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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 4,896 △33.2 △655 ― △595 ― △604 ―
25年3月期第1四半期 7,332 5.5 △641 ― △623 ― △361 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △420百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △734百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △7.56 ―
25年3月期第1四半期 △4.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 36,342 19,409 53.2
25年3月期 38,588 20,310 52.5
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  19,348百万円 25年3月期  20,256百万円

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

25年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 6.00 6.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  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

第2四半期(累計) 12,000 △26.7 △940 ― △870 ― △840 ― △10.52
通期 29,000 △12.9 260 ― 380 ― 340 ― 4.26



(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。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 89,230,015 株 25年3月期 89,230,015 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 9,355,829 株 25年3月期 9,353,462 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 79,875,253 株 25年3月期1Q 81,911,509 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の積極的な財政政策や大胆な金融緩和によ

り、輸出や生産は持ち直し、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、設備投資については底入れし

たものの、当社グループの関連する製造業においては、いまだ力強さには欠ける状況でありました。 

また、世界経済につきましては、米国は緩やかに回復を続けていますが、中国の景気減速や長引く欧

州経済の停滞などが、我が国の景気を下押しするリスクとなっております。 

このような経営環境のもと、受注面では台湾向けチタン熱処理設備や中国向け有機EL関連熱処理設備

などを、国内では鉄鋼向け加熱炉・熱処理炉の改造工事などの成約を得て、受注高は6,099百万円（前

年同期比86.0％）となりました。 

売上面につきましては、海外で中国向けステンレス製造設備や電磁鋼板製造用乾燥・焼付炉、および

台湾向けタッチパネル関連精密塗工装置などを、国内では鉄鋼向け加熱炉や自動車部品熱処理設備など

の納入により、売上高は4,896百万円（前年同期比66.8％）となりました。 

利益面につきましては、展開しています『経営改善活動』により固定費の削減等を推し進めました

が、売上高減少の影響を吸収出来ず、営業損失655百万円、経常損失595百万円、四半期純損失604百万

円となりました。 

  

資産合計は、受取手形及び売掛金の減少などにより、前期末比2,246百万円減少の36,342百万円とな

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、前期末比1,346百万円減少の16,932百万円とな

りました。  

純資産合計は、利益剰余金の減少などにより、前期末比901百万円減少の19,409百万円となり、自己

資本比率は53.2％となりました。 

  

連結業績予想につきましては、平成25年５月15日に公表いたしました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(注記事項)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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,346 8,830

受取手形及び売掛金 18,120 15,125

たな卸資産 1,222 1,443

その他 423 290

貸倒引当金 △10 △9

流動資産合計 28,101 25,680

固定資産   

有形固定資産 5,397 5,316

無形固定資産 91 86

投資その他の資産   

投資有価証券 4,378 4,637

その他 658 660

貸倒引当金 △38 △38

投資その他の資産合計 4,998 5,259

固定資産合計 10,487 10,662

資産合計 38,588 36,342

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,567 9,222

短期借入金 3,309 3,296

引当金 341 48

その他 2,167 2,627

流動負債合計 16,385 15,194

固定負債   

長期借入金 718 622

退職給付引当金 213 201

その他 961 914

固定負債合計 1,892 1,738

負債合計 18,278 16,932

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 12,007 10,923

自己株式 △2,597 △2,597

株主資本合計 19,436 18,352

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,245 1,260

繰延ヘッジ損益 △415 △281

為替換算調整勘定 △9 16

その他の包括利益累計額合計 820 995

少数株主持分 53 61

純資産合計 20,310 19,409

負債純資産合計 38,588 36,342

中外炉工業株式会社(1964)平成26年3月期第1四半期決算短信

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 
 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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 7,332 4,896

売上原価 7,012 4,654

売上総利益 319 242

販売費及び一般管理費 960 897

営業損失（△） △641 △655

営業外収益   

受取配当金 63 57

その他 14 12

営業外収益合計 78 69

営業外費用   

支払利息 12 10

その他 48 0

営業外費用合計 60 10

経常損失（△） △623 △595

特別損失   

投資有価証券評価損 13 －

特別損失合計 13 －

税金等調整前四半期純損失（△） △636 △595

法人税等 △280 4

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △356 △600

少数株主利益 5 3

四半期純損失（△） △361 △604
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △356 △600

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △402 15

繰延ヘッジ損益 － 133

為替換算調整勘定 19 30

持分法適用会社に対する持分相当額 4 －

その他の包括利益合計 △378 179

四半期包括利益 △734 △420

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △743 △428

少数株主に係る四半期包括利益 8 8
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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） 

（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24年4月～平成24年6月 平成25年4月～平成25年6月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 5,286 72.1 3,874 79.1 △1,412 

情報・通信 1,143 15.6 484 9.9 △659 

環境保全 570 7.8 222 4.5 △348 

その他 804 11.0 841 17.2 37 

相殺消去 △472 △6.5 △526 △10.7 △54 

合  計 7,332 100.0 4,896 100.0 △2,436 

(内、海外) (3,816) (52.1) (2,875) (58.7) (△941)

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24年4月～平成24年6月 平成25年4月～平成25年6月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 5,574 78.6 4,311 70.7 △1,263 

情報・通信 277 3.9 907 14.9 630 

環境保全 1,142 16.1 610 10.0 △532 

その他 457 6.5 658 10.8 201 

相殺消去 △360 △5.1 △388 △6.4 △28 

合  計 7,092 100.0 6,099 100.0 △993 

(内、海外) (1,985) (28.0) (2,866) (47.0) (881)

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24年4月～平成24年6月 平成25年4月～平成25年6月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 20,730 83.7 12,841 76.0 △7,889 

情報・通信 629 2.6 1,063 6.3 434 

環境保全 2,115 8.5 1,544 9.1 △571 

その他 2,082 8.4 2,156 12.8 74 

相殺消去 △795 △3.2 △708 △4.2 87 

合  計 24,762 100.0 16,898 100.0 △7,864 

(内、海外) (15,439) (62.4) (8,651) (51.2) (△6,788)
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