
平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月14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
定時株主総会開催予定日 平成22年6月24日 配当支払開始予定日 平成22年6月25日

有価証券報告書提出予定日 平成22年6月25日

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 35,410 △34.8 2,763 △46.3 2,920 △44.3 2,126 △24.6

21年3月期 54,331 14.8 5,144 7.7 5,240 11.5 2,820 1.1

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 23.88 ― 9.9 6.5 7.8
21年3月期 31.19 ― 13.5 10.7 9.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △23百万円 21年3月期  11百万円

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 41,440 22,443 54.0 253.95
21年3月期 48,445 20,670 42.5 231.02

（参考） 自己資本   22年3月期  22,361百万円 21年3月期  20,606百万円

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 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

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 3,023 △1,004 △1,213 8,253
21年3月期 6,079 △593 △2,333 7,441

2.  配当の状況 

(注)21年3月期期末配当金の内訳は、普通配当8円00銭及び特別配当2円00銭です。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 891 32.1 4.3
22年3月期 ― ― ― 8.00 8.00 704 33.5 3.3

23年3月期 
（予想）

― ― ― 8.00 8.00 46.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

16,000 △1.2 900 0.1 1,000 △0.3 600 3.5 6.81

通期 36,000 1.7 2,500 △9.5 2,550 △12.7 1,530 △28.1 17.38
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

詳細は、13ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、15ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 89,230,015株 21年3月期 94,830,015株

② 期末自己株式数 22年3月期  1,177,207株 21年3月期  5,632,500株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 33,440 △35.5 2,666 △44.4 2,856 △42.0 2,145 △22.1

21年3月期 51,881 16.0 4,799 5.5 4,925 8.0 2,753 1.3

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
円 銭 円 銭

22年3月期 24.09 ―

21年3月期 30.45 ―

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 40,269 21,833 54.2 247.96
21年3月期 46,731 20,065 42.9 224.96

（参考） 自己資本 22年3月期  21,833百万円 21年3月期  20,065百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 

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 
累計期間

15,000 △2.0 900 6.6 1,000 3.1 600 3.7 6.81

通期 34,000 1.7 2,400 △10.0 2,500 △12.5 1,500 △30.1 17.04
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 
当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出増加や国内の政策効果に支えられて生産が増加し、最悪期

を脱しました。しかし経済活動の水準はなお低く、雇用・所得情勢も依然として厳しく、また長引くデフ

レの影響もあり、自律性の乏しい緩やかな回復傾向で推移しました。 

一方、世界経済につきましては、各国で相次いで実施された大型の景気対策が下支えとなり、中国を中

心とするアジア圏に加え、米国や資源価格高に潤う新興国も回復しつつあり、ひとまず『二番底』の懸念

は薄らいだ様相となりました。 

当社グループの関連する市場におきましては、鉄鋼業界では、輸出は好調ながら内需の大幅な減少を背

景に、平成 21 年度の国内粗鋼生産量が 10 年ぶりに１億トンを割るなどの影響により、設備投資の抑制傾

向が継続しました。自動車・機械関連ではエコカー減税や補助金制度が奏功し生産の回復が見られました

が、生産設備の過剰感は解消されず、設備投資は極めて低調に推移しました。電機業界でも各国の需要喚

起政策により、薄型テレビﾞの出荷台数が増加し、パネル関連の設備稼働率も高水準となりましたが、新

たな設備投資にはつながりませんでした。 

このような極めて厳しい経営環境のもと、国内の既存市場では顧客の省エネ対応や老朽化更新、また品

質向上やメンテナンスなどのニーズﾞを掘り起こすと同時に、太陽電池などの新規成長分野の開拓やアジ

ア向けを中心とした海外市場にも積極的に経営資源を投入し、受注の確保を図りましたが、設備投資全般

の回復の足取りは重く、受注高は 31,423 百万円（前期比 74.3％）にとどまりました。 

売上面につきましても、国内外の鉄鋼向け加熱炉や太陽電池製造設備などを納入しましたが、自動車・

機械向け熱処理設備などの短納期案件や電機向け薄型パネル製造装置などの大型案件が減少し、売上高は

35,410 百万円(前期比 65.2％)となりました。 

利益面につきましては、全社を挙げて収益改善対策を展開しましたが、減収の影響により、営業利益

2,763 百万円(前期比 53.7％)、経常利益 2,920 百万円(前期比 55.7％)となりました。当期純利益につきま

しては、税金費用の減少もあり、2,126 百万円(前期比 75.4％）を計上いたしました。 

また、株主の皆様への利益還元の一環として 560 万株の自己株式の消却を実施するとともに、資本効率

の向上を図るべく 1 百万株の自己株式を取得いたしました。 

 

各分野別の概況は次のとおりです。 

（エネルギー分野） 

受注面では、台湾向け大型加熱炉や国内鉄鋼メーカ向け加熱炉改造、国内向け電子部品焼成炉の他、今

後の成長が期待できる太陽電池製造設備などの成約を得ましたが、全般的に設備の余剰感が強く、また想

定以上に実施時期が遅れている案件もあり、受注高は 25,574 百万円(前期比 88.5％)となりました。 

売上面では、国内外の鉄鋼メーカ向け加熱炉や中国・韓国向けステンレス鋼板製造設備、太陽電池製造

設備などを納入しましたが、自動車・機械向け短納期案件の減少により、売上高は 28,915 百万円(前期比

77.5％)となりました。 
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(情報・通信分野) 

受注面では、年度前半は薄型パネル関連の受注不振が続きましたが、年度後半に至り海外で投資意欲の

回復が見られ、台湾や欧州向け多機能携帯端末用タッチパネル関連の精密塗工装置や有機ＥＬ（エレクト

ロ・ルミネッセンス）関連の製造設備などの成約を得ました。しかし国内ではプラズマや液晶などの薄型

テレビ関連の設備投資再開の動きは見られず、受注高は 3,189 百万円(前期比 39.8％)を余儀なくされまし

た。 

売上面では、台湾向けカラーフィルタやタッチパネル関連の精密塗工装置などを納入しましたが、前年

下期から続く市場の冷え込みの影響を受け、売上高は 2,339 百万円(前期比 20.4％)にとどまりました。 

 

（環境保全分野） 

受注面では、大気汚染防止法改正に伴うＶＯＣ規制強化への対応期限が本年３月に迫るなか、化学や食

品包装メーカなどから大型蓄熱式排ガス処理装置の成約を得ましたが、企業の設備投資抑制の影響もあり、

受注高は 2,659 百万円(前期比 49.0％)にとどまりました。 

売上面では、化学や食品包装、金属メーカ向け大型蓄熱式排ガス処理装置などを納入しましたが、企業

収益が低調な中、設備投資の動きが鈍く、売上高は 4,155 百万円(前期比 74.9％)となりました。 

 

今後の見通しといたしましては、世界経済の拡大による輸出の増加により、回復傾向が続くものと想定

されますが、依然として国内では設備の過剰感は解消されておらず、また個人消費についても政策効果の

息切れが懸念され、さらに円高や資源価格高騰などもあり、当社グループを取巻く環境は、予断を許さな

い厳しい状況が続くものと思われます。 

このような状況のもと、太陽電池や二次電池など新エネルギーとして今後の成長が期待できる分野につ

いては、新組織を設立して新技術開発の拡充・増強を行い、新商品の市場投入により事業拡大を進めてま

いります。また、省エネルギー技術を活用して他社との差別化を図り、ますます重要となっている CO2 削

減などの環境対策関連需要に的確に対応してまいります。さらにはアジアを中心とした伸びゆく海外市場

の成長需要や地域ニーズを確実に捉えるとともに、競争力あるコストを継続的に追求して、受注・売上の

確保を着実に図ってまいります。 

化石燃料からグリーンエネルギーへ、まさに時代の転換点に差し掛かかりつつあるなか、新たな市場環

境の中でも、当社グループは独自の熱技術を駆使して地球環境保全に役立つ新商品を市場に送り出し続け

ることにより、業績改善を図るとともに中･長期的な経営基盤強化の布石を打ってまいる所存であります。 

 

以上により、平成 23 年 3 月期の連結業績につきましては、売上高 36,000 百万円、営業利益 2,500 百万

円、経常利益 2,550 百万円、当期純利益 1,530 百万円を見込んでおります。 

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）財政状態に関する分析 
資産・負債・純資産の状況につきましては、総資産は、減収に伴う受取手形及び売掛金の減少等に

より、前連結会計年度末比 7,005 百万円減少の 41,440 百万円となりました。負債は、支払手形及び買

掛金や未成工事受入金の減少等により、前連結会計年度末比 8,778 百万円減少の 18,997 百万円となり

ました。純資産は、当期純利益の計上やその他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度

末比 1,773 百万円増加の 22,443 百万円となりました。 

キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等に

よる資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益の計上や売上債権の減少等により、3,023 百

万円の資金の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、小倉工場や堺事業所の拡充

などの設備投資等により、1,004 百万円の資金の減少となりました。また、財務活動によるキャッシュ・

フローは、配当金の支払や自己株式の取得等により、1,213 百万円の資金の減少となりました。これら

の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比 811 百万円増加の 8,253 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 22 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 平成 20 年 3 月期

自己資本比率（％） 54.0 42.5 42.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 58.4 41.8 80.8 

債務償還年数（年） 1.3 0.7 1.5 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 54.7 77.3 25.3 

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。 

 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけ、配当水準の向上に努めつ

つ、継続的かつ安定した配当を行っていくことを基本方針としております。当期の配当金につきまし

ては、当期の収益状況並びに今後の事業展開と内部留保の充実等を総合的に勘案して、１株につき８

円とさせていただく予定としております。また、内部留保資金につきましては、今後の競争激化に対

応するため、研究開発活動等に充当して業績の向上に努めてまいりたいと存じます。 

また、次期の配当金につきましては、１株につき８円を予定しております。 
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２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 21 年 6 月 26 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関

係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

 

３．経営方針 

平成 21 年 3 月期決算短信（平成 21 年 5 月 15 日開示）により開示を行なった内容から重要な変更が

ないため、開示を省略しております。 

当該決算短信は、次の URL からご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.chugai.co.jp/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,441 8,253

受取手形及び売掛金 27,987 20,336

未成工事支出金等 2,580 821

繰延税金資産 106 169

その他 482 147

貸倒引当金 △41 △19

流動資産合計 38,558 29,708

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,799 3,118

機械装置及び運搬具（純額） 472 571

土地 2,090 2,090

建設仮勘定 96 －

その他（純額） 247 241

有形固定資産合計 5,705 6,021

無形固定資産 24 23

投資その他の資産   

投資有価証券 3,730 5,280

その他 463 444

貸倒引当金 △36 △37

投資その他の資産合計 4,156 5,686

固定資産合計 9,887 11,731

資産合計 48,445 41,440

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,035 11,129

短期借入金 3,340 3,274

未払法人税等 1,307 477

未成工事受入金 1,222 291

賞与引当金 328 349

工事損失引当金 － 4

その他 1,910 1,251

流動負債合計 26,145 16,778

固定負債   

長期借入金 674 720

繰延税金負債 629 1,184

退職給付引当金 286 285

負ののれん 40 29

固定負債合計 1,630 2,219

負債合計 27,775 18,997

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,176 6,176

資本剰余金 5,808 3,849

利益剰余金 9,706 10,940

自己株式 △1,982 △323

株主資本合計 19,708 20,644

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 736 1,723

繰延ヘッジ損益 173 －

為替換算調整勘定 △12 △6

評価・換算差額等合計 898 1,716

少数株主持分 63 82

純資産合計 20,670 22,443

負債純資産合計 48,445 41,440

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 54,331 35,410

売上原価 44,499 28,394

売上総利益 9,832 7,015

販売費及び一般管理費 4,688 4,252

営業利益 5,144 2,763

営業外収益   

受取利息 20 7

受取配当金 131 82

受取賃貸料 40 38

為替差益 － 37

受取技術料 － 30

雑収入 56 54

営業外収益合計 249 250

営業外費用   

支払利息 79 55

持分法による投資損失 － 23

為替差損 30 －

たな卸資産処分損 27 －

雑損失 14 13

営業外費用合計 152 93

経常利益 5,240 2,920

特別利益   

貸倒引当金戻入額 20 21

特別利益合計 20 21

特別損失   

投資有価証券評価損 272 21

固定資産除却損 47 －

会員権評価損 25 －

特別損失合計 345 21

税金等調整前当期純利益 4,915 2,920

法人税、住民税及び事業税 2,140 745

法人税等調整額 △60 29

法人税等合計 2,079 775

少数株主利益 15 18

当期純利益 2,820 2,126

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,176 6,176

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,176 6,176

資本剰余金   

前期末残高 5,808 5,808

当期変動額   

自己株式の消却 － △1,958

当期変動額合計 － △1,958

当期末残高 5,808 3,849

利益剰余金   

前期末残高 7,799 9,706

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △0 －

当期変動額   

剰余金の配当 △912 △891

当期純利益 2,820 2,126

当期変動額合計 1,907 1,234

当期末残高 9,706 10,940

自己株式   

前期末残高 △1,295 △1,982

当期変動額   

自己株式の取得 △687 △298

自己株式の消却 － 1,958

当期変動額合計 △687 1,659

当期末残高 △1,982 △323

株主資本合計   

前期末残高 18,488 19,708

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △0 －

当期変動額   

剰余金の配当 △912 △891

当期純利益 2,820 2,126

自己株式の取得 △687 △298

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 1,220 935

当期末残高 19,708 20,644

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,567 736

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,831 986

当期変動額合計 △1,831 986

当期末残高 736 1,723

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 182 173

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 △173

当期変動額合計 △8 △173

当期末残高 173 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 47 △12

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 5

当期変動額合計 △59 5

当期末残高 △12 △6

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,797 898

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,899 818

当期変動額合計 △1,899 818

当期末残高 898 1,716

少数株主持分   

前期末残高 76 63

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13 18

当期変動額合計 △13 18

当期末残高 63 82

純資産合計   

前期末残高 21,363 20,670

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △0 －

当期変動額   

剰余金の配当 △912 △891

当期純利益 2,820 2,126

自己株式の取得 △687 △298

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,912 837

当期変動額合計 △692 1,773

当期末残高 20,670 22,443
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 4,915 2,920

減価償却費 456 511

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12 △1

受取利息及び受取配当金 △151 △89

支払利息 79 55

持分法による投資損益（△は益） △11 23

投資有価証券評価損益（△は益） 272 21

固定資産除却損 47 －

会員権評価損 25 －

売上債権の増減額（△は増加） 456 7,653

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 666 1,762

仕入債務の増減額（△は減少） 1,443 △6,910

その他 △189 △1,366

小計 7,979 4,561

利息及び配当金の受取額 151 89

利息の支払額 △78 △55

法人税等の支払額 △1,973 △1,571

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,079 3,023

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 △797 △979

有形固定資産の売却による収入 5 －

無形固定資産の取得による支出 △2 △8

投資有価証券の取得による支出 △34 △2

その他 235 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △593 △1,004

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） △748 △52

長期借入れによる収入 400 420

長期借入金の返済による支出 △383 △389

配当金の支払額 △915 △893

自己株式の取得による支出 △687 △298

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,333 △1,213

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,111 811

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期末残高 7,441 8,253
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継続企業の前提に関する注記
　 該当事項はありません。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当連結会計年度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。

なお、上記以外は最近の有価証券報告書(平成21年6月26日提出)における記載から重要な変更がない
ため、開示を省略しております。

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
①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）を当連結会計年度から適用し、当連結会計年度に
着手した工事契約から、当連結会計年度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。
これにより、売上高は460百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ90百万
円増加しております。

②当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成

20年7月31日）を適用しております。

数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響はありません。

また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高はありません。

注記事項

（連結株主資本等計算書関係）
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式 自己株式
株式の種類 普通株式 普通株式
前連結会計年度末株式数 94,830,015株　 5,632,500株　
当連結会計年度増加株式数 －株　 1,144,707株　
当連結会計年度減少株式数 5,600,000株　 5,600,000株　
当連結会計年度末株式数 89,230,015株　 1,177,207株　
(注)自己株式の株式数の増加の内訳は、取締役会決議による取得1,000,000株、及び
　　単元未満株式の買取りによる取得144,707株です。
　　発行済株式及び自己株式の株式数の減少は、自己株式の消却によるものです。

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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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

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）

（単位：百万円）
エネルギー

分野
情報・通信

分野
環境保全
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 37,311 11,469 5,551 54,331 － 54,331 

(2)
ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高
又は振替高

－ － － － (－) － 

　　　　計 37,311 11,469 5,551 54,331 － 54,331 
営業費用 33,788 9,909 5,489 49,187 － 49,187 
営業利益 3,522 1,560 61 5,144 (－) 5,144 

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出
資　　　産 20,104 8,027 5,567 33,699 14,745 48,445 
減価償却費 115 112 8 235 220 456 
資本的支出 124 66 0 191 552 744 

当連結会計年度（自平成21年4月1日　至平成22年3月31日）

（単位：百万円）
エネルギー

分野
情報・通信

分野
環境保全
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 28,915 2,339 4,155 35,410 － 35,410 

(2)
ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高
又は振替高

－ － － － (－) － 

　　　　計 28,915 2,339 4,155 35,410 － 35,410 
営業費用 25,544 2,839 4,263 32,647 － 32,647 
営業利益又は営業損失(△) 3,371 △500 △107 2,763 (－) 2,763 

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出
資　　　産 19,311 1,763 2,757 23,832 17,607 41,440 
減価償却費 126 138 0 265 245 511 
資本的支出 69 216 0 286 546 832 

(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：加熱炉、金属ﾌﾟﾛｾｽﾗｲﾝ、太陽電池製造設備、自動車･機械部品熱処理炉、各種工業用ﾊﾞｰﾅ 他

(2) 情報・通信分野：精密塗工・乾燥装置、真空成膜装置、FPD用熱処理設備、ｶﾞﾗｽ製品用熱処理設備 他

(3) 環境保全分野　：大気浄化(脱臭)設備、廃棄物処理・リサイクル設備、バイオマスエネルギー利用設備 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。
　　前連結会計年度  14,745百万円
　　当連結会計年度　17,607百万円

（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。

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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（３）海外売上高

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）

（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 10,238 1,977 2 12,218 
Ⅱ 連結売上高 54,331 

Ⅲ　
連結売上高に占める
海外売上高の割合(%)

18.9 3.6 0.0 22.5 

(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：中国・台湾・韓国
(2)ヨーロッパ：スペイン・ロシア
(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。

当連結会計年度（自平成21年4月1日　至平成22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 9,896 48 8 9,954 
Ⅱ 連結売上高 35,410 

Ⅲ　
連結売上高に占める
海外売上高の割合(%)

28.0 0.1 0.0 28.1 

(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・中国・韓国
(2)ヨーロッパ：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。

（１株当たり情報）

231円02銭 253円95銭

31円19銭 23円88銭

(注) 1.潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
　記載しておりません。
2.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

2,820 2,126
－ －

2,820 2,126
90,425 89,064

（注記の省略）

リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、退職給付に関する注記事項については、
決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

当期純利益(百万円)

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株主に係る当期純利益(百万円)

期中平均株式数(千株)

１株当たり純利益

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)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

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)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信

15



5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,652 7,607

受取手形 3,450 1,740

売掛金 24,046 18,289

製品 89 67

原材料 171 116

仕掛品 118 104

未成工事支出金 1,776 304

前払費用 67 65

繰延税金資産 106 169

その他 352 43

貸倒引当金 △35 △16

流動資産合計 36,797 28,491

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,317 2,685

構築物（純額） 491 440

機械及び装置（純額） 369 444

車両運搬具（純額） 5 21

工具、器具及び備品（純額） 216 221

土地 1,921 1,921

建設仮勘定 96 －

有形固定資産合計 5,418 5,734

無形固定資産   

ソフトウエア 5 9

その他 2 2

無形固定資産合計 8 11

投資その他の資産   

投資有価証券 3,724 5,274

関係会社株式 131 131

関係会社出資金 254 140

関係会社長期貸付金 200 183

長期前払費用 32 37

その他 303 301

投資損失引当金 △103 －

貸倒引当金 △36 △37

投資その他の資産合計 4,507 6,032

固定資産合計 9,933 11,778

資産合計 46,731 40,269

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,602 886

買掛金 15,923 9,951

短期借入金 3,289 3,274

未払金 638 485

未払費用 921 599

未払法人税等 1,201 445

未成工事受入金 939 257

預り金 147 55

賞与引当金 294 287

工事損失引当金 － 4

その他 150 34

流動負債合計 25,109 16,282

固定負債   

長期借入金 674 720

繰延税金負債 629 1,184

退職給付引当金 252 249

固定負債合計 1,555 2,153

負債合計 26,665 18,436

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,176 6,176

資本剰余金   

資本準備金 1,544 1,544

その他資本剰余金 4,264 2,305

資本剰余金合計 5,808 3,849

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 614 573

別途積立金 4,000 5,000

繰越利益剰余金 4,538 4,832

利益剰余金合計 9,153 10,406

自己株式 △1,982 △323

株主資本合計 19,155 20,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 736 1,723

繰延ヘッジ損益 173 －

評価・換算差額等合計 910 1,723

純資産合計 20,065 21,833

負債純資産合計 46,731 40,269

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 51,881 33,440

売上原価 42,843 26,953

売上総利益 9,037 6,487

販売費及び一般管理費 4,238 3,820

営業利益 4,799 2,666

営業外収益   

受取利息 30 13

受取配当金 140 86

受取賃貸料 53 52

受取技術料 － 30

雑収入 47 71

営業外収益合計 273 254

営業外費用   

支払利息 77 55

為替差損 30 －

たな卸資産処分損 25 －

雑損失 13 9

営業外費用合計 146 65

経常利益 4,925 2,856

特別利益   

貸倒引当金戻入額 130 19

特別利益合計 130 19

特別損失   

投資有価証券評価損 272 21

関係会社出資金評価損 － 9

固定資産除却損 45 －

会員権評価損 25 －

特別損失合計 343 31

税引前当期純利益 4,712 2,844

法人税、住民税及び事業税 2,020 670

法人税等調整額 △60 29

法人税等合計 1,959 699

当期純利益 2,753 2,145

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,176 6,176

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,176 6,176

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,544 1,544

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,544 1,544

その他資本剰余金   

前期末残高 4,264 4,264

当期変動額   

自己株式の消却 － △1,958

当期変動額合計 － △1,958

当期末残高 4,264 2,305

資本剰余金合計   

前期末残高 5,808 5,808

当期変動額   

自己株式の消却 － △1,958

当期変動額合計 － △1,958

当期末残高 5,808 3,849

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 671 614

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △56 △40

当期変動額合計 △56 △40

当期末残高 614 573

別途積立金   

前期末残高 3,000 4,000

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 1,000

当期変動額合計 1,000 1,000

当期末残高 4,000 5,000

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,640 4,538

当期変動額   

剰余金の配当 △912 △891

別途積立金の積立 △1,000 △1,000

固定資産圧縮積立金の取崩 56 40

当期純利益 2,753 2,145

当期変動額合計 897 294

当期末残高 4,538 4,832

利益剰余金合計   

前期末残高 7,312 9,153

当期変動額   

剰余金の配当 △912 △891

別途積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 2,753 2,145

当期変動額合計 1,840 1,253

当期末残高 9,153 10,406

自己株式   

前期末残高 △1,295 △1,982

当期変動額   

自己株式の取得 △687 △298

自己株式の消却 － 1,958

当期変動額合計 △687 1,659

当期末残高 △1,982 △323

株主資本合計   

前期末残高 18,001 19,155

当期変動額   

剰余金の配当 △912 △891

当期純利益 2,753 2,145

自己株式の取得 △687 △298

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 1,153 954

当期末残高 19,155 20,109

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,567 736

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,831 986

当期変動額合計 △1,831 986

当期末残高 736 1,723

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 182 173

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 △173

当期変動額合計 △8 △173

当期末残高 173 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,750 910

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,839 812

当期変動額合計 △1,839 812

当期末残高 910 1,723

純資産合計   

前期末残高 20,751 20,065

当期変動額   

剰余金の配当 △912 △891

当期純利益 2,753 2,145

自己株式の取得 △687 △298

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,839 812

当期変動額合計 △685 1,767

当期末残高 20,065 21,833

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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６．その他

(1)受注及び販売の状況（連結）

①売上高

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

分野

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額

エネルギー 37,311 68.7 28,915 81.7 △8,396 

情報・通信 11,469 21.1 2,339 6.6 △9,130 

環境保全 5,551 10.2 4,155 11.7 △1,396 

合　　計 54,331 100.0 35,410 100.0 △18,921 

②受注高

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

分野

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額

エネルギー 28,882 68.3 25,574 81.4 △3,308 

情報・通信 8,008 18.9 3,189 10.1 △4,819 

環境保全 5,427 12.8 2,659 8.5 △2,768 

合　　計 42,318 100.0 31,423 100.0 △10,895 

③受注残高

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

分野

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額

エネルギー 26,346 77.8 23,025 77.0 △3,321 

情報・通信 5,547 16.4 6,397 21.4 850 

環境保全 1,965 5.8 471 1.6 △1,494 

合　　計 33,860 100.0 29,893 100.0 △3,967 

増　　減
平成20年4月～平成21年3月 平成21年4月～平成22年3月

増　　減
平成20年4月～平成21年3月 平成21年4月～平成22年3月

増　　減
平成20年4月～平成21年3月 平成21年4月～平成22年3月

中外炉工業株式会社(1964)平成22年3月期決算短信
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①分野別売上高
（単位：百万円）

分野
金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額

35,598 68.6 27,504 82.2 △8,094 
(8,184) (15.8) (8,189) (24.5) (5)
11,469 22.1 2,339 7.0 △9,130 
(3,044) (5.9) (1,068) (3.2) (△1,976)
4,813 9.3 3,596 10.8 △1,217 
(175) (0.3) (84) (0.2) (△91)

51,881 100.0 33,440 100.0 △18,441 
(11,404) (22.0) (9,342) (27.9) (△2,062)

②分野別受注高
（単位：百万円）

当事業年度
分野

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額
26,804 67.8 24,801 82.5 △2,003 
(3,650) (9.3) (3,163) (10.5) (△487)
8,008 20.3 3,189 10.6 △4,819 
(2,377) (6.0) (2,297) (7.7) (△80)
4,722 11.9 2,072 6.9 △2,650 
(165) (0.4) (64) (0.2) (△101)

39,536 100.0 30,063 100.0 △9,473 
(6,193) (15.7) (5,524) (18.4) (△669)

②分野別受注残高
（単位：百万円）

当事業年度
分野

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額
25,173 77.1 22,469 76.8 △2,704 
(7,456) (22.9) (2,430) (8.3) (△5,026)
5,547 17.0 6,397 21.9 850 
(765) (2.3) (1,994) (6.8) (1,229)
1,913 5.9 389 1.3 △1,524 

(48) (0.1) (28) (0.1) (△20)
32,633 100.0 29,256 100.0 △3,377 
(8,270) (25.3) (4,453) (15.2) (△3,817)

(注)　（　)内は輸出高を内書きしております。

(2)受注及び販売の状況(個別)

平成20年4月～平成21年3月

前事業年度

情報・通信

合　　計

エネルギー

環境保全

平成21年4月～平成22年3月

エネルギー

前事業年度
増　　減

合　　計

合　　計

エネルギー

環境保全

情報・通信

増　　減

増　　減

当事業年度

環境保全

平成21年4月～平成22年3月

平成21年4月～平成22年3月

前事業年度

平成20年4月～平成21年3月

平成20年4月～平成21年3月

情報・通信
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