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１. 18年  3月期の連結業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年 3月 31日）
(1)連結経営成績 (記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年  3月期 42,329 14.7 3,038 81.0 3,155 84.6

17年  3月期 36,891 14.6 1,678 230.0 1,709 256.3

  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

株 主 資 本
当期純利益率

総　資　本
経常利益率

売　上　高
経常利益率

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

18年  3月期 1,717 △ 21.5 18.18 - 9.1 7.2 7.5

17年  3月期 2,187 346.4 23.13 - 14.2 4.6 4.6
(注)①持分法投資損益　         18年  3月期    △8 百万円      17年  3月期    △3 百万円
     ②期中平均株式数（連結）　18年  3月期　94,469,663 株　　　17年  3月期　94,556,823 株
     ③会計処理の方法の変更 無
     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年  3月期 47,641 20,925 43.9 221.58

17年  3月期 39,763 16,704 42.0 176.74

(注)期末発行済株式数（連結）　18年  3月期    94,436,094 株　　　17年  3月期    94,512,275 株

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年  3月期 △ 350 △ 893 △ 737 3,883

17年  3月期 394 1,488 △ 568 5,787

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
    連結子会社数  8　社   持分法適用非連結子会社数　0　社   持分法適用関連会社数　1　社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
    連結（新規）1　社  （除外）0　社   持分法（新規）0　社  （除外）　0　社

２. 19年  3月期の連結業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）
　

百万円 百万円 百万円

中間期 18,500 1,180 500

通　　期 44,000 2,960 1,520

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）          16 円 10 銭
※　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ます。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結果となる可能性があります。

売上高 経常利益 　　当期純利益

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

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

総  資  産 株  主  資　本 株主資本比率 １株当たり株主資本

売　上　高 営業利益 経常利益

当期純利益



 １．企業集団の状況

当社グループは、当社及び国内外子会社９社並びに関連会社３社で構成され、エネルギー、環境保全、
情報･通信の３分野における、工業炉･産業機械・環境設備・燃焼設備の設計･製作･施工及び燃焼機器・
空調装置などの製作・販売を主な内容とし、さらに各事業に付帯するエンジニアリング、研究開発並び
にその他のサービスなどの事業活動を展開しております。
当社グループの事業に係わる位置づけ、及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

製品

製作 中外プラント(株)

製作 中外プロックス(株) 製品

エネルギー 中外エアシステム(株) 製品
分野

製作 (株)共伸 ※1 中外炉（上海） 製品
有限公司

台湾中外炉工業 製品
股　有限公司

製作 中外炉熱工設備
（上海）有限公司 

中外環境 維持・管理
エンジニアリング(株)

環境保全
分野

情報・通信 リース業務他のサービス業務
分野 (株)シーアール

中外炉　業(山東)
有限公司 ※2

(株)ハーモテック ※3
Enterprising Business 

Capital Inc. ※3
無印：連結子会社
※1 ：非連結子会社
※2 ：持分法適用関連会社
※3 ：持分法非適用関連会社
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２．経営方針 

＜経営の基本方針＞ 

当社グループは「熱技術」を核として、エネルギーの有効活用や地球環境の保全などの社会的要請に

的確に応えるとともに、情報･通信の高機能化など先端分野にも新しい価値を創造し、公正な企業活

動を行い社会の発展に貢献することを、企業活動の基本理念としております。 

また、株主や取引先、従業員などのすべてのステークホルダーの期待と信頼に応えるべく、より高度

な熱技術の開発を通じて確固たる事業基盤を確立し、収益力ある安定した企業体質を形成していくこ

とが経営の基本方針でございます。 

 

＜利益配分に関する基本方針＞ 

当社グループは受注産業としての性格上、景気 特に設備投資の動向により、事業活動への影響を受

けますが、中長期的な展望にたって、企業体質の強化と将来の事業展開を勘案しつつ、安定した配当

を実施することが重要と考えております。 

 

＜中期的な経営戦略及び対処すべき課題＞ 

激変する市場環境に適応して確固たる事業基盤を構築し、高収益で成長性ある企業体質を確立するこ

とが当社グループの課題となっております。 

当社グループは「技術立社」の理念のもと「モノづくり」のあり方を追求するため、堺工場を整備・

拡大のうえ新たに堺事業所および堺センターを開設し事業拠点の再編をいたしました。これにより、

開発・設計・製造という、エンジニアリングの基幹機能を一体運営できる体制を整え、新商品開発の

強化とスピードアップを図るとともに、事業運営の効率化による品質・納期・価格面での総合的な競

争力の飛躍的向上を、全社一丸となって推し進めてまいりたいと存じます。 

今後も以下の三分野における成長市場を見据えたバランス経営と、海外事業への戦略的な取り組みを

強化し、魅力的な新商品の継続的開発と早期市場投入に注力し、業績の安定的な向上に努めると同時

に、財務体質の強化やリスク管理体制の充実により企業価値の更なる向上に取り組んでまいる所存で

ございます。 

①エネルギーの有効活用分野 
鉄鋼、自動車など基幹産業の発展を支え続けてきた工業炉、燃焼機器などの分野におきましては、地

球温暖化防止のための京都議定書発効により、ますます重要になる省エネルギー技術を更に追求し、

高性能工業炉や燃焼制御のインテリジェント化、また品質･生産性の向上に資する新技術の開発とグ

ローバルな販売展開を図ってまいります。 

②地球環境の保全分野 
公共投資の抑制により、従来主力の官公庁向け環境設備市場は厳しい状況が続いておりますが、地球

環境の保護･保全気運の高まりや、環境関連法規制の強化により着実な伸びを示している民間環境設

備市場において、当社グループ独自の熱技術を活かした廃棄物処理やマテリアルリサイクル、大気汚

染防止のための脱臭、バイオマスエネルギーの有効利用などの技術を更に発展させ、商品構成の充実、

拡大を目指してまいります。 

③情報・通信の高機能化分野 
デジタル化の大きな流れのなかで薄型テレビ用として需要が急速に拡大しつつあるＰＤＰ（プラズ

マ・ディスプレー・パネル）やＬＣＤ（液晶ディスプレー）、有機ＥＬＤ（エレクトロ・ルミネッセ

ンス・ディスプレー）など各種フラットパネルディスプレーを中心として、携帯電話や携帯情報端末

などに使用され、ますます需要の高まっている二次電池や半導体関連の基幹部品などの情報･通信関
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連分野を今後の事業発展の核と捉え、各種機器の高機能化ニーズに応える超精密塗工技術や真空成膜

技術、クリーン乾燥・熱処理技術、自動搬送技術など保有技術の更なる研鑚により本市場でのシェア

拡大に努めてまいります。 

 

 

＜親会社等に関する事項＞ 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

当期におけるわが国の経済は、企業収益の好調を反映していわゆる三つの過剰（債務、設備、雇用）

が解消し、むしろ不足気味の様相を呈しました。このため企業の投資意欲は引き続き強く、設備投資は

増加しました。また雇用の改善が家計部門に波及、個人消費も拡大、輸出の増勢と併せ、景気回復のす

そ野が拡がりました。このような情勢を受けて、日銀の量的緩和政策が解除されました。 

一方、海外経済につきましては、米国では、個人消費や設備投資が底固く、景気の拡大基調が持続、

欧州、アジア共、景気は総じて堅調に推移しました。 

 

当社グループ関連の市場では、自動車や造船、電機向けなどの旺盛な需要を映し、６年連続粗鋼生産

量が１億トンを超えた鉄鋼業界で設備投資が活発に行われました。また、欧米から中国、インドまでグ

ローバルな生産体制構築を図っている自動車業界でも引続き設備投資は増勢を示しました。更に、デジ

タル家電分野において薄型テレビの普及とともに今後の需要拡大に向けた家電メーカの巨額の追加投

資が相次ぐなか、関連部品や素材メーカの投資拡大にも波及効果をもたらしました。 

 

このような経営環境のもと、当社グループは、設備投資が旺盛な鉄鋼、自動車メーカ向けに｢エネル

ギー分野｣の主力商品である高性能工業炉や各種熱処理設備の販売に注力し、収益性を重視した効率的

な事業運営を展開いたしました。また、「情報・通信分野」においては、プラズマや液晶などの薄型テ

レヒﾞ関連業界向けに高性能のディスプレーパネル製造設備の販売を強力に推し進めました。「環境保

全分野」では官公庁関連向けの設備市場が縮小を続けるなか、大気汚染防止法等による規制強化に伴う

民間向け環境設備の拡販を図るとともに、新エネルギー源のひとつとして中長期的に発展が期待されて

いるバイオマスガス化発電システムの開発に懸命の努力を重ねました。 

 

その結果、鉄鋼向けの高性能工業炉やステンレス鋼板製造装置、自動車・機械向けの熱処理設備、電

機向けのプラズマ・ディスプレー・パネル（ＰＤＰ）製造設備、民間向け環境保全設備などの成約を得

て、受注高は46,572百万円（前期比107.7%）を確保することができました。 

売上面では、鉄鋼向け亜鉛めっき鋼板製造設備や自動車・機械向け熱処理設備、電機向けＰＤＰ量産

用設備、地方自治体や民間企業向け各種環境保全設備などを納入し、売上高は 42,329 百万円（前期比

114.7%）を計上いたしました。この結果、期末受注残高は前期末比 4,243 百万円増の 26,965 百万円と

なりました。 

利益面におきましては、継続的に推進している原価・経費の低減活動や金融収支の改善および増収効

果などにより、営業利益 3,038 百万円（前期比 181.0%）、経常利益 3,155 百万円（前期比 184.6%）と

大幅な増益となりました。当期純利益につきましては、事業体制整備に伴う固定資産売却益が前期に計

上されておりましたが、当期にはこのような特殊要因も無いことから、1,717 百万円（前期比 78.5%）

となりました。 
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各分野別の概況は次のとおりであります。 

（エネルギー分野） 

受注面では、自動車部品や造船用高級鋼材のウエイトが高まっている国内鉄鋼向けに「高性能工業炉」

技術を採用した加熱炉をはじめ、欧州・中国向けステンレス鋼板製造装置、自動車部品・機械向け熱処

理設備、ディーゼル排ガス浄化用触媒熱処理設備などの成約を得て、受注高は 30,553 百万円（前期比

102.5%）を確保いたしました。 

売上面では、鉄鋼向け亜鉛めっき鋼板製造設備や加熱炉あるいは自動車・機械向け各種熱処理設備な

どを多数納入し、売上高は26,652百万円（前期比123.0%）となりました。 

 

（情報・通信分野） 

受注面では、薄型テレビの増産投資に伴う大型基板対応連続封着・排気装置、テーブルコータ、真空

成膜装置などのＰＤＰ製造設備やＰＤＰ用ガラス熱処理炉をはじめ、伸び率が急上昇している液晶用フ

ィルム生産ラインなどの成約を得て、受注高は10,204百万円（前期比105.1%）となりました。 

売上面では、ＰＤＰ用の連続封着・排気装置、テーブルコータや、液晶用精密塗工装置「FLOLIA」な

どを納入し、売上高は10,858百万円（前期比112.7%）となりました。 

 

（環境保全分野） 

受注面では、大型の地方自治体向け下水汚泥焼却設備のほか、工場等の排ガス規制の強化に伴い主と

して化学向けの省エネルギー型蓄熱脱臭装置の成約を多数得て、受注高は5,813百万円（前期比156.0%）

と伸張いたしました。 

売上面では、受注と同様に地方自治体向け下水汚泥焼却設備や化学、鉄鋼向け省エネルギー型蓄熱脱

臭装置などを納入し、売上高は4,817百万円（前期比86.3％）となりました。 

また、この分野では、次代を担う位置づけで鋭意開発を進めておりますバイオマスガス化発電システ

ムの実機の本格的な拡販を開始し、着々と成果に結びつつあります。 

 

今後の見通しといたしましては、わが国経済は個人消費・設備投資・輸出の３本柱が引き続き堅調に

推移し、当面は自律的な拡大局面が期待されますが、原油価格と長期金利の上昇や米国・中国経済の動

向など懸念材料もあり、経営環境は依然として予断を許さない状況が続くものと考えられます。 

このような経営環境のもと、事業体制の一層の変革と進化を目指して、燃焼機器の新拠点である『堺

センター』の開設に続いて、当社の「モノづくり」の中核拠点として昨年 12 月に『堺事業所』を立ち

上げました。研究開発・設計・製造という｢モノづくり｣の基幹機能を全て一箇所に集約することにより、

品質・納期・コスト面で飛躍的に競争力を高め、他の追随を許さない優れた製品をお客様に提供してま

いります。 
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当社グループを取り巻く環境は絶えず変化しており先行きの不透明感もありますが、新しい事業体制

により、熱技術を核とした「エネルギー分野」、「情報・通信分野」、「環境保全分野」の３分野のバ

ランス運営を今以上に確固たるものにするとともに、経営効率をさらに高め一層強靭な企業体質を構築

してまいります。堺事業所への集約を当社の新たな歴史のスタートとして捉え、「技術立社」の理念を

揺るぎないものとして株主やお取引先の皆さまのご期待にお応えすることにより、「モノづくり」企業

の社会的責任を全うしていく所存でございます。 

以上により、次期の連結業績につきましては、売上高 44,000 百万円、経常利益 2,960 百万円、当期

純利益1,520百万円と見込んでおります。 

 

なお、上記の通期業績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

ります。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結果となる可能性があります。 
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（２）財政状態 

当期の連結キャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務の増加な

どの資金の増加はありましたが、売上債権の増加及び有形固定資産の取得による支出などの資金の減少

により、現金及び現金同等物の期末残高は前期に比べ1,904百万円減少の3,883百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前当期純利益3,044百万円、仕入債務の増加1,867百万円等による資金の増加はありまし

たが、売上債権の増加3,863百万円、未成工事支出金等の増加1,088百万円、法人税等の支払706百万

円などによる資金の減少により､当期の営業活動に使用した資金は350百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

旧本社土地等の売却による収入1,012百万円、投資有価証券の償還による収入500百万円、堺事業所

などの設備投資による支出2,329百万円等により、当期の投資活動に使用した資金は893百万円となり

ました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入金の返済300百万円、配当金の支払379百万円等により、当期の財務活動に使用した資金は

737百万円となりました。 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 18年 3月期 平成 17年 3月期 平成 16年 3月期 

自己資本比率（％） 43.9 42.0 41.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 119.5 69.2 88.2 

債務償還年数（年） － 10.8 5.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 5.2 9.3 

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 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

(注)1. いずれの指標も連結ベースの財務数値により算出しております。 
2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており

ます。 
3. 有利子負債は、貸借対照表に計上されている借入金の合計額を対象としております。 

 
 



（単位：百万円）
期　　別　

増　　減
　科　　目 金    額 構成比 金    額 構成比
（資産の部） ％ ％
Ⅰ流動資産 32,063 67.3 29,873 75.1 2,190 
　　現金及び預金 3,883 5,787 △1,904 
　　受取手形及び売掛金 25,230 21,329 3,901 
　　未成工事支出金等 2,598 1,481 1,117 
　　そ の 他 393 1,292 △899 
　　貸倒引当金 △42 △17 △25 
Ⅱ固定資産 15,578 32.7 9,890 24.9 5,688 
　有形固定資産 5,169 3,146 2,023 
　　建物及び構築物 2,367 607 1,760 
　　機械装置及び運搬具 371 476 △105 
　　土　　地 2,090 1,830 260 
　　そ の 他 340 232 108 
　無形固定資産 73 95 △22 
　投資その他の資産 10,335 6,649 3,686 
　　投資有価証券 9,783 6,145 3,638 
　　そ の 他 639 687 △48 
　　貸倒引当金 △86 △183 97 
　資産合計 47,641 100.0 39,763 100.0 7,878 
（負債の部）
Ⅰ流動負債 23,663 49.7 21,271 53.5 2,392 
　　支払手形及び買掛金 16,570 14,674 1,896 
　　短期借入金 3,307 3,636 △329 
　　未成工事受入金 911 407 504 
　　賞与引当金 280 308 △28 
　　そ の 他 2,594 2,245 349 
Ⅱ固定負債 3,013 6.3 1,771 4.4 1,242 
　　長期借入金 637 637 － 
　　繰延税金負債 2,354 1,102 1,252 
　　退職給付引当金 11 17 △6 
　　連結調整勘定 10 14 △4 
　負債合計 26,676 56.0 23,042 57.9 3,634 
（少数株主持分）
　少数株主持分 39 0.1 16 0.1 23 
（資本の部）
Ⅰ資 本 金 6,176 13.0 6,176 15.5 － 
Ⅱ資本剰余金 5,808 12.2 5,808 14.6 － 
Ⅲ利益剰余金 4,013 8.4 2,676 6.7 1,337 
Ⅳその他有価証券評価差額金 4,987 10.5 2,134 5.4 2,853 
Ⅴ為替換算調整勘定 24 0.0 △35 △0.1 59 
Ⅵ自己株式 △85 △0.2 △56 △0.1 △29 
　資本合計 20,925 43.9 16,704 42.0 4,221 
　負債、少数株主持分及び資本合計 47,641 100.0 39,763 100.0 7,878 

平成18年3月31日現在 平成17年3月31日現在

４．連結財務諸表等
（１）連結貸借対照表

当　　期 前　　期

- 9 -



（単位：百万円）
期　　別　

増　　減

　科　　目 金　　額 百分比 金　　額 百分比

％ ％

Ⅰ売 上 高 42,329 100.0 36,891 100.0 5,438 

Ⅱ売上原価 35,333 83.5 31,251 84.7 4,082 

　売上総利益 6,995 16.5 5,639 15.3 1,356 

Ⅲ販売費及び一般管理費 3,957 9.3 3,960 10.8 △3 

　営業利益 3,038 7.2 1,678 4.5 1,360 

Ⅳ営業外収益 265 0.6 142 0.4 123 

(受取利息) (2) (5) (△3)

(受取配当金) (139) (45) (94)

(受取賃貸料) (40) (36) (4)

(その他の収益) (83) (55) (28)

Ⅴ営業外費用 148 0.3 111 0.3 37 

(支払利息) (65) (79) (△14)

(その他の費用) (83) (32) (51)

　経常利益 3,155 7.5 1,709 4.6 1,446 

Ⅵ特別利益 － － 1,777 4.8 △1,777 

(固定資産売却益) (－) (1,777) (△1,777)

Ⅶ特別損失 110 0.3 228 0.6 △118 

(減損損失) (110) (－) (110)

(固定資産除却損) (－) (130) (△130)

(特別修繕費) (－) (93) (△93)

(投資有価証券評価損) (－) (4) (△4)

　税金等調整前当期純利益 3,044 7.2 3,258 8.8 △214 

　法人税、住民税及び事業税 1,352 3.2 505 1.4 847 

　法人税等調整額 △31 △0.1 570 1.5 △601 
　少数株主利益又は
　少数株主損失（△） 6 0.0 △4 △0.0 10 

　当期純利益 1,717 4.1 2,187 5.9 △470 

（２）連結損益計算書

前　　期

平成16年4月 1日から

平成17年3月31日まで

当　　期

平成17年4月 1日から

平成18年3月31日まで
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（３）連結剰余金計算書
（単位：百万円）

期　　別　 当　　期 前　　期

平成17年4月 1日から 平成16年4月 1日から

平成18年3月31日まで 平成17年3月31日まで

　科　　目 金　　額 金　　額

資本剰余金の部

Ⅰ資本剰余金期首残高 5,808 5,808 

Ⅱ資本剰余金増加高 － － 

Ⅲ資本剰余金減少高 － － 

Ⅳ資本剰余金期末残高 5,808 5,808 

利益剰余金の部

Ⅰ利益剰余金期首残高 2,676 634 

Ⅱ利益剰余金増加高 1,717 2,187 

　　(当期純利益) (1,717) (2,187)

Ⅲ利益剰余金減少高 380 144 

　　(配当金) (378) (141)

　　(従業員奨励福利基金) (2) (2)

Ⅳ利益剰余金期末残高 4,013 2,676 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

当　　期 前　　期
　　　科　　　　　目 平成17年4月 1日から 平成16年4月 1日から

平成18年3月31日まで 平成17年3月31日まで
金　　額 金　　額

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー
　　　税金等調整前当期純利益 3,044 3,258 
　　　減価償却費 278 337 
　　　貸倒引当金の増加額 23 3 
　　　退職給付引当金の増減額 △6 0 
　　　受取利息及び配当金 △142 △50 
　　　支払利息 65 79 
　　　持分法投資損失 8 3 
　　　固定資産売却益 － △1,777 
　　　減損損失 110 － 
　　　固定資産除却損 － 130 
　　　投資有価証券評価損 － 4 
　　　売上債権の増加額 △3,863 △3,937 
　　　未成工事支出金等の増減額 △1,088 182 
　　　仕入債務の増加額 1,867 1,897 
　　　その他 △23 351 
　　　小　計 274 483 
　　　利息及び配当金の受取額 142 50 
　　　利息の支払額 △60 △76 
　　　法人税等の支払額 △706 △63 
　　　営業活動によるキャッシュ・フロー △350 394 
Ⅱ．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 △2,329 △272 
　　　有形固定資産の売却による収入 1,012 1,512 
　　　無形固定資産の取得による支出 △25 △7 
　　　投資有価証券の取得による支出 △1 △30 
　　　投資有価証券の償還による収入 500 － 
　　　投資有価証券の売却による収入 － 258 
　　　その他 △48 28 
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △893 1,488 
Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　短期借入金の純減少額 △300 △400 
　　　長期借入れによる収入 420 420 
　　　長期借入金の返済による支出 △449 △424 
　　　配当金の支払額 △379 △143 
　　　その他 △28 △21 
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △737 △568 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 25 △3 
Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額 △1,956 1,310 
Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 5,787 4,476 
Ⅶ．新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 52 － 
Ⅷ．現金及び現金同等物の期末残高 3,883 5,787 
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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

１．連結の範囲に関する事項
連結子会社数　　8社
非連結子会社数　1社
中外炉熱工設備(上海)有限公司は重要性が増加したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めてお
ります。
非連結子会社1社は小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益
剰余金(持分に見合う額)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、連結の範囲
から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用関連会社の数　1社
非連結子会社1社及び関連会社2社についてはそれぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持
分に見合う額)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ありませんので、持分法の
適用範囲から除外しております。

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、台湾中外炉股ｲ分有限公司、中外炉(上海)有限公司、中外炉熱工(上海)有限公司及び
中外プラント(株)の決算日は12月31日であります。
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の決算財務諸表を使用しておりますが、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おります。

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たな卸資産
　商品・製品・原材料　　：移動平均法による原価法
　仕掛品・未成工事支出金：個別法による原価法
②有価証券
　子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法
　その他有価証券
　　時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法
　　（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　　時価のないもの：移動平均法による原価法
③デリバティブ
　　時価法
(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
　　主として定率法を採用しております。但し、平成10年4月以降に取得した建物（建物附属設備は除
　　く）については定額法を採用しております。
　　なお、主な耐用年数は、建物3年～50年、機械及び装置4年～13年であります。
②無形固定資産
　　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
　　間（5年）に基づく定額法を採用しております。
(3)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、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おります。
②賞与引当金
　　従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
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
　　基づき計上しております。会計基準変更時差異については15年による按分額を費用処理しておりま
　　す。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
　　の年数(15年)による定額法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
　　ととしております。
(4)重要なリース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(5)重要なヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ法によっております。なお、為替予約につきヘッジ会計の要件を満たしている場合は振当処理によっ
ております。
(6)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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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おります。

６．利益処分項目等の取扱いに関する事項
連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成
しております。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、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か
月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

８．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
当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する
意見書」（企業会計審議会平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第６号平成15年10月31日）を適用しております。これにより、税金等調整前当期純
利益が110百万円減少しております。なお、減損損失累計額については当該各資産の金額から直接控除し
ております。

注記事項 　

（連結貸借対照表関係）
（当    期） （前　　期）

①有形固定資産の減価償却累計額 4,084百万円 4,194百万円
②担保に供している資産
　　投資有価証券 3,023百万円 2,403百万円
③受取手形割引高 －百万円 1,300百万円

（連結損益計算書関係）
（当    期） （前　　期）

①販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
　　給料諸手当 1,971百万円 1,979百万円
　　減価償却費 238百万円 304百万円
　　賞与引当金繰入額 121百万円 140百万円
　　退職給付費用 168百万円 174百万円
②一般管理費及び当期製造費用に含まれる
　研究開発費 623百万円 604百万円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
（当    期） （前　　期）

　現金及び預金勘定 3,883百万円 5,787百万円
　現金及び現金同等物 3,883百万円 5,787百万円

（税効果会計）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の主な内訳
(平成18年3月31日現在)

（単位：百万円）
繰延税金資産
　貸倒引当金損金算入限度超過額 23
　賞与引当金損金算入限度超過額 113
　投資有価証券評価損 1,005
　未払事業税 91
　繰越欠損金 21
　その他 320
繰延税金資産小計 1,576
評価性引当額 △ 1,576
繰延税金資産合計 －

繰延税金負債
　固定資産圧縮積立金 △ 538
　その他有価証券評価差額金 △ 1,815
繰延税金負債合計 △ 2,354
繰延税金負債の純額 △ 2,354
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（リース取引）
　　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの
（単位：百万円）

取得原価
連結貸借対
照表計上額

差額 取得原価
連結貸借対
照表計上額

差額

(連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの)

株　　式 2,540 9,343 6,803 2,538 5,205 2,666 
債　　券 － － － － － － 
そ の 他 － － － － － － 
小　　計 2,540 9,343 6,803 2,538 5,205 2,666 

(連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの)

株　　式 － － － － － － 
債　　券 － － － － － － 
そ の 他 － － － － － － 
小　　計 － － － － － － 
合　　計 2,540 9,343 6,803 2,538 5,205 2,666 

２．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額
（単位：百万円）

子会社株式･
関連会社株式

27 27

その他有価証券
　非上場優先出資証券 － 500
　非上場株式 411 411

（デリバティブ取引）

　　該当事項はありません。

当　　期 前　　期

連結貸借対照表計上額連結貸借対照表計上額

（平成18年3月31日現在） （平成17年3月31日現在）

当　　期 前　　期
（平成18年3月31日現在） （平成17年3月31日現在）
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（退職給付）
（単位：百万円）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度および総合設立型厚生年金基金制度を採用し

ております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、総合設立型厚生年金基金制度及び退職一時
金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項
（当    期） （前　　期）

イ．退職給付債務 △ 4,394 △ 4,522
ロ．年金資産 3,612 2,959
ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △ 781 △ 1,562
ニ．会計基準変更時差異の未処理額 901 1,004
ホ．未認識数理計算上の差異 △ 65 629
ヘ．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） 55 71
ト．前払年金費用 66 88
チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △ 11 △ 17
(注)1.一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
　　2.総合設立型厚生年金基金制度の年金資産は4,733百万円であり、上記年金資産には含まれ
　　　ておりません。

３．退職給付費用に関する事項
（当    期） （前　　期）

イ．勤務費用 189 189
ロ．利息費用 107 110
ハ．期待運用収益 △ 44 △ 43
ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 100 100
ホ．数理計算上の差異の費用処理額 56 57
ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 409 414
(注)簡便法を採用している一部の国内連結子会社の退職給付費用は「イ．勤務費用」に計上して
　　おります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
（当    期） （前　　期）

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左
ロ．割引率 2.4% 同左
ハ．期待運用収益率 1.5% 同左
ニ．数理計算上の差異の処理年数 15年 同左
（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法に
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おります。）
ホ．会計基準変更時差異の処理年数 15年 同左
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（セグメント情報）

（１）事業の種類別セグメント情報

当期（自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）
（単位：百万円）

エネルギー
分野

環境保全
分野

情報・通信
分野

計
消去又は

全社
連結

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 26,652 4,817 10,858 42,329 － 42,329 

(2)
ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高
又は振替高 － － － － (－) － 

　　　　計 26,652 4,817 10,858 42,329 － 42,329 
営業費用 24,536 5,150 9,604 39,290 － 39,290 
営業利益又は営業損失(△) 2,116 △332 1,254 3,038 (－) 3,038 

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出
資　　　産 18,724 5,307 6,265 30,297 17,344 47,641 
減価償却費 80 6 70 158 120 278 
資本的支出 137 17 90 245 2,188 2,434 

前期（自平成16年4月1日　至平成17年3月31日）
（単位：百万円）

エネルギー
分野

環境保全
分野

情報・通信
分野

計
消去又は

全社
連結

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 21,675 5,581 9,634 36,891 － 36,891 

(2)
ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高
又は振替高 － － － － (－) － 

　　　　計 21,675 5,581 9,634 36,891 － 36,891 
営業費用 20,522 5,895 8,793 35,212 － 35,212 
営業利益又は営業損失(△) 1,152 △314 841 1,678 (－) 1,678 

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出
資　　　産 15,678 5,722 4,067 25,467 14,295 39,763 
減価償却費 93 43 66 204 133 337 
資本的支出 117 20 183 322 7 329 

(注)1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。
2. 各事業の主な製品

(1) エネルギー分野：鉄鋼加熱炉､金属ﾌﾟﾛｾｽﾗｲﾝ､自動車･機械部品用熱処理炉､各種工業用ﾊﾞｰﾅ､省ｴﾈ制御機器 他

(2) 環境保全分野　：汚泥乾燥･焼却設備､汚泥ﾘｻｲｸﾙ設備、大気浄化設備､排ｶﾞｽ高度処理設備､ﾊﾞｲｵﾏｽ利用設備 他

(3) 情報・通信分野：精密塗工･乾燥設備､真空成膜装置､ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ用熱処理設備､ｶﾞﾗｽ製品熱処理設備 他

3. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会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ります。
　　当期 17,344百万円
　　前期 14,295百万円
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（２）所在地別セグメント情報

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の
割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

（３）海外売上高

当期（自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）
（単位：百万円）

東南アジア ヨーロッパ その他の地域 計
Ⅰ 海外売上高 5,267 1,441 11 6,720 
Ⅱ 連結売上高 42,329 

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(%) 12.5 3.4 0.0 15.9 

(注)1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
2.各区分に属する主な国又は地域
(1)東南アジア：台湾・韓国・中国
(2)ヨーロッパ：ハンガリー
(3)その他の地域：米国
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ります。

前期（自平成16年4月1日　至平成17年3月31日）
（単位：百万円）

東南アジア ヨーロッパ その他の地域 計
Ⅰ 海外売上高 4,996 544 111 5,651 
Ⅱ 連結売上高 36,891 

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(%) 13.5 1.5 0.3 15.3 

(注)1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
2.各区分に属する主な国又は地域
(1)東南アジア：韓国・中国・タイ・台湾
(2)ヨーロッパ：ハンガリー・スペイン
(3)その他の地域：米国
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ります。

（関連当事者との取引）

該当事項はありません。
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（１）売上高

（単位：百万円）
当　　　期 前　　　期

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％)

26,652 63.0 21,675 58.8 

4,817 11.4 5,581 15.1 

10,858 25.6 9,634 26.1 

42,329 100.0 36,891 100.0 

（２）受注高及び受注残高

（単位：百万円）
当　　　期 前　　　期

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％)

受 エネルギー 30,553 65.6 29,806 68.9 

注 環境保全 5,813 12.5 3,727 8.6 

高 情報・通信 10,204 21.9 9,706 22.5 

合　　計 46,572 100.0 43,240 100.0 

受 エネルギー 19,311 71.6 15,410 67.8 

注 環境保全 3,532 13.1 2,536 11.2 

残 情報・通信 4,120 15.3 4,775 21.0 

高 合　　計 26,965 100.0 22,722 100.0 

合　　計

平成16年4月～平成17年3月

平成16年4月～平成17年3月平成17年4月～平成18年3月

５．受注及び販売の状況

平成17年4月～平成18年3月部　門

部　門

エネルギー

環境保全

情報・通信
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