
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 中外炉工業株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 1964 URL http://www.chugai.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 佐藤 嘉彦

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役業務総合部長 （氏名） 西本 雄二 TEL 06-6221-1251
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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1四半期 6,712 △22.5 82 △83.9 175 △73.4 100 △75.6

21年3月期第1四半期 8,664 ― 512 ― 658 ― 412 ―

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1四半期 1.13 ―

21年3月期第1四半期 4.52 ―

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1四半期 42,789 20,591 47.9 230.00
21年3月期 48,445 20,670 42.5 231.02

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  20,513百万円 21年3月期  20,606百万円

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

21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 8.00 8.00

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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

16,500 △30.0 850 △66.8 910 △65.9 520 △65.8 5.83

通期 41,000 △24.5 2,400 △53.3 2,500 △52.3 1,550 △45.0 17.38

1



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、３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 

平成21年５月15日に発表いたしました連結業績予想につきましては第２四半期連結累計期間を修正しております。詳細につきましては、本日別途開示の
「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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。 

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1四半期 94,830,015株 21年3月期  94,830,015株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  5,641,386株 21年3月期  5,632,500株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 89,191,208株 21年3月期第1四半期 91,279,073株
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【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における経営環境は、昨年からの世界的な景気後退により、当社グループの主要

な顧客である鉄鋼業界、自動車関連業界や電機業界等の設備投資抑制の影響を受け、かつてない厳しい状況で

推移いたしました。 

 受注面では、先行きの不透明感から顧客の設備投資意欲は依然として回復の兆しが見えず、受注高は 3,588

百万円(前年同期比 21.9％)と大幅に減少いたしました。 

売上面では、国内・海外鉄鋼向け加熱炉などの受注残案件を納入しましたものの、昨年後半以降の急激な受注

減少の影響もあり、売上高は 6,712 百万円(前年同期比 77.5％)にとどまりました。 

 この結果、利益面では、営業利益 82 百万円(前年同期比 16.1％)、経常利益 175 百万円(前年同期比 26.6％)、

四半期純利益 100 百万円(前年同期比 24.4％)と大幅な減益となりました。 

 

２ 連結財政状態に関する定性的情報 

 資産合計は、株式相場の回復により投資有価証券が増加しましたが、受取手形及び売掛金の減少などにより、

前連結会計年度末比 5,656 百万円減少の 42,789 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、前連結会計年度末比 5,577 百万円減少の 22,198 百万

円となりました。 

 純資産合計は、前連結会計年度末比 79 百万円減少の 20,591 百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ 5.4 ポイント上昇し、47.9％となりました。 

 

３ 連結業績予想に関する定性的情報 

 平成 21 年 5 月 15 日に公表いたしました連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間を修正して

おります。詳細につきましては、本日別途開示の「業績予想の変更に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

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 

①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。 

②四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。 
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(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 

・完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

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５千万円以上の請負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)を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に

着手した工事契約から、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。これにより、

売上高は 120 百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 35 百万円増加してお

ります。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,468 7,441

受取手形及び売掛金 23,662 27,987

たな卸資産 3,030 2,580

その他 569 589

貸倒引当金 △24 △41

流動資産合計 31,705 38,558

固定資産   

有形固定資産 5,937 5,705

無形固定資産 22 24

投資その他の資産   

投資有価証券 4,698 3,730

その他 462 463

貸倒引当金 △36 △36

投資その他の資産合計 5,124 4,156

固定資産合計 11,084 9,887

資産合計 42,789 48,445

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,701 18,035

短期借入金 3,277 3,340

引当金 84 328

その他 3,234 4,440

流動負債合計 20,297 26,145

固定負債   

長期借入金 592 674

退職給付引当金 342 286

その他 965 669

固定負債合計 1,900 1,630

負債合計 22,198 27,775
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

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 8,914 9,706

自己株式 △1,985 △1,982

株主資本合計 18,914 19,708

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,405 736

繰延ヘッジ損益 182 173

為替換算調整勘定 11 △12

評価・換算差額等合計 1,599 898

少数株主持分 77 63

純資産合計 20,591 20,670

負債純資産合計 42,789 48,445
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,664 6,712

売上原価 7,049 5,558

売上総利益 1,614 1,154

販売費及び一般管理費 1,102 1,072

営業利益 512 82

営業外収益   

受取配当金 73 54

為替差益 42 －

その他 59 62

営業外収益合計 175 117

営業外費用   

支払利息 21 13

持分法による投資損失 － 7

その他 7 2

営業外費用合計 28 24

経常利益 658 175

税金等調整前四半期純利益 658 175

法人税等 242 65

少数株主利益 3 9

四半期純利益 412 100
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 658 175

減価償却費 104 112

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39 56

受取利息及び受取配当金 △77 △55

支払利息 21 13

持分法による投資損益（△は益） 4 7

売上債権の増減額（△は増加） 3,136 4,339

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,746 △428

仕入債務の増減額（△は減少） △1,313 △4,533

その他 1,036 △182

小計 1,840 △511

利息及び配当金の受取額 77 56

利息の支払額 △20 △13

法人税等の支払額 △1,016 △1,195

営業活動によるキャッシュ・フロー 880 △1,664

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 △284

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 △0

その他 △26 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △309 △285

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 △56

長期借入金の返済による支出 △95 △93

配当金の支払額 △912 △891

自己株式の取得による支出 △6 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △314 △1,043

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 239 △2,973

現金及び現金同等物の期首残高 4,330 7,441

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,569 4,468
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(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。

６　その他の情報

受注及び販売の状況

①売上高

（単位：百万円）

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額

6,043 69.7 5,362 79.9 △681 

1,998 23.1 262 3.9 △1,736 

621 7.2 1,088 16.2 467 

8,664 100.0 6,712 100.0 △1,952 

②受注高及び受注残高

（単位：百万円）

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額

受 エネルギー 10,207 62.3 2,303 64.2 △7,904 

注 情報・通信 4,010 24.5 295 8.2 △3,715 

高 環境保全 2,157 13.2 989 27.6 △1,168 

合　　計 16,375 100.0 3,588 100.0 △12,787 

受 エネルギー 38,349 72.4 23,340 75.8 △15,009 

注 情報・通信 11,020 20.8 5,580 18.1 △5,440 

残 環境保全 3,573 6.8 1,868 6.1 △1,705 

高 合　　計 52,943 100.0 30,789 100.0 △22,154 

平成20年4月～平成20年6月 平成21年4月～平成21年6月

平成21年4月～平成21年6月
増減

増減

前第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間

平成20年4月～平成20年6月部　門

部　門

エネルギー

環境保全

情報・通信

合　　計
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