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1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年3月期第3四半期 23,404 29.2 39 ― 204 ― 117 ―

30年3月期第3四半期 18,115 △12.4 △465 ― △359 ― △275 ―

（注）包括利益 31年3月期第3四半期　　△338百万円 （―％） 30年3月期第3四半期　　586百万円 （155.2％）

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

31年3月期第3四半期 15.08 ―

30年3月期第3四半期 △35.39 ―

※平成29年10月１日を効力発生日として当社普通株式について10株を１株に併合したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株
当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

31年3月期第3四半期 38,394 20,331 52.8

30年3月期 41,368 21,236 51.1

（参考）自己資本 31年3月期第3四半期 20,275百万円 30年3月期 21,138百万円

2. 配当の状況

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

30年3月期 ― ― ― 60.00 60.00

31年3月期 ― ― ―

31年3月期（予想） 60.00 60.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 35,000 13.5 1,100 △6.9 1,200 △6.8 900 4.1 115.81

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 31年3月期3Q 7,800,000 株 30年3月期 7,800,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期3Q 46,039 株 30年3月期 19,940 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期3Q 7,776,632 株 30年3月期3Q 7,781,650 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。
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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、企業収益の改善や設備投資の増加などで緩やかな回復が続きま

したが、米国の保護主義的政策に起因する貿易摩擦の影響が徐々に顕在化し、企業の景況感が悪化するとともに、輸

出が弱含みに転ずるなど、先行き不透明な状況で推移しました。

このような経営環境のもと、当社グループは業績確保に向けて積極的な受注活動を展開した結果、国内鉄鋼向け省

エネ型加熱炉や銅ストリップ連続焼鈍ライン、中国向けフレキシブルディスプレー関連精密塗工装置などの大型案件

に加え、半導体関連機能材熱処理設備やカーボン熱処理炉などの成約を得て、受注高は前年同期比102.8％の32,039百

万円となりました。

売上面につきましては、中国向けフレキシブルディスプレー関連精密塗工装置などを納入したほか、銅ストリップ

連続焼鈍ラインや銅ビレット加熱炉、竹を利用したバイオマス熱電併給設備などの工事が進捗し、売上高は前年同期

比129.2％の23,404百万円となりました。

利益面につきましては、増収効果により、営業利益39百万円（前年同期は465百万円の損失）、経常利益204百万円

（前年同期は359百万円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益117百万円（前年同期は275百万円の損失）と改

善しました。

（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2,973百万円減少の38,394百万円となりました。

負債合計は買掛金の減少などにより、前期末比2,068百万円減少の18,063百万円となりました。

純資産合計はその他有価証券評価差額金の減少などにより、前期末比904百万円減少の20,331百万円となり、自己資

本比率は52.8％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

当第３四半期累計期間の業績は増収効果により前年同期に比べ改善しましたが、通期の見通しにつきましては、工

事費や原材料価格の上昇等による利益率の低下が見込まれることから、平成30年５月11日に公表いたしました平成31

年３月期の連結業績予想を以下の通り修正いたします。

（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

前回発表予想(A) 35,000 1,500 1,600 1,100 141.40円

今回修正予想(B) 35,000 1,100 1,200 900 115.81円

増減額(B-A) － △400 △400 △200 －

増減率(%) － △26.7 △25.0 △18.2 －

（ご参考）前期実績

（平成30年3月期）
30,830 1,181 1,287 864 111.09円

また、分野別の受注高、売上高の通期見通しは以下の通りです。

　（単位：百万円）

受注高 売上高

エネルギー分野 31,000 26,500

情報・通信分野 3,500 3,500

環境保全分野 3,000 4,000

その他 3,500 4,000

相殺消去 △3,000 △3,000

合計 38,000 35,000

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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,758 4,841

受取手形及び売掛金 21,988 19,940

有価証券 100 -

たな卸資産 1,444 2,744

その他 146 334

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 30,430 27,852

固定資産

有形固定資産 4,778 4,746

無形固定資産 122 132

投資その他の資産

投資有価証券 5,567 5,170

その他 510 533

貸倒引当金 △41 △41

投資その他の資産合計 6,036 5,662

固定資産合計 10,937 10,541

資産合計 41,368 38,394

負債の部

流動負債

電子記録債務 1,954 2,021

買掛金 9,274 8,328

短期借入金 2,822 2,800

引当金 273 20

その他 3,481 2,567

流動負債合計 17,806 15,737

固定負債

長期借入金 1,188 1,284

退職給付に係る負債 156 169

その他 981 872

固定負債合計 2,325 2,325

負債合計 20,131 18,063
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30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 1,544 1,544

利益剰余金 11,361 11,011

自己株式 △52 △111

株主資本合計 19,030 18,620

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,066 1,613

繰延ヘッジ損益 △1 0

為替換算調整勘定 52 38

退職給付に係る調整累計額 △9 1

その他の包括利益累計額合計 2,107 1,654

非支配株主持分 98 56

純資産合計 21,236 20,331

負債純資産合計 41,368 38,394

決算短信（宝印刷） 2019年02月07日 09時10分 4ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



中外炉工業株式会社(1964) 平成31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29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 18,115 23,404

売上原価 15,619 20,248

売上総利益 2,495 3,155

販売費及び一般管理費 2,961 3,116

営業利益又は営業損失（△） △465 39

営業外収益

受取配当金 121 154

その他 44 53

営業外収益合計 166 207

営業外費用

支払利息 26 23

為替差損 28 4

その他 5 15

営業外費用合計 60 42

経常利益又は経常損失（△） △359 204

特別利益

固定資産売却益 17 -

特別利益合計 17 -

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△341 204

法人税等 △55 86

四半期純利益又は四半期純損失（△） △285 118

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△10 1

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△275 117
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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29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △285 118

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 812 △452

繰延ヘッジ損益 38 2

為替換算調整勘定 9 △17

退職給付に係る調整額 10 10

その他の包括利益合計 872 △457

四半期包括利益 586 △338

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 595 △336

非支配株主に係る四半期包括利益 △9 △2
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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。

（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。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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３．その他

（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29年4月～平成29年12月 平成30年4月～平成30年12月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 14,734 81.3 17,296 73.9 2,562

情報・通信 1,932 10.7 2,219 9.5 287

環境保全 1,288 7.1 2,910 12.4 1,622

その他 1,552 8.6 2,378 10.2 826

相殺消去 △1,391 △7.7 △1,401 △6.0 △10

合 計 18,115 100.0 23,404 100.0 5,289

（うち、海外） (5,914) (32.7) (5,241) (22.4) (△673)

　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29年4月～平成29年12月 平成30年4月～平成30年12月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 24,710 79.2 27,129 84.7 2,419

情報・通信 3,050 9.8 2,250 7.0 △800

環境保全 2,612 8.4 1,910 6.0 △702

その他 2,732 8.8 2,332 7.3 △400

相殺消去 △1,931 △6.2 △1,583 △5.0 348

合 計 31,175 100.0 32,039 100.0 864

（うち、海外） (6,416) (20.6) (5,374) (16.8) (△1,042)

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29年4月～平成29年12月 平成30年4月～平成30年12月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 23,063 72.7 30,348 85.2 7,285

情報・通信 3,027 9.5 2,000 5.6 △1,027

環境保全 3,547 11.2 1,879 5.3 △1,668

その他 2,947 9.3 2,352 6.6 △595

相殺消去 △871 △2.7 △968 △2.7 △97

合 計 31,714 100.0 35,613 100.0 3,899

（うち、海外） (9,115) (28.7) (5,084) (14.3) (△4,031)
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