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

22年3月期第3四半期 91,218 △20.2 4,510 △29.7 4,456 △23.9 2,792 18.9
21年3月期第3四半期 114,261 ― 6,412 ― 5,853 ― 2,349 ―

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3四半期 23.48 ―
21年3月期第3四半期 19.74 ―

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3四半期 130,852 38,698 28.7 315.90
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3四半期  37,564百万円 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  無   

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 6,300 △7.3 6,200 2.0 3,500 717.2 29.43



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11月４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3四半期 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3四半期  6,143,471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3四半期 118,918,382株 21年3月期第3四半期 118,986,148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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外景気の回復や国内緊急経済対策効果などに
より持ち直しの動きを見せていたものの、国内製造業の設備投資の抑制が継続していることや雇用・
所得環境は依然として厳しい状況にあり、また円高やデフレの進行、海外経済の下振れ懸念などもあ
り全般として景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 
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は前年第４四半期を底に順

調に回復してきておりますが、高機能製品部門および自動車部品部門の売上高は前年同期の水準には
達していないこと、また景況の悪化に伴う国内製造業の設備投資の抑制などにより工業製品部門およ
び保温保冷工事部門の売上高が減少しました。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20.2％減少の912億18百万円となりました。 
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45億10百万円、経常利益が44億

56百万円と、前年同期比それぞれ29.7％、23.9％の減少となりましたが、四半期純利益は27億92百万
円と前年同期比18.9％の増加となりました。 
 
当第３四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598億16百万円と前年同期比178億61百万円（23.0％）の減少となりまし

た。 
工業製品 
当社グループ全体の約55％を占める工業製品の売上高は、前年同期比22.7％減少の505億33百万円
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の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20.8％減少の299億55百万円となりました。 
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してきたものの、第３四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39.4％減少の50億28百万円となりました。 
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してき

たものの、第３四半期連結累計期間全体では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19.2％減少の155億50百万円となりました。 
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、部門全体では前年同期比24.6％減少の92億82百万円となりました。 
 

［工事部門］ 
工事部門の売上高は全体で314億２百万円と前年同期比51億81百万円（14.2％）の減少となりまし
た。 
保温保冷工事 
景況の悪化に伴い、国内プラント全般において既存設備保全ならびに新規設備建設への投資が抑制

されていることから、メンテナンス工事・建設工事とも売上高が減少したため、部門全体では前年同
期比15.2％減少の241億７百万円となりました。 
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、部門全体では前年同期比10.6％減少の
72億94百万円となりました。 

 



 
 

 

 
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３四半期末における総資産は未成工事支出金が29億円増加しましたが、完成工事未収入金が
40億35百万円、建設仮勘定が29億37百万円、繰延税金資産（固定）が20億54百万円減少したこと等
により、前連結会計年度末と比較して68億56百万円減少の1,308億52百万円となりました。 
当第３四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125億42百万円、建材製品補償損失引当金が13億44百万円減少したこと等により、前連結会計年
度末と比較して107億99百万円減少の921億53百万円となりました。 
当第３四半期末における純資産は利益剰余金が30億78百万円、その他有価証券評価差額金が６億

52百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して39億42百万円増加の386億98百万円と
なりました。 

 
(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四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９億84百万円減少し130億59百万円となりました。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102億55百万円となりました。 
これは、税金等調整前四半期純利益が47億97百万円、減価償却費31億22百万円、売上債権の減少

29億58百万円、法人税等の還付額15億94百万円などにより資金が増加しましたが、建材製品補償損
失引当金の減少13億44百万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15億19百万円となりました。 
これは、有形固定資産の売却による収入３億29百万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16億86百万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97億48百万円となりました。 
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125億84百万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３四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11月４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。 
なお、当社は平成 19 年 10 月 30 日に住宅用軒裏天井および耐火間仕切壁の一部製品について不正

な方法により認定取得していたことを公表し、平成 20 年 3 月期において当該製品の改修などに要す
る費用として 300 億円を見込み、建材製品補償損失引当金を同額計上いたしました。その後これら
に係わる改修工事を順次進めてきたなかで、新工法の開発による改修工法の見直しなどにより、今
後の改修費用の見込額について変更していくことが妥当であると判断し、建材製品補償損失引当金
の減額について検討をしております。 減額する場合は、建材製品補償損失引当金戻入益として特別
利益に計上することになります。 
本件については現在個別物件ごとに改めて精査しておりますが、今後業績予想の修正が必要と判

断される場合には速やかに公表いたします。 
 
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３四半期連結会
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３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31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 13,091 14,062 
受取手形及び売掛金 26,947 25,534 
完成工事未収入金 10,519 14,555 
商品及び製品 5,986 7,310 
仕掛品 1,032 1,008 
原材料及び貯蔵品 3,242 3,979 
未成工事支出金 7,761 4,861 
繰延税金資産 2,259 1,289 
未収還付法人税等 243 1,611 
その他 1,736 1,821 
貸倒引当金 △246 △251 
流動資産合計 72,574 75,783 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 37,497 37,307 
減価償却累計額及び減損損失累計額 △23,358 △22,638 
建物及び構築物（純額） 14,139 14,669 

機械装置及び運搬具 55,945 52,377 
減価償却累計額及び減損損失累計額 △46,285 △44,484 

機械装置及び運搬具（純額） 9,659 7,892 

土地 11,223 11,020 
リース資産 276 347 
減価償却累計額 △156 △211 
リース資産（純額） 119 136 

建設仮勘定 222 3,159 
その他 6,652 6,608 
減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,163 △5,972 
その他（純額） 488 636 

有形固定資産合計 35,854 37,515 

無形固定資産   
のれん 169 285 
その他 543 557 

無形固定資産合計 712 843 

投資その他の資産   
投資有価証券 7,890 6,975 
長期貸付金 175 230 
繰延税金資産 9,623 11,677 
差入保証金 1,187 1,732 
その他 3,728 3,870 
貸倒引当金 △895 △920 
投資その他の資産合計 21,709 23,566 

固定資産合計 58,277 61,925 

資産合計 130,852 137,708 



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31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 22,206 22,689 
短期借入金 29,677 47,406 
未払法人税等 533 477 
未成工事受入金 2,078 815 
賞与引当金 878 1,550 
完成工事補償引当金 80 80 
その他 7,436 7,350 
流動負債合計 62,891 80,370 

固定負債   
社債 3,000 － 
長期借入金 9,367 4,180 
繰延税金負債 149 133 
退職給付引当金 2,087 2,123 
役員退職慰労引当金 109 161 
建材製品補償損失引当金 10,889 12,233 
その他 3,659 3,749 

固定負債合計 29,262 22,582 

負債合計 92,153 102,953 

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 20,904 17,826 
自己株式 △1,953 △1,951 
株主資本合計 38,076 35,000 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 882 229 
為替換算調整勘定 △1,394 △1,480 
評価・換算差額等合計 △511 △1,250 

新株予約権 122 63 
少数株主持分 1,011 941 

純資産合計 38,698 34,755 

負債純資産合計 130,852 137,708 



（２）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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   
商品及び製品売上高 77,677 59,816 
完成工事高 36,583 31,402 
売上高合計 114,261 91,218 

売上原価   
商品及び製品売上原価 60,307 46,325 
完成工事原価 31,156 25,739 
売上原価合計 91,464 72,065 

売上総利益 22,797 19,152 

販売費及び一般管理費   
販売費 5,069 4,550 
一般管理費 11,315 10,091 
販売費及び一般管理費合計 16,384 14,642 

営業利益 6,412 4,510 

営業外収益   
受取利息 22 14 
受取配当金 192 198 
受取賃貸料 167 160 
助成金収入 － 192 
持分法による投資利益 5 － 
その他 280 371 
営業外収益合計 668 937 

営業外費用   
支払利息 446 454 
為替差損 524 120 
持分法による投資損失 － 3 
社債発行費 － 54 
その他 258 359 
営業外費用合計 1,228 991 

経常利益 5,853 4,456 

特別利益   
固定資産売却益 25 238 
貸倒引当金戻入額 － 101 
新株予約権戻入益 － 25 

特別利益合計 25 365 

特別損失   
固定資産除売却損 43 13 
投資有価証券評価損 486 10 
関係会社株式評価損 48 － 
保険積立金評価損 54 － 
特別損失合計 633 24 

税金等調整前四半期純利益 5,245 4,797 

法人税、住民税及び事業税 750 1,000 
法人税等調整額 2,033 899 
法人税等合計 2,783 1,900 

少数株主利益 112 104 

四半期純利益 2,349 2,792 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 5,245 4,797 
減価償却費 3,531 3,122 
有形固定資産売却損益（△は益） － △228 
投資有価証券評価損益（△は益） 486 10 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 230 △33 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 36 △58 
賞与引当金の増減額（△は減少） △980 △681 
建材製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △15,707 △1,344 
受取利息及び受取配当金 △215 △212 
支払利息 446 454 
為替差損益（△は益） 193 72 
売上債権の増減額（△は増加） 2,800 2,958 
たな卸資産の増減額（△は増加） △3,045 △760 
仕入債務の増減額（△は減少） △1,037 △613 
未収入金の増減額（△は増加） △162 312 
差入保証金の増減額（△は増加） △400 545 
未払金の増減額（△は減少） 7,256 189 
未成工事受入金の増減額（△は減少） 321 1,262 
その他 400 395 

小計 △598 10,187 

利息及び配当金の受取額 218 212 
利息の支払額 △424 △435 
法人税等の支払額 △3,663 △1,304 
法人税等の還付額 － 1,594 
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,467 10,255 

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 △4,038 △1,686 
有形固定資産の売却による収入 55 329 
貸付けによる支出 △78 △111 
貸付金の回収による収入 165 114 
その他 △277 △165 
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,173 △1,519 

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） 10,276 △10,113 
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 △1,421 △8,670 
社債の発行による収入 － 2,945 
配当金の支払額 △322 △5 
少数株主への配当金の支払額 △35 △50 
その他 △8 △54 

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,788 △9,748 



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △169 △36 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21 △1,049 

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 11,375 13,059 



 
 

(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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 65,373 12,304 28,426 8,157 114,261 － 114,261 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 395 2,604 － － 3,000 △3,000 － 

計 65,769 14,908 28,426 8,157 117,262 △3,000 114,261 

営業利益又は営業損失（△） 6,930 △715 2,568 241 9,025 △2,612 6,412 

 
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 50,533 9,282 24,107 7,294 91,218 － 91,218 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 180 2,927 － － 3,108 △3,108 － 

計 50,714 12,210 24,107 7,294 94,326 △3,108 91,218 

営業利益 3,731 427 2,474 794 7,428 △2,917 4,510 

（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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）      

（単位：百万円、％） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 8,779  2,976  11,755  

Ⅱ 連結売上高 －  －  114,261  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 7.7  2.6  10.3  

 
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 65,373  50,533  △22.7  80,193  

工業製品 37,826  29,955  △20.8  48,329  

高機能製品 8,303  5,028  △39.4  9,047  

自動車部品 19,244  15,550  △19.2  22,816  

建 材 製 品 12,304  9,282  △24.6  16,124  

販 
 
 

売 

計 77,677  59,816  △23.0  96,317  

保 温 保 冷 工 事 28,426  24,107  △15.2  39,821  

建 材 工 事 8,157  7,294  △10.6  13,072  
工 

事 

計 36,583  31,402  △14.2  52,893  

 合計 114,261  91,218  △20.2  149,211  
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