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1. 2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年9月30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 ％

2023年3月期第2四半期 9,585 △2.5 △692 ― △566 ― △272 ―

2022年3月期第2四半期 9,834 2.9 △321 ― △195 ― △255 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　△527百万円 （―％） 2022年3月期第2四半期　　△120百万円 （―％）

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

2023年3月期第2四半期 △35.79 ―

2022年3月期第2四半期 △33.28 ―

(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 ％

2023年3月期第2四半期 35,330 21,995 61.9

2022年3月期 38,141 23,211 60.5

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 21,853百万円 2022年3月期 23,068百万円

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

2022年3月期 ― ― ― 70.00 70.00

2023年3月期 ― ―

2023年3月期（予想） ― 70.00 70.00

（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. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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 32,500 23.5 1,450 14.8 1,550 3.8 1,100 △19.1 143.31

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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） 2023年3月期2Q 7,800,000 株 2022年3月期 7,800,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 216,922 株 2022年3月期 124,116 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 7,609,764 株 2022年3月期2Q 7,676,762 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

上記の予想数値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、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され、個人消費が

持ち直すなど経済活動正常化に向けた動きが見られました。また、2050年のカーボンニュートラルに向けた政府の成長

戦略を受け、企業の設備投資には持ち直しの動きが続くことが期待されます。

一方で、世界的なインフレの進行やサプライチェーンの制約に伴う自動車生産の停滞に加え、エネルギー・資源価格

の高止まりや急速な円安の進行などによる物価上昇により、景気を下押しするリスクも顕在化してまいりました。

このような事業環境のもと、当社グループは業績確保に向けた受注活動を展開しました。その結果、国内鉄鋼向け能

力増強・燃料転換改造工事や半導体関連の機能材熱処理炉、日系企業の海外工場向け熱処理炉増産投資などの成約を得

て、受注高は前年同期比127.5%の13,546百万円と増加しました。

売上面につきましては、鉄鋼向け加熱炉改造工事や機械部品熱処理炉、北米向け粗材熱処理炉などの工事が進捗し、

売上高は前年同期比97.5%の9,585百万円となりました。

利益面につきましては、売上高が低水準に留まったことから、営業損失692百万円(前年同期は321百万円の損失)、経

常損失566百万円(前年同期は195百万円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失272百万円(前年同期は255百万円の

損失)となりました。

各分野別の概況は次のとおりです。

（エネルギー分野）

受注面では、鉄鋼向け加熱炉改造工事や半導体部材熱処理炉、インドネシア向け機械部品熱処理炉などの成約を得て、

受注高は11,918百万円（前年同期比144.0％）と増加しました。

売上面では、鉄鋼向け加熱炉改造工事や機械部品熱処理炉のほか、メキシコ・米国向け機械部品熱処理炉などの工事

が進捗し、売上高は7,787百万円（前年同期比104.1％）となりました。

（情報・通信分野）

受注面では、中国向け精密塗工装置の改造・予備品や、新型コータ販売促進のための受託テストなどの成約を得まし

たが、新規大型案件なく、87百万円（前年同期比19.8％）となりました。また、売上面では台湾向け精密塗工装置移設

の工事進捗など94百万円（前年同期比11.5％）に留まりました。

（環境保全分野）

受注面では、国内外の環境規制強化に対応した蓄熱式排ガス処理装置などの成約を得て、894百万円（前年同期比88.3

％）となりました。また、売上面では蓄熱式排ガス処理装置などを納入し1,028百万円（前年同期比82.9％）となりまし

た。

（その他）

受注面では、海外子会社において、中国向け機械部品熱処理炉や中国向け蓄熱式排ガス処理装置などの成約を得て、

1,935百万円（前年同期比107.4％）となりました。また、売上面では中国向けステンレス製造設備用機器などを納入し、

1,643百万円（前年同期比129.2％）と増加しました。
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（２）財政状態に関する説明

　資産合計は現金及び預金や受取手形、売掛金及び契約資産の減少などにより、前期末比2,811百万円減少の35,330百万

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1,595百万円減少の13,334百万円となりました。

　純資産合計は利益剰余金の減少などにより、前期末比1,216百万円減少の21,995百万円となり、自己資本比率は61.9％

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、2022年５月13日に公表いたしました予想を変更しておりません。
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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
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,130 8,953

受取手形、売掛金及び契約資産 14,852 14,016

棚卸資産 1,208 1,968

その他 83 169

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 27,271 25,104

固定資産

有形固定資産 4,182 4,078

無形固定資産 363 324

投資その他の資産

投資有価証券 5,764 5,244

その他 575 595

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 6,323 5,822

固定資産合計 10,870 10,225

資産合計 38,141 35,330

負債の部

流動負債

電子記録債務 1,350 1,189

買掛金 5,903 5,007

短期借入金 2,800 2,800

引当金 195 185

その他 2,200 1,772

流動負債合計 12,449 10,955

固定負債

長期借入金 1,188 1,380

退職給付に係る負債 122 125

その他 1,169 873

固定負債合計 2,480 2,379

負債合計 14,929 13,334

　



中外炉工業株式会社(1964) 2023年３月期 第２四半期決算短信

5

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30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 13,081 12,272

自己株式 △256 △407

株主資本合計 20,545 19,585

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,384 2,025

繰延ヘッジ損益 8 20

為替換算調整勘定 79 158

退職給付に係る調整累計額 50 63

その他の包括利益累計額合計 2,522 2,268

非支配株主持分 143 142

純資産合計 23,211 21,995

負債純資産合計 38,141 35,330
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 9,834 9,585

売上原価 8,084 8,098

売上総利益 1,750 1,486

販売費及び一般管理費 2,071 2,179

営業損失（△） △321 △692

営業外収益

受取配当金 92 106

その他 58 45

営業外収益合計 150 151

営業外費用

支払利息 23 18

その他 1 6

営業外費用合計 24 25

経常損失（△） △195 △566

特別利益

投資有価証券売却益 - 52

固定資産売却益 - 75

特別利益合計 - 128

特別損失

投資有価証券売却損 14 -

特別損失合計 14 -

税金等調整前四半期純損失（△） △209 △438

法人税等 41 △146

四半期純損失（△） △251 △291

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（△）

4 △19

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △255 △272
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純損失（△） △251 △291

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 71 △358

繰延ヘッジ損益 4 11

為替換算調整勘定 42 98

退職給付に係る調整額 12 12

その他の包括利益合計 130 △236

四半期包括利益 △120 △527

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △129 △526

非支配株主に係る四半期包括利益 9 △0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △209 △438

減価償却費 199 184

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △0

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の
増減額

△1 15

工事損失引当金の増減額（△は減少） 1 △2

受取利息及び受取配当金 △93 △107

支払利息 23 18

投資有価証券売却損益（△は益） 14 △52

有形固定資産売却損益（△は益） - △75

売上債権の増減額（△は増加） 4,967 988

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,164 △686

仕入債務の増減額（△は減少） △733 △1,208

未成工事受入金の増減額（△は減少） 512 △40

その他 △434 △319

小計 3,075 △1,725

利息及び配当金の受取額 93 107

利息の支払額 △16 △12

法人税等の支払額 △122 △217

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,028 △1,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入 - 130

有形固定資産の取得による支出 △67 △56

無形固定資産の取得による支出 △156 △28

投資有価証券の取得による支出 △2 △3

投資有価証券の売却による収入 6 55

その他 139 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △80 77

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,000 -

長期借入れによる収入 400 400

長期借入金の返済による支出 △208 △208

配当金の支払額 △460 △537

非支配株主への配当金の支払額 △18 -

自己株式の取得による支出 △1 △150

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,289 △496

現金及び現金同等物に係る換算差額 62 86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 721 △2,180

現金及び現金同等物の期首残高 6,889 11,092

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,611 8,912
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（４）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。
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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2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
増減

部 門 2021年4月～2021年9月 2022年4月～2022年9月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 7,480 76.1 7,787 81.2 307

情報・通信 820 8.3 94 1.0 △726

環境保全 1,239 12.6 1,028 10.7 △211

その他 1,272 12.9 1,643 17.2 371

相殺消去 △978 △9.9 △967 △10.1 11

合 計 9,834 100.0 9,585 100.0 △249

（うち、海外） (2,719) (27.7) (2,470) (25.8) (△249)

②受注高

　（単位：百万円）

　 前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
増減

部 門 2021年4月～2021年9月 2022年4月～2022年9月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 8,277 77.9 11,918 88.0 3,641

情報・通信 442 4.2 87 0.6 △355

環境保全 1,012 9.5 894 6.6 △118

その他 1,802 17.0 1,935 14.3 133

相殺消去 △908 △8.6 △1,289 △9.5 △381

合 計 10,626 100.0 13,546 100.0 2,920

（うち、海外） (2,583) (24.3) (3,648) (26.9) (1,065)

　③受注残高

　（単位：百万円）

　 前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
増減

部 門 2021年4月～2021年9月 2022年4月～2022年9月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 13,283 70.6 20,924 86.6 7,641

情報・通信 1,568 8.3 136 0.6 △1,432

環境保全 932 5.0 1,408 5.8 476

その他 3,781 20.1 2,786 11.5 △995

相殺消去 △755 △4.0 △1,086 △4.5 △331

合 計 18,810 100.0 24,170 100.0 5,360

（うち、海外） (7,250) (38.5) (5,075) (21.0) (△2,175)

　


