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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 6,950 6.8 137 △69.3 180 △64.3 115 △65.4

23年3月期第1四半期 6,508 △3.0 447 441.7 505 188.2 332 230.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △58百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △307百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 1.36 ―

23年3月期第1四半期 3.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 40,446 21,892 54.0
23年3月期 44,545 22,631 50.7

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  21,825百万円 23年3月期  22,569百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年3月期 ― ― ― 8.00 8.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 8.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 14,000 △21.7 350 △79.6 380 △78.5 230 △79.2 2.71
通期 36,000 △5.9 1,700 △55.9 1,800 △55.0 1,300 △43.8 15.30



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料2ページをご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 89,230,015 株 23年3月期 89,230,015 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 4,285,508 株 23年3月期 4,283,061 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 84,945,251 株 23年3月期1Q 88,046,936 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 ………………………………………………… 2 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… 2 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 2 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… 2 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 3 

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 3 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………… 5 

四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 5 

四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………… 6 

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 7 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 7 

５．補足情報 ………………………………………………………………………………… 7 

（１）受注及び販売の状況 ………………………………………………………………… 7 

  

○添付資料の目次

中外炉工業株式会社(1964)平成24年3月期第1四半期決算短信

1



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月に発生した東日本大震災の影響により企

業活動が大きく停滞し、一時的な景気後退に陥りました。その後、サプライチェーンの立て直しが進

み、自動車生産正常化の見込みも当初の予想より前倒しされるなど、後半においては持ち直しの動きが

みられるようになりましたが、電力供給の制約や不安定な為替動向、さらに欧米経済の下振れリスクも

加わり、依然として先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

このような厳しい経営環境のもと、受注面ではベトナム向け鋼板連続塗装ラインを、台湾ではスマー

トフォン（高機能携帯電話）に代表されるタッチパネル関連の精密塗工装置などの成約を得るととも

に、国内においてもカーボン熱処理設備や電子部品焼成炉、フィルム用真空成膜装置などの成約を得

て、受注高は8,729百万円（前年同期比52.4％）となりました。 

売上面につきましては、鉄鋼向け加熱炉やステンレス鋼板製造設備、タッチパネル関連の精密塗工装

置などの工事および納入により、売上高は6,950百万円（前年同期比106.8％）となりました。 

この結果、利益面では、営業利益137百万円（前年同期比30.7％）、経常利益180百万円（同

35.7％）、四半期純利益115百万円（同34.6％）となりました。 

  

資産合計は、受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末比4,098百万円減少の40,446

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3,359百万円減少の18,554

百万円となりました。  

純資産合計は、前連結会計年度末比739百万円減少の21,892百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.3ポイント増加し、54.0％となりました。 

  

平成24年３月期第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、受注済案件の工事が順調に進捗

していることから、売上高は当初予想に対し10億円増加の140億円程度となるものの、利益面では、円

高傾向で推移する為替などの影響もあり、当初予想と同額の、営業利益350百万円、経常利益380百万

円、四半期純利益230百万円に留まる見込みです。  

なお、通期の業績予想につきましては、前回発表予想を変更しておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

・税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,643 17,186

受取手形及び売掛金 14,043 10,125

たな卸資産 1,543 2,154

その他 384 494

貸倒引当金 △9 △6

流動資産合計 33,604 29,953

固定資産

有形固定資産 5,861 5,751

無形固定資産 17 16

投資その他の資産

投資有価証券 4,663 4,332

その他 436 431

貸倒引当金 △38 △38

投資その他の資産合計 5,061 4,725

固定資産合計 10,940 10,493

資産合計 44,545 40,446

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,303 9,592

短期借入金 3,308 3,299

引当金 491 206

その他 4,745 3,597

流動負債合計 19,849 16,696

固定負債

長期借入金 741 644

退職給付引当金 112 148

その他 1,210 1,065

固定負債合計 2,064 1,858

負債合計 21,913 18,554
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,176 6,176

資本剰余金 3,849 3,849

利益剰余金 12,551 11,986

自己株式 △1,304 △1,305

株主資本合計 21,273 20,708

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,333 1,143

為替換算調整勘定 △36 △26

その他の包括利益累計額合計 1,296 1,117

少数株主持分 62 67

純資産合計 22,631 21,892

負債純資産合計 44,545 40,446
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 6,508 6,950

売上原価 5,006 5,774

売上総利益 1,501 1,176

販売費及び一般管理費 1,054 1,038

営業利益 447 137

営業外収益

受取配当金 53 72

その他 30 14

営業外収益合計 83 86

営業外費用

支払利息 12 11

為替差損 12 26

その他 0 5

営業外費用合計 25 43

経常利益 505 180

特別利益

投資有価証券割当益 62 －

特別利益合計 62 －

特別損失

投資有価証券評価損 11 －

特別損失合計 11 －

税金等調整前四半期純利益 555 180

法人税等 221 61

少数株主損益調整前四半期純利益 334 118

少数株主利益 1 3

四半期純利益 332 115
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 334 118

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △645 △189

為替換算調整勘定 2 9

持分法適用会社に対する持分相当額 1 2

その他の包括利益合計 △641 △177

四半期包括利益 △307 △58

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △309 △63

少数株主に係る四半期包括利益 2 5
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

①売上高 
（単位：百万円） 

 
  

②受注高 
（単位：百万円） 

 
  

③受注残高 
（単位：百万円） 

 
(注) 当四半期からセグメント内の構成を一部変更しております。これに伴い、前年同四半期については、変更後の

セグメントに組替えて表示しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

（１）受注及び販売の状況

部門

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
増減

平成22年4月～平成22年6月 平成23年4月～平成23年6月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 4,152 63.8 3,872 55.7 △280 

情報・通信 1,862 28.6 2,407 34.6 545 

環境保全 333 5.1 434 6.3 101 

その他 160 2.5 236 3.4 76 

合  計 6,508 100.0 6,950 100.0 442 

(内、海外) (1,577) (24.2) (3,817) (54.9) (2,240)

部門

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
増減

平成22年4月～平成22年6月 平成23年4月～平成23年6月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 12,298 73.8 5,165 59.2 △7,133 

情報・通信 3,579 21.5 2,164 24.8 △1,415 

環境保全 540 3.2 1,064 12.2 524 

その他 247 1.5 334 3.8 87 

合  計 16,665 100.0 8,729 100.0 △7,936 

(内、海外) (12,466) (74.8) (3,808) (43.6) (△8,658)

部門

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
増減

平成22年4月～平成22年6月 平成23年4月～平成23年6月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 30,615 76.4 22,581 76.9 △8,034 

情報・通信 8,114 20.3 3,920 13.3 △4,194 

環境保全 847 2.1 1,440 4.9 593 

その他 481 1.2 1,435 4.9 954 

合  計 40,058 100.0 29,378 100.0 △10,680 

(内、海外) (15,734) (39.3) (16,311) (55.5) (577)
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