株 21年3月期  125,057,344株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  6,140,505株 21年3月期  6,133,405株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 118,919,776株 21年3月期第2四半期 118,990,607株



 
 

【定性的情報・財務諸表等】 
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、海外景気の回復継続を背景とした輸出の回復や
国内経済対策効果によって持ち直し傾向を辿っている状況にありますが、設備の過剰感から設備投資
の抑制が継続していることや雇用情勢・所得環境も悪化傾向が続いており、実態経済は厳しい状況に
あり、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しております。 
このような状況の中で、半導体製造装置関連および自動車部品関連の需要が前年第４四半期を底に

回復してきているものの前年同期の水準には達していないこと、また工業製品も景況の悪化により需
要が減少したため工業製品部門の売上高が大幅に減少しました。さらに建設需要の減少により建材部
門の売上高も減少したため、全体としては前年同期比22.9％減少の600億63百万円となりました。 
この結果、利益面では主に売上高が減少したことにより営業利益が24億94百万円、経常利益が24億

80百万円と、前年同期比それぞれ50.8％、51.6％の減少となり、四半期純利益も14億42百万円と
37.5％の減少となりました。 

 
当第２四半期連結累計期間の部門別売上高の状況は以下のとおりです。 

［販売部門］ 
販売部門の売上高は全体で378億64百万円と前年同期比154億円（28.9％）の減少となりました。 

工業製品 
当社グループ全体の約53％を占める工業製品の売上高は、前年同期比29.7％減少の318億86百万円
となりました。 
工業製品については、景況悪化に伴う国内製造業の設備投資抑制の影響により、国内の石油精製、

石油化学、化学業界などの設備メンテナンス用シール材や一般産業用シール材、断熱材、ふっ素樹脂
製品の需要が減少したため、売上高は前年同期比21.5％減少の199億57百万円となりました。 
高機能製品については、半導体製造装置メーカーおよび関連機器メーカー、半導体メーカー向けの

ふっ素樹脂製品、断熱製品の需要が回復基調にあるものの、第２四半期連結累計期間全体では前年同
期の水準まで戻らなかったことにより、売上高は前年同期比60.5％減少の24億91百万円となりました。 
自動車部品については、国内外の自動車メーカーおよび部品メーカー向け製品の需要が回復基調に

あるものの、前年同期の水準までは戻らなかったことにより、売上高は前年同期比30.9％減少の94億
37百万円となりました。 
建材製品 
建設需要の減少により建築着工面積が大きく落ち込んでいることから、非住宅建材、住宅用建材と
も売上高が減少したため、前年同期比24.2％減少の59億78百万円となりました。 

 
［工事部門］ 
工事部門の売上高は全体で221億99百万円と前年同期比24億67百万円（10.0％）の減少となりまし

た。 
保温保冷工事 
石油化学関連の建設工事やメンテナンス工事の売上高は前年同期並となったものの、発電所のメン

テナンス工事やＬＮＧ関連設備などの建設工事の売上高が減少したため、部門全体では、前年同期比
10.6％減少の169億47百万円となりました。 
建材工事 
建設需要の減少により建築着工面積が大きく落ち込んでいることからフロア工事の売上高が減少し
たこと、また巻き付け耐火被覆工事の売上高も減少したため、前年同期比8.1％減少の52億51百万円
となりました。 

 



 
 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
(1) 資産、負債および純資産の状況 

当第２四半期末における総資産は完成工事未収入金が43億13百万円、未収還付法人税等が13億91
百万円、商品及び製品が12億９百万円、繰延税金資産（固定）が11億72百万円減少したこと等によ
り、前連結会計年度末と比較して79億54百万円減少の1,297億54百万円となりました。 
当第２四半期末における負債は、社債の発行により30億円増加しましたが、短期および長期借入

金が94億92百万円、支払手形及び買掛金が35億98百万円減少したこと等により、前連結会計年度末
と比較して106億45百万円減少の923億８百万円となりました。 
当第２四半期末における純資産は利益剰余金が17億28百万円、その他有価証券評価差額金が５億

５百万円、為替換算調整勘定が４億12百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して
26億91百万円増加の374億46百万円となりました。 

 
(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比
較して１億48百万円増加し141億92百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要
因は次のとおりです。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動により得られた資金は78億69百万円となりました。 
これは、税金等調整前四半期純利益が26億15百万円、売上債権の減少49億54百万円、減価償却費

19億52百万円、法人税等の還付額15億90百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少
38億56百万円などによる資金の減少があったことによります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動により支出した資金は11億15百万円となりました。 
これは、有形固定資産の売却による収入２億43百万円などにより資金が増加しましたが、有形固

定資産の取得による支出13億５百万円などによる資金の減少があったことによります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動により支出した資金は67億29百万円となりました。 
これは、社債の発行による収入29億45百万円により資金が増加しましたが、短期および長期借入

金の純減少額95億81百万円などによる資金の減少があったことによります。 
 
３．連結業績予想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業績の進捗状況等を勘案し、平成21年８月３日に公表しました
平成22年３月期通期の連結業績予想を修正しております。詳細は本日別途公表しました「業績予想の
修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
通期の業績見通しにつきましては、第３四半期以降も設備投資の抑制が継続することから工業製品、

保温保冷工事部門の売上高は前回発表予想を下回ることが見込まれ、また建設需要も減少しているこ
とから建材製品、建材工事部門の売上高も前回発表予想を下回ることが見込まれます。一方、半導体
製造装置関連製品や自動車部品の需要が引き続き回復傾向にあるため、高機能製品、自動車部品の売
上高が前回発表予想を上回ることが見込まれます。これらにより売上高は全体として前回発表予想を
下回りますが、利益面では第２四半期連結累計期間の実績が前回発表予想を上回ったことや第３四半
期以降に売上高が前回発表予想を上回る部門の利益増加により、通期業績も前回発表予想を上回るこ
とが見込まれるため通期業績予想の修正を行うものです。 
 
当社グループにおきましては、引き続き今後成長が見込まれる分野への重点的な投資を行うととも

に、経費の削減、在庫の圧縮などの継続により資産効率的の向上を図りグループ全体の業績向上に努
めてまいります。 



 
 

 
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） 

該当事項はありません。 
 
(2) 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 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
 
(3) 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 
（会計処理基準に関する事項の変更） 
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500百万円以上かつ工期３年超の工

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おりましたが、
「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）を第１四半期連
結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会
計期間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おります。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 



５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 14,221 14,062 
受取手形及び売掛金 25,360 25,534 
完成工事未収入金 10,241 14,555 
商品及び製品 6,101 7,310 
仕掛品 1,072 1,008 
原材料及び貯蔵品 3,072 3,979 
未成工事支出金 5,724 4,861 
繰延税金資産 1,956 1,289 
未収還付法人税等 220 1,611 
その他 1,672 1,821 
貸倒引当金 △254 △251 
流動資産合計 69,390 75,783 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 37,656 37,307 
減価償却累計額及び減損損失累計額 △23,161 △22,638 
建物及び構築物（純額） 14,494 14,669 

機械装置及び運搬具 53,545 52,377 
減価償却累計額及び減損損失累計額 △45,808 △44,484 

機械装置及び運搬具（純額） 7,736 7,892 

土地 11,229 11,020 
リース資産 257 347 
減価償却累計額 △152 △211 
リース資産（純額） 104 136 

建設仮勘定 2,813 3,159 
その他 6,673 6,608 
減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,111 △5,972 
その他（純額） 561 636 

有形固定資産合計 36,941 37,515 

無形固定資産   
のれん 207 285 
その他 539 557 

無形固定資産合計 746 843 

投資その他の資産   
投資有価証券 7,624 6,975 
長期貸付金 214 230 
繰延税金資産 10,504 11,677 
差入保証金 1,487 1,732 
その他 3,790 3,870 
貸倒引当金 △945 △920 
投資その他の資産合計 22,675 23,566 

固定資産合計 60,364 61,925 

資産合計 129,754 137,708 



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 19,090 22,689 
短期借入金 32,602 47,406 
未払法人税等 763 477 
未成工事受入金 1,428 815 
賞与引当金 1,615 1,550 
完成工事補償引当金 80 80 
その他 6,927 7,350 
流動負債合計 62,507 80,370 

固定負債   
社債 3,000 － 
長期借入金 9,492 4,180 
繰延税金負債 153 133 
退職給付引当金 2,107 2,123 
役員退職慰労引当金 106 161 
建材製品補償損失引当金 11,275 12,233 
その他 3,665 3,749 

固定負債合計 29,800 22,582 

負債合計 92,308 102,953 

純資産の部   
株主資本   
資本金 9,283 9,283 
資本剰余金 9,841 9,842 
利益剰余金 19,554 17,826 
自己株式 △1,952 △1,951 
株主資本合計 36,727 35,000 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 734 229 
為替換算調整勘定 △1,067 △1,480 
評価・換算差額等合計 △332 △1,250 

新株予約権 63 63 
少数株主持分 988 941 

純資産合計 37,446 34,755 

負債純資産合計 129,754 137,708 



（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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高   
商品及び製品売上高 53,264 37,864 
完成工事高 24,667 22,199 
売上高合計 77,932 60,063 

売上原価   
商品及び製品売上原価 41,084 29,740 
完成工事原価 20,871 18,158 
売上原価合計 61,955 47,899 

売上総利益 15,976 12,164 

販売費及び一般管理費   
販売費 3,385 2,967 
一般管理費 7,518 6,702 
販売費及び一般管理費合計 10,903 9,670 

営業利益 5,072 2,494 

営業外収益   
受取利息 15 9 
受取配当金 124 172 
受取賃貸料 112 107 
助成金収入 － 169 
持分法による投資利益 6 － 
その他 189 254 
営業外収益合計 448 713 

営業外費用   
支払利息 284 307 
為替差損 22 154 
持分法による投資損失 － 4 
社債発行費 － 54 
その他 89 207 
営業外費用合計 396 727 

経常利益 5,124 2,480 

特別利益   
固定資産売却益 23 157 

特別利益合計 23 157 

特別損失   
固定資産除売却損 35 11 
投資有価証券評価損 302 10 
関係会社株式評価損 48 － 
特別損失合計 387 22 

税金等調整前四半期純利益 4,760 2,615 

法人税、住民税及び事業税 587 733 
法人税等調整額 1,789 386 
法人税等合計 2,376 1,119 

少数株主利益 74 53 

四半期純利益 2,309 1,442 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前四半期純利益 4,760 2,615 
減価償却費 2,283 1,952 
投資有価証券評価損益（△は益） 302 10 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 140 20 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 24 △49 
賞与引当金の増減額（△は減少） △256 52 
建材製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △14,811 △958 
受取利息及び受取配当金 △139 △181 
支払利息 284 307 
売上債権の増減額（△は増加） 1,837 4,954 
たな卸資産の増減額（△は増加） △1,445 1,405 
仕入債務の増減額（△は減少） △685 △3,856 
差入保証金の増減額（△は増加） △500 245 
未払金の増減額（△は減少） 10,925 △186 
未成工事受入金の増減額（△は減少） － 612 
その他 △125 248 
小計 2,595 7,191 

利息及び配当金の受取額 139 181 
利息の支払額 △313 △329 
法人税等の支払額 △1,617 △765 
法人税等の還付額 － 1,590 
営業活動によるキャッシュ・フロー 803 7,869 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
有形固定資産の取得による支出 △3,147 △1,305 
有形固定資産の売却による収入 45 243 
貸付けによる支出 △3 △106 
貸付金の回収による収入 122 74 
その他 △275 △21 
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,258 △1,115 

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） 2,756 △7,114 
長期借入れによる収入 300 6,200 
長期借入金の返済による支出 △1,405 △8,667 
社債の発行による収入 － 2,945 
配当金の支払額 △3 △5 
少数株主への配当金の支払額 △35 △50 
その他 △5 △38 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,606 △6,729 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 58 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △851 83 

現金及び現金同等物の期首残高 11,396 14,043 
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 34 
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） － 30 

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,545 14,192 



 
 

(4) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 
 

(5) セグメント情報 
【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20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

                 （単位：百万円） 

 工業製品
事業 

建材製品
事業 

保温保冷
工事事業 

建材工事
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 45,379 7,885 18,950 5,716 77,932 － 77,932 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 330 1,456 － － 1,787 △1,787 － 

計 45,710 9,341 18,950 5,716 79,719 △1,787 77,932 

営業利益又は営業損失（△） 5,324 △628 1,901 163 6,759 △1,687 5,072 

 
当第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） 

 
工業製品
事業 

建材製品
事業 

保温保冷
工事事業 

建材工事
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 31,886 5,978 16,947 5,251 60,063 － 60,063 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 117 1,764 － － 1,881 △1,881 － 

計 32,003 7,742 16,947 5,251 61,944 △1,881 60,063 

営業利益 1,784 203 1,817 547 4,353 △1,858 2,494 

（注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 
２．各事業の主要な製品 

事業の種類別セグメントの名称 主要な製品 

工業製品 

電力、ガス、石油・石化、化学、鉄鋼、造船などの基幹産
業分野のプラント設備用のシール材（ガスケット、パッキ
ン）、無機繊維製断熱材、ふっ素樹脂製の各種成形素材・
加工品・耐食ライニング材およびハニカムフィルター 

高機能製品 
半導体・液晶製造装置用のふっ素樹脂製部品、無機繊維製
断熱製品、ハニカムフィルターおよびシール材 

工 

業 

製 

品 

自動車部品 
エンジンおよびエンジン周辺機器用のシール材や防音、防
熱、制振用機能材などの自動車部品 

販 
 
 

売 
 

 

建材製品 

けい酸カルシウムを主材とした不燃内装材、化粧板、ロッ
クウールを基材とする住宅用断熱材など各種不燃建材、断
熱材 

保温保冷工事 

電力、石油・石化産業などの各種プラントの保温工事、保
冷工事、耐火工事、防音工事、防災工事の設計と施工およ
びメンテナンス 

工 

事 

建材工事 
オフィスビルなどの不燃建材による耐火被覆工事や各種フ
ロア材によるＯＡフロア工事の設計と施工 

 



 
 

 

【所在地別セグメント情報】 
前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 
 
当第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） 
全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 
 
【海外売上高】 
前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）      

（単位：百万円、％） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 6,032  2,191  8,223  

Ⅱ 連結売上高 －  －  77,932  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 7.7  2.8  10.6  

 
当第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）      
海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
 

６．その他の情報 
部門別売上高        

       （単位：百万円、％） 

部 

門 

事業の種類別 
セグメント 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

増減率 
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) 

工 業 製 品 45,379  31,886  △29.7  80,193  

工業製品 25,419  19,957  △21.5  48,329  

高機能製品 6,304  2,491  △60.5  9,047  

自動車部品 13,655  9,437  △30.9  22,816  

建 材 製 品 7,885  5,978  △24.2  16,124  

販 
 
 

売 

計 53,264  37,864  △28.9  96,317  

保 温 保 冷 工 事 18,950  16,947  △10.6  39,821  

建 材 工 事 5,716  5,251  △8.1  13,072  
工 

事 

計 24,667  22,199  △10.0  52,893  

 合計 77,932  60,063  △22.9  149,211  
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