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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日）

　(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 ％

21年3月期第1四半期 8,664 － 512 － 658 － 412 －

20年3月期第1四半期 8,988 17.1 614 113.1 732 106.2 465 －

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

21年3月期第1四半期 4.52 －

20年3月期第1四半期 4.94 －

　(2) 連結財政状態

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

21年3月期第1四半期 49,042 21,296 43.3 232.67

20年3月期 49,723 21,363 42.8 233.18
(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 21,236百万円 20年3月期 21,286百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 － － － 10.00 10.00

21年3月期 － ―― ―― ―― ――

21年3月期(予想) ―― － － 8.00 8.00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期連結累計期間 22,500 － 2,050 － 2,100 － 1,220 － 13.37

通期 51,000 7.7 4,350 △8.9 4,400 △6.4 2,550 △8.6 27.94
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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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、4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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、4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）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年3月期第1四半期 94,830,015株 20年3月期 94,830,015株

　② 期末自己株式数

21年3月期第1四半期 3,555,528株 20年3月期 3,541,048株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年3月期第1四半期 91,279,073株 20年3月期第1四半期 94,358,845株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　 平成20年５月15日発表の連結業績予想は、第２四半期連結累計期間を修正しております。
　 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、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。業績予想の具体的な修正内容は本日
別途開示の「平成21年３月期第２四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。

　 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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中外炉工業㈱(1964)平成21年3月期 第1四半期決算短信

・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１四半期連結会計期間は、エネルギー分野では中国、韓国鉄鋼メーカからステンレス鋼板製造設備を

受注したのを始め、市場が拡大している太陽電池関連の製造設備やカーボンの焼成炉、情報・通信分野では
台湾の液晶パネルメーカ向けカラーフィルタ用精密塗工装置、また環境保全分野では化学・金属メーカ向け
大型蓄熱式排ガス処理装置などの成約を得ましたが、エネルギー分野において前年同期に大型案件の成約が
集中した反動もあり、受注高は16,375百万円(前年同期比△16.0％)となりました。
売上面では、チタン熱処理設備やPDP連続封着・排気装置、液晶用カラーフィルタ用精密塗工装置など高水

準の受注残案件を着実に納入しましたが、大型案件の納期が年度後半に集中する影響などから、売上高は
8,664百万円（前年同期比△3.6％）にとどまりました。
この結果、利益面では、営業利益512百万円（前年同期比△16.7％）、経常利益658百万円(同△10.1％）、四

半期純利益412百万円（同△11.4％）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
資産合計は、受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ680百万円減少の49,042百万

円となりました。
負債合計は、支払手形及び買掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ613百万円減少の27,746百万

円となりました。
純資産合計は、その他有価証券評価差額金の増加はありましたが、配当金の支払等による利益剰余金の減

少などにより、前連結会計年度末に比べ67百万円減少の21,296百万円となりました。
この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比0.5ポイント増加の43.3％となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績予想につきましては、本日別途開示の「平成21年３月期第２四半期累計期間業績予想の修正に関する

お知らせ」をご覧下さい。
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中外炉工業㈱(1964)平成21年3月期 第1四半期決算短信

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
（簡便な会計処理）
棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に
係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。
固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している有形固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し
て算定しております。
経過勘定項目の算定方法

一部の項目につきましては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。
繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）
税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引
前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は法人税等に
含めて表示しております。

(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
（四半期財務諸表に関する会計基準の適用）
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）
通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号(平
成18年７月５日企業会計基準委員会))が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法(貸借対照
表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。これに伴う営業利
益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
（リース取引に関する会計基準の適用）
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号 平
成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計
基準適用指針第16号 平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半
期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、平成20年４月１日以降にリース取
引開始となる契約からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース
期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が適用
初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計
処理を引き続き採用しております。これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与
える影響はありません。
（「連結財務諸表作成における在外子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「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

扱い」(実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。
これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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中外炉工業㈱(1964)平成21年3月期 第1四半期決算短信

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１四半期連結会計期間末

(平成20年６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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,569 4,330

受取手形及び売掛金（純額） 25,319 28,465

たな卸資産 5,027 3,322

その他 307 435

貸倒引当金 △36 △60

流動資産合計 35,187 36,493

固定資産

有形固定資産 5,455 5,466

無形固定資産 29 31

投資その他の資産

投資有価証券 7,595 6,695

その他 809 1,069

貸倒引当金 △35 △33

投資その他の資産合計 8,369 7,731

固定資産合計 13,854 13,229

資産合計 49,042 49,723

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,312 16,661

短期借入金 4,768 4,083

賞与引当金 7 295

その他 4,851 4,625

流動負債合計 24,939 25,665

固定負債

長期借入金 582 663

退職給付引当金 338 299

その他 1,886 1,732

固定負債合計 2,807 2,694

負債合計 27,746 28,360

純資産の部

株主資本

資本金 6,176 6,176

資本剰余金 5,808 5,808

利益剰余金 7,298 7,799

自己株式 △1,302 △1,295

株主資本合計 17,980 18,488

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,157 2,567

繰延ヘッジ損益 77 182

為替換算調整勘定 20 47

評価・換算差額等合計 3,255 2,797

少数株主持分 59 76

純資産合計 21,296 21,363

負債純資産合計 49,042 49,723
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中外炉工業㈱(1964)平成21年3月期 第1四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 8,664

売上原価 7,049

売上総利益 1,614

販売費及び一般管理費 1,102

営業利益 512

営業外収益

受取配当金 73

為替差益 42

その他 59

営業外収益合計 175

営業外費用

支払利息 21

その他 7

営業外費用合計 28

経常利益 658

税金等調整前四半期純利益 658

法人税等 242

少数株主利益 3

四半期純利益 412
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中外炉工業㈱(1964)平成21年3月期 第1四半期決算短信

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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 658

減価償却費 104

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39

受取利息及び受取配当金 △77

支払利息 21

持分法による投資損益（△は益） 4

売上債権の増減額（△は増加） 3,136

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,746

仕入債務の増減額（△は減少） △1,313

その他 1,036

小計 1,840

利息及び配当金の受取額 77

利息の支払額 △20

法人税等の支払額 △1,016

営業活動によるキャッシュ・フロー 880

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 △257

有形固定資産の売却による収入 5

投資有価証券の取得による支出 △32

その他 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △309

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） 700

長期借入金の返済による支出 △95

配当金の支払額 △912

自己株式の取得による支出 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △314

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 239

現金及び現金同等物の期首残高 4,330

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,569
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中外炉工業㈱(1964)平成21年3月期 第1四半期決算短信

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(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) 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。
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中外炉工業㈱(1964)平成21年3月期 第1四半期決算短信

「参考」

前第１四半期に係る財務諸表等

科 目

前年同四半期

(平成20年3月期

第１四半期)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 8,988

Ⅱ 売上原価 7,381

　 売上総利益 1,607

Ⅲ 販売費及び一般管理費 992

　 営業利益 614

Ⅳ 営業外収益 147

　 (受取利息及び配当金) 78

　 (その他の収益) 68

Ⅴ 営業外費用 29

　 (支払利息) 20

　 (その他の費用) 8

　 経常利益 732

Ⅵ 特別利益 27

　 (投資有価証券売却益) 27

Ⅶ 特別損失 －

　 税金等調整前四半期純利益 759

　 税金費用 293

　 少数株主利益 0

　 四半期純利益 465
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中外炉工業㈱(1964)平成21年3月期 第1四半期決算短信

6. その他の情報
受注及び販売の状況
(1)部門別売上高

(単位：百万円)

前年同四半期 当第1四半期 前連結会計年度

部 門 平成19年4月～平成19年6月 平成20年4月～平成20年6月 平成19年4月～平成20年3月

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％)

エネルギー 4,920  54.8  6,043  69.7  29,785  62.9 

情報・通信 3,410  37.9  1,998  23.1  12,599  26.6 

環境保全 658  7.3  621  7.2  4,951  10.5 

合 計 8,988  100.0  8,664  100.0  47,336  100.0 

(2)受注高及び受注残高
(単位：百万円)

前年同四半期 当第1四半期 前連結会計年度

部 門 平成19年4月～平成19年6月 平成20年4月～平成20年6月 平成19年4月～平成20年3月

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％)

受 エネルギー 13,770  70.7  10,207  62.3  44,527  69.7 

注 情報・通信 4,801  24.6  4,010  24.5  15,232  23.8 

高 環境保全 915  4.7  2,157  13.2  4,125  6.5 

合 計 19,487  100.0  16,375  100.0  63,885  100.0 

受 エネルギー 28,293  72.2  38,349  72.4  34,186  75.6 

注 情報・通信 7,767  19.8  11,020  20.8  9,008  19.9 

残 環境保全 3,120  8.0  3,573  6.8  2,037  4.5 

高 合 計 39,182  100.0  52,943  100.0  45,232  100.0 
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