
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年2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） 常務取締役業務本部長 （氏名） 西本 雄二 TEL 06-6221-1251
四半期報告書提出予定日 平成24年2月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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

24年3月期第3四半期 25,667 △17.6 1,219 △64.0 1,333 △61.5 825 △60.8

23年3月期第3四半期 31,131 36.6 3,383 217.3 3,464 184.8 2,103 206.1

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 258百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 1,420百万円 （―％）

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3四半期 9.81 ―

23年3月期第3四半期 24.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 41,027 21,571 52.4
23年3月期 44,545 22,631 50.7

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  21,510百万円 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 36,000 △5.9 1,700 △55.9 1,800 △55.0 1,300 △43.8 15.52



(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3Q 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3Q 6,700,640 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3Q 84,209,294 株 23年3月期3Q 87,429,783 株
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当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は、震災復

興関連や個人消費など内需を中心として緩やかな持ち直しの動きが見られました。しかしながら、歴史

的な円高の定着による輸出の停滞や、欧州債務危機及び新興国の成長率鈍化により世界経済の減速懸念

が強まるなど、先行きの不透明感は依然払拭出来ない状況でありました。 

このような経営環境のもと、受注面ではベトナム向け鋼板連続塗装ラインや台湾向け電磁鋼板連続塗

装ラインの成約を得るとともに、中国においてステンレス鋼板製造設備を、国内においては有機ＥＬ関

連精密塗工装置やカーボン熱処理設備などの成約を得て、受注高は26,252百万円（前年同期比90.9％）

となりました。 

売上面につきましては、中国向けステンレス鋼板製造設備や、台湾向けタッチパネル関連精密塗工装

置、国内向けには鉄鋼加熱炉、ガラス基板熱処理設備などを計上し、売上高は25,667百万円（前年同期

比82.4％）となりました。 

利益面ではコストダウン・経費削減に努めましたが、減収及び円高の影響は大きく、営業利益1,219

百万円（前年同期比36.0％）、経常利益1,333百万円（同38.5％）、四半期純利益825百万円（同

39.2％）とそれぞれ減益となりました。 

一方、資本効率の向上と株主の皆様への利益還元の一環として、今期において239万株の自己株式を

取得いたしました。 

  

資産合計は、現金及び預金の減少などにより、前連結会計年度末比3,517百万円減少の41,027百万円

となりました。 

負債合計は、未払法人税等の減少などにより、前連結会計年度末比2,457百万円減少の19,456百万円

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減少や自己株式の取得などにより、前連結会計年度末比

1,059百万円減少の21,571百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.7ポイント増加し、52.4％となりました。 

  

業績予想につきましては、平成23年11月11日公表の業績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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,643 11,967

受取手形及び売掛金 14,043 16,302

たな卸資産 1,543 2,394

その他 384 664

貸倒引当金 △9 △11

流動資産合計 33,604 31,317

固定資産

有形固定資産 5,861 5,618

無形固定資産 17 12

投資その他の資産

投資有価証券 4,663 3,714

その他 436 402

貸倒引当金 △38 △38

投資その他の資産合計 5,061 4,079

固定資産合計 10,940 9,710

資産合計 44,545 41,027

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,303 11,283

短期借入金 3,308 3,314

未払法人税等 1,482 425

引当金 491 347

その他 3,263 2,204

流動負債合計 19,849 17,575

固定負債

長期借入金 741 826

退職給付引当金 112 239

その他 1,210 816

固定負債合計 2,064 1,881

負債合計 21,913 19,456
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31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 12,697

自己株式 △1,304 △1,930

株主資本合計 21,273 20,793

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,333 768

為替換算調整勘定 △36 △51

その他の包括利益累計額合計 1,296 717

少数株主持分 62 60

純資産合計 22,631 21,571

負債純資産合計 44,545 41,027
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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３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 31,131 25,667

売上原価 24,582 21,374

売上総利益 6,549 4,293

販売費及び一般管理費 3,165 3,073

営業利益 3,383 1,219

営業外収益

受取配当金 92 122

その他 76 50

営業外収益合計 169 172

営業外費用

支払利息 38 35

その他 50 23

営業外費用合計 88 59

経常利益 3,464 1,333

特別利益

投資有価証券割当益 62 －

事業譲渡益 22 －

投資有価証券売却益 4 －

特別利益合計 88 －

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 3,541 1,333

法人税等 1,433 494

少数株主損益調整前四半期純利益 2,107 839

少数株主利益 4 13

四半期純利益 2,103 825
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,107 839

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △655 △564

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △25 △14

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 △1

その他の包括利益合計 △687 △580

四半期包括利益 1,420 258

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,420 246

少数株主に係る四半期包括利益 △0 12
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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３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
増減

平成22年4月～平成22年12月 平成23年4月～平成23年12月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 19,489 62.6 15,819 61.6 △3,670 

情報・通信 9,843 31.6 7,107 27.7 △2,736 

環境保全 1,448 4.7 1,867 7.3 419 

その他 1,548 5.0 2,297 9.0 749 

相殺消去 △1,197 △3.8 △1,424 △5.6 △227 

合  計 31,131 100.0 25,667 100.0 △5,464 

(内、海外) (6,450) (20.7) (12,794) (49.8) (6,344)

部門

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

平成22年4月～平成22年12月 平成23年4月～平成23年12月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 19,123 66.2 18,245 69.5 △878 

情報・通信 7,145 24.7 4,932 18.8 △2,213 

環境保全 2,107 7.3 2,321 8.8 214 

その他 2,211 7.7 2,801 10.7 590 

相殺消去 △1,714 △5.9 △2,048 △7.8 △334 

合  計 28,873 100.0 26,252 100.0 △2,621 

(内、海外) (16,933) (58.6) (13,591) (51.8) (△3,342)

部門

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

平成22年4月～平成22年12月 平成23年4月～平成23年12月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 22,103 80.0 23,714 84.4 1,611 

情報・通信 3,699 13.4 1,988 7.1 △1,711 

環境保全 1,372 5.0 1,564 5.6 192 

その他 1,120 4.1 1,921 6.8 801 

相殺消去 △685 △2.5 △1,097 △3.9 △412 

合  計 27,609 100.0 28,091 100.0 482 

(内、海外) (15,293) (55.4) (17,093) (60.8) (1,800)
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