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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第3四半期 15,680 △13.2 △429 ― △311 ― △299 ―
26年3月期第3四半期 18,064 △20.7 △1,027 ― △838 ― △830 ―

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 99百万円 （△19.2％） 26年3月期第3四半期 123百万円 （―％）

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

27年3月期第3四半期 △3.85 ―
26年3月期第3四半期 △10.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 33,155 18,931 57.0
26年3月期 36,083 19,456 53.8
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 18,894百万円 26年3月期 19,419百万円

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

26年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
27年3月期 ― ― ―
27年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 26,000 △3.8 100 ― 180 ― 100 ― 1.28



(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

(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 ： 有
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） 27年3月期3Q 78,000,000 株 26年3月期 78,000,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 152,942 株 26年3月期 140,479 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 77,853,719 株 26年3月期3Q 79,656,444 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の追加金融緩和により、円安・株高がさ

らに進行し、輸出関連企業を中心に企業収益の改善や生産の持ち直しがみられましたが、消費増税反動減からの回復

遅れもあり、景気は足踏み状態が続きました。

また、米国は内需を中心に引続き堅調に推移する一方、欧州は回復の勢いが依然弱く、中国では主要経済指標の鈍

化が続くなど、世界経済の減速懸念が強まる状況となりました。

このような経営環境のもと、受注面では、国内で自動車メーカ向け量産型真空浸炭設備や鉄鋼向け加熱炉改修工事、

電子部品焼成炉などを、海外では台湾向けフレキシブルディスプレー関連熱処理設備やタッチパネル関連精密塗工装

置、欧州向け自動車部品熱処理設備などの成約を得て、受注高は23,644百万円（前年同期比133.0％）となりました。

売上面につきましては、国内では太陽電池製造設備や機械部品熱処理設備、ガラス基板熱処理炉改造工事などを、

海外では台湾向け冷延鋼板連続焼鈍設備改造工事やフィリピン向け自転車部品熱処理設備、中国向け有機ＥＬディス

プレー関連熱処理設備などを納入し、売上高は15,680百万円（前年同期比86.8％）となりました。

利益面につきましては、売上高が低水準に留まったことなどから、営業損失429百万円(前年同期比598百万円改善)、

経常損失311百万円（同527百万円改善）、四半期純損失299百万円（同531百万円改善）となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産合計は現金及び預金の減少などにより、前期末比2,928百万円減少の33,155百万円となりました。

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2,402百万円減少の14,224百万円となりました。

純資産合計は利益剰余金の減少などにより、前期末比525百万円減少の18,931百万円となり、自己資本比率は57.0％

となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成26年11月11日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。
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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

　該当事項はありません。

（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）

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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適

用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第

１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を割引率決

定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付

の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が232百万円減少、退職給付に係る負債が８百

万円増加し、利益剰余金が155百万円減少しております。なお、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽

微であります。
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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26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,929 5,964

受取手形及び売掛金 15,068 14,668

有価証券 100 199

たな卸資産 1,042 1,984

その他 268 197

貸倒引当金 △8 △7

流動資産合計 26,399 23,008

固定資産

有形固定資産 4,956 4,872

無形固定資産 79 187

投資その他の資産

投資有価証券 4,080 4,782

その他 605 345

貸倒引当金 △38 △41

投資その他の資産合計 4,647 5,086

固定資産合計 9,683 10,147

資産合計 36,083 33,155

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,612 6,894

短期借入金 3,324 3,308

引当金 223 8

その他 1,802 2,091

流動負債合計 14,961 12,302

固定負債

長期借入金 694 784

退職給付に係る負債 169 195

その他 800 942

固定負債合計 1,664 1,921

負債合計 16,626 14,224

純資産の部

株主資本

資本金 6,176 6,176

資本剰余金 1,544 1,544

利益剰余金 10,614 9,692

自己株式 △38 △41

株主資本合計 18,296 17,371

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,241 1,597

繰延ヘッジ損益 △35 △51

為替換算調整勘定 49 56

退職給付に係る調整累計額 △131 △80

その他の包括利益累計額合計 1,123 1,523

少数株主持分 37 36

純資産合計 19,456 18,931

負債純資産合計 36,083 33,155

決算短信 （宝印刷）  2015年02月05日 10時02分 4ページ （Tess 1.40 20131220_01）



中外炉工業株式会社(1964) 平成27年３月期 第３四半期決算短信

5

（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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 18,064 15,680

売上原価 16,340 13,458

売上総利益 1,723 2,222

販売費及び一般管理費 2,750 2,651

営業損失（△） △1,027 △429

営業外収益

受取配当金 107 95

為替差益 57 12

その他 60 45

営業外収益合計 225 152

営業外費用

支払利息 32 30

その他 4 3

営業外費用合計 36 34

経常損失（△） △838 △311

税金等調整前四半期純損失（△） △838 △311

法人税等 △6 △10

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △832 △301

少数株主損失（△） △1 △1

四半期純損失（△） △830 △299
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △832 △301

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 567 356

繰延ヘッジ損益 341 △16

為替換算調整勘定 45 8

退職給付に係る調整額 - 51

その他の包括利益合計 955 400

四半期包括利益 123 99

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 117 100

少数株主に係る四半期包括利益 5 △0
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（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。
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４．補足情報

（１）受注及び販売の状況

　①売上高

　（単位：百万円）

　 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

部 門 平成25年4月～平成25年12月 平成26年4月～平成26年12月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 14,343 79.4 12,626 80.5 △1,717

情報・通信 1,856 10.3 890 5.7 △966

環境保全 1,440 8.0 1,352 8.6 △88

その他 2,035 11.2 2,387 15.2 352

相殺消去 △1,611 △8.9 △1,575 △10.0 36

合 計 18,064 100.0 15,680 100.0 △2,384

（うち、海外） (8,215) (45.5) (4,240) (27.0) (△3,975)

　②受注高

　（単位：百万円）

　 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

部 門 平成25年4月～平成25年12月 平成26年4月～平成26年12月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 13,624 76.6 20,748 87.7 7,124

情報・通信 1,633 9.2 1,035 4.4 △598

環境保全 1,988 11.2 1,392 5.9 △596

その他 1,940 10.9 2,047 8.7 107

相殺消去 △1,404 △7.9 △1,579 △6.7 △175

合 計 17,782 100.0 23,644 100.0 5,862

（うち、海外） (5,396) (30.3) (5,608) (23.7) (212)

　

③受注残高

　（単位：百万円）

　 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

部 門 平成25年4月～平成25年12月 平成26年4月～平成26年12月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 11,685 75.4 17,245 84.9 5,560

情報・通信 418 2.7 646 3.2 228

環境保全 1,704 11.0 1,417 7.0 △287

その他 2,351 15.2 1,860 9.1 △491

相殺消去 △662 △4.3 △848 △4.2 △186

合 計 15,496 100.0 20,320 100.0 4,824

（うち、海外） (5,924) (38.2) (6,876) (33.8) (952)
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