
平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成26年2月12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
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） 西本 雄二
問合せ先責任者 （役職名） 取締役業務本部長 （氏名） 南場 賢一郎 TEL 06-6221-1251
四半期報告書提出予定日 平成26年2月13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26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 18,064 △20.7 △1,027 ― △838 ― △830 ―
25年3月期第3四半期 22,775 △11.3 △412 ― △283 ― △544 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 123百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △1,074百万円 （―％）

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3四半期 △10.42 ―
25年3月期第3四半期 △6.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 35,677 19,428 54.3
25年3月期 38,588 20,310 52.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 19,368百万円 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、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 ： 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

通期 26,500 △20.4 △850 ― △750 ― △400 ― △5.05



(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 ： 無
②①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3Q 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3Q 11,366,209 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3Q 79,656,444 株 25年3月期3Q 80,890,888 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、景気回復に向けた政府の経済政策等により円高是正・株価

上昇が進み、企業収益や個人消費が増加するなど、景気は緩やかな回復基調をたどりました。 

また、世界経済は、米国では企業業績や個人消費が引続き堅調であり、低迷が続いた欧州も持ち直しに向かう

一方、アジア地域では新興国の成長ペースが鈍化し弱含みで推移するなど、不安材料もありました。 

このような経営環境のもと、受注面では、国内で鉄鋼向け加熱炉改造工事、電子部品焼成炉や太陽電池製造設

備などを、海外では中国向け機械部品熱処理設備、ディスプレー関連精密塗工装置やマレーシア向け蓄熱式排ガ

ス処理装置などの成約を得て、受注高は 17,782 百万円（前年同期比 91.6％）となりました。 

売上面につきましては、国内では鉄鋼向け熱処理設備、自動車部品熱処理設備や下水汚泥炭化設備などを、

海外では台湾向けアルミ板連続塗装ライン、中国向けタッチパネル関連精密塗工装置、ベトナム向け液晶ガラス用

熱処理設備や欧州向け自動車部品熱処理設備などを納入しましたが、期初の受注残高が前年に比べ低く、売上

高は 18,064 百万円（前年同期比 79.3％）にとどまりました。 

利益面につきましては、前期から展開しています『経営改善活動』により、固定費の削減等効果を得ましたが、売

上高減少の影響が大きく、まことに遺憾ながら営業損失 1,027 百万円、経常損失 838 百万円、四半期純損失 830

百万円となりました。 

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、前期に引続き 200 万株の自己株式を取得いた

しました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

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 2,911 百万円減少の 35,677 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 2,029 百万円減少の 16,249 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882 百万円減少の 19,428 百万円となり、自己資本比率は

54.3％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 

通期の連結業績予想につきましては、平成 25 年 11 月 12 日公表の数値を下記のとおり修正しております。詳細

につきましては、本日(平成 26 年 2 月 12 日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

（単位：百万円） 

 
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 

前回発表予想(A) 27,500 △200 △100 400 5.01 円

今回修正予想(B) 26,500 △850 △750 △400 △5.05 円

増減額(B-A) △1,000 △650 △650 △800 － 

増減率(%) △3.6 － － － － 

(ご参考)前期実績 

(平成 25 年 3 月期) 
33,298 △324 △368 △564 △7.00 円

なお、上記の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。 

 

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 

該当事項はありません。 
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,346 9,818

受取手形及び売掛金 18,120 12,390

たな卸資産 1,222 1,767

その他 423 332

貸倒引当金 △10 △7

流動資産合計 28,101 24,301

固定資産   

有形固定資産 5,397 5,176

無形固定資産 91 75

投資その他の資産   

投資有価証券 4,378 5,511

その他 658 650

貸倒引当金 △38 △38

投資その他の資産合計 4,998 6,124

固定資産合計 10,487 11,375

資産合計 38,588 35,677

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,567 8,574

短期借入金 3,309 3,325

引当金 341 63

その他 2,167 2,142

流動負債合計 16,385 14,106

固定負債   

長期借入金 718 792

退職給付引当金 213 214

その他 961 1,136

固定負債合計 1,892 2,142

負債合計 18,278 16,249

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 10,697

自己株式 △2,597 △3,123

株主資本合計 19,436 17,601

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 1,812

繰延ヘッジ損益 △415 △73

為替換算調整勘定 △9 28

その他の包括利益累計額合計 820 1,767

少数株主持分 53 59

純資産合計 20,310 19,428

負債純資産合計 38,588 35,677
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第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) 

売上高 22,775 18,064

売上原価 20,263 16,340

売上総利益 2,511 1,723

販売費及び一般管理費 2,924 2,750

営業損失（△） △412 △1,027

営業外収益   

受取配当金 106 107

為替差益 26 57

その他 58 60

営業外収益合計 191 225

営業外費用   

支払利息 35 32

持分法による投資損失 22 －

その他 4 4

営業外費用合計 62 36

経常損失（△） △283 △838

特別損失   

固定資産除却損 44 －

投資有価証券評価損 28 －

会員権評価損 11 －

特別損失合計 84 －

税金等調整前四半期純損失（△） △367 △838

法人税等 155 △6

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △523 △832

少数株主利益又は少数株主損失（△） 21 △1

四半期純損失（△） △544 △830
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △523 △832

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △173 567

繰延ヘッジ損益 △377 341

為替換算調整勘定 0 45

持分法適用会社に対する持分相当額 0 －

その他の包括利益合計 △551 955

四半期包括利益 △1,074 123

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,096 117

少数株主に係る四半期包括利益 21 5
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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。

４．補足情報

（１）受注及び販売の状況

　　　①売上高

（単位：百万円）

部　門

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額

エネルギー 17,592 77.3 14,343 79.4 △3,249 

情報・通信 1,973 8.7 1,856 10.3 △117 

環境保全 2,075 9.1 1,276 7.0 △799 

その他 2,811 12.3 2,198 12.2 △613 

相殺消去 △1,677 △7.4 △1,611 △8.9 66 

合　　計 22,775 100.0 18,064 100.0 △4,711 

（うち、海外） (11,840) (52.0) (8,215) (45.5) (△3,625)

　　　②受注高

（単位：百万円）

部　門

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額

エネルギー 13,365 68.8 13,624 76.6 259 

情報・通信 2,772 14.3 1,633 9.2 △1,139 

環境保全 2,249 11.6 1,824 10.3 △425 

その他 2,575 13.3 2,103 11.8 △472 

相殺消去 △1,546 △8.0 △1,404 △7.9 142 

合　　計 19,416 100.0 17,782 100.0 △1,634 

（うち、海外） (8,248) (42.5) (5,396) (30.3) (△2,852)

　　　③受注残高

（単位：百万円）

部　門

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額

エネルギー 16,214 75.3 11,685 75.4 △4,529 

情報・通信 2,294 10.7 418 2.7 △1,876 

環境保全 1,716 8.0 1,704 11.0 △12 

その他 2,065 9.6 2,351 15.2 286 

相殺消去 △772 △3.6 △662 △4.3 110 

合　　計 21,518 100.0 15,496 100.0 △6,022 

（うち、海外） (13,553) (63.0) (5,924) (38.2) (△7,629)

前第３四半期連結累計期間
増減

平成24年4月～平成24年12月

当第３四半期連結累計期間

平成25年4月～平成25年12月

前第３四半期連結累計期間
増減

平成24年4月～平成24年12月

当第３四半期連結累計期間

平成25年4月～平成25年12月

前第３四半期連結累計期間
増減

平成24年4月～平成24年12月

当第３四半期連結累計期間

平成25年4月～平成25年12月
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