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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 37,942 ― 3,750 ― 3,825 ― 2,131 ―

20年3月期第3四半期 31,389 △2.4 2,849 15.8 2,886 13.5 1,737 25.3

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3四半期 23.47 ―

20年3月期第3四半期 18.55 ―

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3四半期 52,283 20,250 38.6 226.25
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3四半期  20,183百万円 20年3月期  21,286百万円

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

（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） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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 54,500 15.1 4,800 0.5 4,850 3.2 2,700 △3.2 29.86

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、３ページ〔定性的情報・財務諸表等〕 ４．その他 を参照ください。  

(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、３ページ〔定性的情報・財務諸表等〕 ４．その他 を参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

本資料において、平成20年11月14日発表の連結業績予想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。 
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。  

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） 21年3月期第3四半期  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3四半期  5,621,360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3四半期  90,832,521株 20年3月期第3四半期  93,660,950株
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当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日)は、エネルギー分野では、国内鉄鋼
メーカから環境適応型加熱炉を受注したのをはじめ、市場の拡大が見込まれる太陽光発電関連の製造設備
や自動車・機械部品向け各種熱処理設備、情報・通信分野ではＰＤＰ連続封着・排気装置やカラーフィル
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、米国発の金融危機に伴う実体経済悪化の影響を受け、受注高は39,780百万円(前年同期比
83.4％)となりました。 
売上面では、鉄鋼向け環境適応型加熱炉やシームレスパイプ製造設備をはじめ、チタン熱処理設備、太

陽光発電関連製造設備、電機向けプラズマ・液晶パネル製造設備、化学・金属メーカ向け大型蓄熱式排ガ
ス処理装置など高水準の受注残案件を着実に納入し、売上高は37,942百万円(前年同期比120.9％)を計上
いたしました。 
この結果、利益面では、増収効果により営業利益3,750百万円(前年同期比131.6％)、経常利益3,825百

万円（前年同期比132.6％）と増益となりました。四半期純利益につきましては、株式相場の下落に伴う
投資有価証券評価損等を特別損失として計上しましたが、前年同期に比べ22.7％増加し、2,131百万円と
なりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、株式相場の下落により投資有価証券が減少しましたが、増
収に伴う受取手形及び売掛金の増加や受注残の増加に伴うたな卸資産の増加などにより、前連結会計年度
末に比べ2,559百万円増加の52,283百万円となりました。 
負債合計は、支払手形及び買掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ3,672百万円増加の  

32,032百万円となりました。 
純資産合計は、四半期純利益2,131百万円を計上しましたが、その他有価証券評価差額金の減少や配当

金の支払、自己株式の取得などにより、前連結会計年度末に比べ1,112百万円減少の20,250百万円となり
ました。 
この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比4.2ポイント低下の38.6％となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、世界的な景気や金融情勢の急速な悪化を受けて、企業の設備投資が減少
するなど当社グループを取り巻く事業環境がさらに厳しくなる懸念があるものと思われます。 
このような状況の中、平成21年３月期の通期の連結業績予想につきましては、連結売上高545億円（前

年同期比15.1％増）、営業利益48億円（前年同期比0.5％増）、経常利益48億5千万円（前年同期比3.2％
増）、当期純利益27億円（前年同期比3.2％減）を見込んでおります。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 
棚卸資産の評価方法 
当第３四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

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
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  
一部の項目については、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。 

  

①第１四半期連結会計期間より「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。 

②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、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。これによ
り損益に与える影響はありません。 

③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。これにより損益に与える影響はありません。

④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。
これにより損益に与える影響は軽微であります。 

  

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)

(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

(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

中外炉工業株式会社(1964)平成21年3月期第3四半期決算短信
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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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,027 4,330

受取手形及び売掛金 30,771 28,465

たな卸資産 5,487 3,322

その他 984 435

貸倒引当金 △44 △60

流動資産合計 42,225 36,493

固定資産   

有形固定資産 5,401 5,466

無形固定資産 24 31

投資その他の資産   

投資有価証券 3,928 6,695

その他 739 1,069

貸倒引当金 △35 △33

投資その他の資産合計 4,631 7,731

固定資産合計 10,057 13,229

資産合計 52,283 49,723

中外炉工業株式会社(1964)平成21年3月期第3四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,391 16,661

短期借入金 4,442 4,083

未払法人税等 609 1,148

引当金 314 295

その他 5,345 3,477

流動負債合計 30,102 25,665

固定負債   

長期借入金 770 663

退職給付引当金 433 299

その他 726 1,732

固定負債合計 1,930 2,694

負債合計 32,032 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 9,017 7,799

自己株式 △1,980 △1,295

株主資本合計 19,021 18,488

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 819 2,567

繰延ヘッジ損益 314 182

為替換算調整勘定 27 47

評価・換算差額等合計 1,161 2,797

少数株主持分 67 76

純資産合計 20,250 21,363

負債純資産合計 52,283 49,723

中外炉工業株式会社(1964)平成21年3月期第3四半期決算短信
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(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）

当第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) 

売上高 37,942

売上原価 30,868

売上総利益 7,073

販売費及び一般管理費 3,323

営業利益 3,750

営業外収益  

受取配当金 130

その他 106

営業外収益合計 237

営業外費用  

支払利息 62

為替差損 69

その他 28

営業外費用合計 161

経常利益 3,825

特別損失  

投資有価証券評価損 178

その他 41

特別損失合計 220

税金等調整前四半期純利益 3,605

法人税等 1,463

少数株主利益 10

四半期純利益 2,131

中外炉工業株式会社(1964)平成21年3月期第3四半期決算短信

6



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第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) 

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 3,605

減価償却費 338

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 133

受取利息及び受取配当金 △147

支払利息 62

持分法による投資損益（△は益） 14

投資有価証券評価損益（△は益） 178

会員権評価損 21

売上債権の増減額（△は増加） △2,310

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,179

仕入債務の増減額（△は減少） 2,745

その他 1,918

小計 4,365

利息及び配当金の受取額 146

利息の支払額 △61

法人税等の支払額 △1,981

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,470

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 △558

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 △33

その他 △43

投資活動によるキャッシュ・フロー △629

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） 359

長期借入れによる収入 400

長期借入金の返済による支出 △292

配当金の支払額 △913

自己株式の取得による支出 △684

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,131

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 696

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 5,027

中外炉工業株式会社(1964)平成21年3月期第3四半期決算短信
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

前年同四半期に係る財務諸表 
四半期連結損益計算書

科  目

前第3四半期連結累計期間

平成19年４月１日から

平成19年12月31日まで

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 31,389

Ⅱ 売上原価 25,472

  売上総利益 5,916

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,067

  営業利益 2,849

Ⅳ 営業外収益 222

  (受取利息及び配当金) 132

  (その他の収益) 89

Ⅴ 営業外費用 185

  (支払利息) 82

  (持分投資損失) 38

  (その他の費用) 64

  経常利益 2,886

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 2,913

  法人税等 1,156

  少数株主利益 19

  四半期純利益 1,737
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(単位：百万円) 

 
  

(単位：百万円) 

6. その他の情報
受注及び販売の状況
(1)部門別売上高

前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
増減

部 門 平成19年4月～平成19年12月 平成20年4月～平成20年12月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 18,215 58.0 26,933 71.0 8,718

情報・通信 9,858 31.4 7,747 20.4 △2,111

環境保全 3,315 10.6 3,260 8.6 △55

合  計 31,389 100.0 37,942 100.0 6,553

(2)受注高及び受注残高

前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
増減

部 門 平成19年4月～平成19年12月 平成20年4月～平成20年12月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

受 エネルギー 36,977 77.5 26,998 67.9 △9,979

注 情報・通信 7,697 16.2 7,850 19.7 153

高 環境保全 3,023 6.3 4,931 12.4 1,908

合  計 47,697 100.0 39,780 100.0 △7,917

受 エネルギー 38,204 84.9 34,982 73.2 △3,222

注 情報・通信 4,214 9.4 9,110 19.1 4,896

残 環境保全 2,572 5.7 3,708 7.7 1,136

高 合  計 44,991 100.0 47,801 100.0 2,810
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