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１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年9月中間期 194,442 7.8 △13,878 ― △15,426 ―
17年9月中間期 180,431 7.8 △17,142 ― △18,153 ―

18年3月期 514,957 10,902 7,731

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭
18年9月中間期 △11,986 ― △28 36 ― ―
17年9月中間期 △11,155 ― △33 35 ― ―

18年3月期 3,349 9 11 8 89

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 △312百万円 17年9月中間期 ―百万円 18年3月期 ―百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年9月中間期 422,598,456株 17年9月中間期 334,507,184株 18年3月期 367,845,960株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率です。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 565,266 142,027 24.2 324 23

17年9月中間期 547,110 94,033 17.2 281 12

18年3月期 592,631 153,695 25.9 363 68

（注）①期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 422,582,247株 17年9月中間期 334,488,846株 18年3月期 422,614,100株

②17年9月中間期および18年3月期の数値は、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己
資本比率」の欄に、「1株当たり株主資本」を「1株当たり純資産」の欄に記載しています。

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 1,758 △9,955 8,030 47,996

17年9月中間期 △26,089 △3,407 35,931 45,212

18年3月期 △9,772 △4,099 21,760 47,510

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 55社 持分法適用非連結子会社数 1社 持分法適用関連会社数 2社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 3社　 （除外） 2社 持分法（新規） 3社　 （除外） -社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 520,000 12,000 5,000

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）　　 11円83銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があり

ます。



１．企業集団の状況

　当社グループは、当社、子会社109社（うち連結子会社 55社）及び関連会社18社より構成されており、当社を中心と

して風水力事業、エンジニアリング事業、精密・電子事業、その他の事業の各分野にわたり製造、販売、工事、保守、

サービス等を行っています。

　主な事業内容と当社及び主要な連結子会社の機能及び分担は次のとおりです。

 主な事業内容 機能・分担 当社及び主要な連結子会社

風水力

事業

ポンプ、送風機、圧縮機、

タービン及び冷熱機械等の製

造、販売及び保守並びに風水

力プラントのエンジニアリン

グ、工事、運転及び保守

製造及び販売

当社

㈱荏原電産

㈱荏原シンワ

荏原ハマダ送風機㈱

㈱荏原由倉ハイドロテック

㈱荏原エリオット

荏原冷熱システム㈱

 荏原機電㈱

Elliott Company

Ebara International Corp.

Ebara Pumps Europe S.p.A.

エンジニアリング、工事、運

転及び保守

当社

㈱荏原由倉ハイドロテック

販売及び保守
荏原テクノサーブ㈱

荏原バイロン・ジャクソン㈱

材料供給等 ㈱荏原金属

エンジ

ニアリ

ング事

業

環境改善装置、都市ごみ焼却

プラント、原子力関連装置、

上下水施設、各種プラント並

びに装置のエンジニアリング、

工事、運転並びに保守、工業

薬品の製造・販売及びエネル

ギー供給

エンジニアリング及び工事

当社

荏原エンジニアリングサービス㈱

荏原環境エンジニアリング㈱

㈱エンバイロメンタルエンジニアリング

青島荏原環境設備有限公司

運転及び保守 荏原エンジニアリングサービス㈱

薬品製造及び販売 荏原エンジニアリングサービス㈱

エネルギー供給
当社

エコ・パワー㈱

精密・

電子事

業

真空ポンプ及び半導体産業用

各種機器・装置の製造、販売

及び保守

製造及び販売
当社

㈱マツボー

販売及び保守
㈱荏原フィールドテック

Ebara Technologies Inc.

その他

の事業
上記以外の事業

研究開発 ㈱荏原総合研究所

不動産管理等 ㈱荏原エージェンシー

　（注）　セグメント情報の項では、その他の事業は重要性に乏しいため、エンジニアリング事業に含めて報告していま

す。
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２．経営方針

１．会社の経営の基本方針

　当社グループは「水と空気と環境の分野で、優れた技術と最良のサービスを提供することにより、広く社会に貢献

する」ことを企業理念としています。地球環境への負荷を最小化し、持続可能な循環型社会の形成に資する企業活動

を行うことで、広く社会のニーズに応えていくとともに、自らの企業活動が直接又は間接的にもたらす環境負荷を最

小にするための環境マネジメントにも配慮する、環境調和型企業グループを目指します。

　また、事業ごとの選択と集中を進めて、経営基盤の強化と収益力の向上を図るとともに、グループが保有する経営

資源の効率的運用により、企業価値の最大化を図ることを経営の基本方針とします。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の最も重要な施策の一つとして位置付けています。配当については、

継続的かつ安定的に行うことを念頭に、業績及び財産状況等を勘案して行うこととしています。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　現在、当社株式投資単位は1000株としており、現段階では投資単位の引き下げの予定はありません。本件に関して

は、今後の投資家の投資動向及び株価の推移等を勘案しながら、慎重に検討して行くこととしています。

４．目標とする経営指標

　当社及び当社グループにおいては、ROE（株主資本利益率）およびROA（総資本利益率）を経営上の重要な指標とし

て位置付けています。全社及び全グループ指標としてはROE及びROAを、また社内カンパニーおよびその管轄下の事業

部門並びにグループ会社に対してはROAを最重要指標とし、加えてキャッシュ・フロー、売上高、経常利益をこれに次

ぐ指標として位置付けています。

　ROEは、株主重視の経営方針を社内外に対して明らかにするために採用しています。また、ROA、キャッシュ・フ

ロー、売上高および経常利益は、指標として汎用性が高く、時系列での比較・分析等の利用価値が高いため採用して

います。

  これらの経営指標は、経営管理層の評価、報酬と結びつけたMBO(マネージメント・バイ・オブジェクティブズ)制度

の重要な目標数値として運用しています。また、有利子負債の削減による財務基盤の健全化を図るため、D/Eレシオ

(有利子負債自己資本比率)を指標の一つとして採用し、運用しています。中期経営計画においてその最終年度である

平成20年3月期までに以下の目標を達成することを掲げています。

 ROE： 8%以上 

 D/Eレシオ： 1.2倍以下 

５．中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、平成17年4月からの3年間を計画期間とする中期経営計画を設定し、それに沿った事業活動を推進

しています。当経営計画においては、以下のように重点取組課題を設定し、項目毎に具体的な方策を実施してきてい

ます。

重点課題①　収益力の持続的拡大

  持続的に収益の拡大を実現するために、次の課題に注力しています。

・グループ全体の各事業を将来性、収益性の観点から評価・分析し、選択と集中を継続すること。

・研究開発、設備、事業化などの投資に際して、戦略性、潜在リスク、投資回収などの検討精度を向上させ、投

資効率を高めること。

・社内カンパニー制への移行、新人事制度の導入並びに連結経営の強化による目標管理、業績評価を徹底するこ

と。

重点課題②　新事業の早期拡大

  中長期的な収益基盤を強固にするため、時代のニーズを先取りした以下の新事業を次世代における主力事業の有

力候補と位置付け、確実な育成・拡大を図っています。

・新エネルギー関連事業

・精密・電子事業

・EPC+OM 事業(Engineering, Procurement, Construction + Operation & Maintenance)

・サービスプロバイダー

・PFI案件
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・バイオマス関連事業

・複合化処理施設

・ライフサイエンス関連機器

・ソリューション事業

重点課題③　海外事業比率の拡大

  継続的な伸びが期待される海外需要に対応し、海外事業拡大を重点課題と位置付け、生産、販売拠点の強化を含

む諸施策を全事業において展開しています。

  以上の重点課題を着実に実行し成果をあげることにより、ステークホルダーの満足度を高め、企業価値・株式価

値の最大化を目指します。

６．会社の対処すべき課題

  前項「５．中長期的な会社の経営戦略」に記載する中期経営計画における3項目の重点課題（「収益力の持続的拡

大」、「新事業の早期拡大」、「海外事業比率の拡大」）に加えて、当社グループは国内公共事業を中心とした市場

の変化への対応を喫緊に対処すべき課題と認識し、業界再編をも視野に入れた取組みを実施しています。主力のポン

プ事業においては、平成18年4月に石川島播磨重工業㈱及び石川島汎用機サービス㈱からポンプ設備事業を譲り受け、

また発電プラント・公共システム向け等ポンプの専業メーカーであった㈱由倉の株式を100%取得した上で当社の連結

子会社で主に風水力プラントのメンテナンスや関連工事等の分野で事業展開をしている荏原ハイドロテック㈱と平成

18年6月に事業統合を行いました。統合後は商号を株式会社荏原由倉ハイドロテックとし、地域に密着して、ポンプ設

備の更新等を含めたメンテナンス、運転管理等の事業展開を図っています。その他、収益性が悪化した汚泥再生処理

施設事業からの一部撤退を含む事業再構築、上下水道事業の分社による再編をはじめ、急速に進展する国内公共市場

環境の変化に対する取組みを実施しています。

  また、グループ財務の健全化を図るための有利子負債圧縮、株主資本の充実及び流動性の確保等、財務上の課題の

解決にも取り組んでいます。

  本年9月1日付にて、マレーシア国住宅自治省(Ministry of Housing and Local Government of Malaysia)より受注

していました、「ガス化溶融炉(1,500トン/日)建設工事」契約につき、客先から契約解除の通知を受け、現在、求償

債権の早期回収に取り組んでいます。

７．親会社等に関する事項

  該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

（経営成績）

１．当期中間期の概況

(1）業績の全般的概況

  当中間連結会計期間における事業環境は、国内においては、公共投資が引き続き低調に推移する一方で、企業

収益の改善を受けた設備投資の増加が見られ、民間需要に支えられた景気回復が継続しました。海外においては、

米国や中国・台湾・シンガポールなどのアジア地域において景気が拡大し、ヨーロッパ圏でも緩やかな景気回復

が続きました。

  このような事業環境のもと、当社グループは国内公共部門の低迷をカバーすべく、民需及び海外市場での受注

活動に注力しました。その結果、国内外の半導体製造装置分野や中東・アジアを中心とした資源・エネルギー関

連分野における受注が好調に推移しました。また、海外事業などの重点部門への人員シフトを進めるとともに、

ポンプ及びポンプシステム事業、上下水道事業、汎用送風機事業などの分野において事業再編を推進し、グルー

プとしての事業遂行体制の強化を図りました。

  当中間連結会計期間における業績は、売上高1,944億42百万円（前年同期比7.8%増）、営業損失138億78百万円

(前年同期比32億64百万円改善)、経常損失154億26百万円（前年同期比27億26百万円改善）、中間純損失119億86

百万円（前年同期比8億30百万円悪化）となりました。なお、当社グループの業績は、事業の特質上年度末に完成

する工事の割合が大きく、売上高が決算期末に集中する季節変動特性を有しています。

(2）セグメント別の状況

　セグメント別の状況は以下のとおりです。

（事業の種類別セグメントの状況）

風水力事業

  風水力事業では、オイル＆ガス市場やエネルギー関連市場の世界的な活況の長期化を背景に、主に中東やア

ジアに向けた、ボイラ給水、化学液等用の高圧ポンプやエンジニアリングポンプ、極低温で使用されるLNG移送

用のクライオポンプ、エチレン設備等用の圧縮機などの受注が好調に推移しました。またイタリアと中国を中

核拠点と位置付けてグローバル展開を図っている汎用ポンプ事業も順調な受注状況となっています。一方公共

事業予算縮減等の影響を受けて厳しい競争に直面している国内市場においては、鉄鋼業界をはじめとする堅調

な民間設備投資への対応や提案型営業活動によって、アフター市場における取替需要の確実な取り込みを図り、

受注拡大と収益の向上に努めました。

  この結果、当中間連結会計期間における同事業の売上高は、前年同期比11.4%増の1,060億46百万円となり、

営業損失は前年同期比41億26百万円改善して40億77百万円となりました。

エンジニアリング事業

  エンジニアリング事業では、国内公共市場の低迷に加え、「事業等のリスク」に後述する国・地方自治体等

からの指名停止処分の影響により、受注環境が引き続き厳しい中、関連部門の一層の固定費削減を進める一方、

国内民間向け事業及び海外事業の強化・拡大に注力しました。国内民間向け事業では、廃棄物やバイオマスを

燃料とした発電施設、ガス化施設などの案件開拓に努め、大型案件の受注に結びつけるとともに、水処理分野

でも従来型の用水・排水処理装置に加えて、膜ろ過装置、純水装置、水リサイクル装置などの新規製品の拡販

を図りました。一方、海外事業においては、廃棄物焼却・発電プラントを中心として積極的な営業展開を進め、

特に廃棄物の直接埋め立てが規制されるEU諸国、及びインフラ整備が進む中国を中心とするアジア地域におい

て、具体的な案件の成約に努めました。

  新エネルギー分野では燃料電池事業において、昨年締結した「スタック開発契約」に基づき、カナダ・バラー

ドパワーシステムズ社にて開発が進められてきた４万時間の耐久寿命を持ちかつ大幅に小型・軽量化された新

たなプロトタイプスタックが完成しました。当社では、耐久性評価のため、共同開発先である東京ガス株式会

社及び新日本石油株式会社に対し、このプロトタイプスタックを搭載した家庭用燃料電池の試作機を今年度中

に提供する予定です。

　この結果、当中間連結会計期間における同事業の売上高は、前年同期比2.5%減の467億70百万円となりました。

また、燃料電池開発費の増加等の要因により、営業損失は前年同期比38億78百万円悪化して128億87百万円とな

りました。
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精密・電子事業

  精密・電子事業では、フラッシュメモリーを中心としたメモリー業界における300mmウェーハ生産設備への活

発な投資を背景に、当社の主力製品であるCMP、ドライポンプを中心とした受注・売上が前年同期を上回り堅調

に推移しました。特に今期市場投入した新ハイスループット型CMPは、客先評価もほぼ完了し、客先量産工場へ

の納入も順調に進んでいます。

  この結果、当中間連結会計期間における同事業の売上高は、前年同期比11.5%増の416億25百万円となりまし

た。営業利益は、売上高の増加及びコストダウン諸施策の結果により33億円となり、前年同期を大きく上回り

ました。

（所在地別セグメントの状況）

日本

　日本国内においては、引き続き公共関連事業が低迷しているものの、民需部門が好調に推移した結果、売上

高は1,542億96百万円(前年同期比5.3％増)となりました。また、営業損失は、前年同期比5億92百万円改善し、

153億10百万円となりました。

北米

　北米においては、風水力事業のオイル＆ガス市場が好調であったため、売上高は256億5百万円(前年同期比

15.0%増)となりました。また、営業損益は、前年同期の営業損失19億74百万円から26億28百万円改善し、6億54

百万円の営業利益となりました。

その他の地域

　その他の地域においては、風水力事業、精密・電子事業が好調であったため、売上高は145億40百万円(前年

同期比24.9%増)となりました。また、営業利益は、前年同期比7億40百万円増加し、11億88百万円となりました。

(3）利益配分に関する事項

　中間配当に関しては、誠に遺憾ながら見送りとさせていただきます。

(4）その他、当期に決定又は発生した重要な事実の概要

　平成18年9月6日開催の取締役会決議に基づき、2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2013年

満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行しました。その概要は次のとおりです。

① 発行総額

(2011年満期)　　20,000百万円

(2013年満期)　　20,000百万円

② 募集価格(発行価額) 

額面金額の102.5% 

③ 発行年月日

平成18年9月25日

④ 行使請求期間

(2011年満期)　　平成18年10月10日から平成23年9月16日まで

(2013年満期)　　平成18年10月10日から平成25年9月16日まで

⑤ 償還期限 

(2011年満期)　　平成23年9月30日 

(2013年満期)　　平成25年9月30日 

⑥ 利率 

(2011年満期)　　0.7%  

(2013年満期)　　1.3%  

⑦ 手取金の使途 

手取額39,923百万円については、流動性の改善及び金利上昇リスクヘッジの観点から転換社債の償還、短期有

利子負債の返済に充当し、残額は研究開発費、設備投資の一部に充当する予定です。 

⑧ 当初転換価額

(2011年満期)　　693円 

(2013年満期)　　693円 

⑨ 募集方法 

(2011年満期)　　Mizuho International plc、Daiwa Securities SMBC Europe Limited及びその他の幹事引受

会社の総額買取引受けによる欧州を中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。
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(2013年満期)　　Mizuho International plc、Nikko Citigroup及びその他の幹事引受会社の総額買取引受け

による欧州を中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。

２．通期の見通し

(1）全般的見通し

  平成19年3月期の業績については、第1四半期決算発表時(平成18年8月11日)の見通しに変更はありません。売上

高5,200億円、営業利益150億円、経常利益120億円、当期純利益50億円を見込んでいます。

 （　）内は前期比増減

 連結業績 単体業績

売上高 5,200億円 (1.0％) 2,370億円 (△11.7％)

営業利益 150億円 (37.6％) 35億円 (17.1％)

経常利益 120億円 (55.2％) 45億円 (△21.5％)

当期純利益 50億円 (49.3％) 30億円 (△0.5％)

(2）セグメント別の見通し

　平成19年3月期のセグメント別の連結売上高と連結営業利益の見通しは次のとおりです。

 （　）内は構成比

 売上高 営業利益

風水力事業 2,700億円 (51.9％) 90億円 (―％)

エンジニアリング事業 1,600億円 (30.8％) △20億円 (―％)

精密・電子事業 900億円 (17.3％) 80億円 (―％)

全体 5,200億円 (100.0％) 150億円 (―％)

(3）利益配分に関する見通し

　通期の配当は、1株当たりの年間配当を7円50銭とさせていただく予定です。

(4）通期の業績見通しに係る重要な事実の概要

　通期の業績見通しに係る事実に関し、特筆すべき事項はありません。
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（財政状態）

キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における営業活動キャッシュ・フローは、前年度に計上された売上債権の回収が上半期に集中

することから、17億58百万円のキャッシュ・インとなりました。

　投資活動においては、設備維持・保全目的を中心とした固定資産の取得及び家庭用燃料電池コージェネレーション

システムの開発・製造権の取得などで62億98百万円を支出したこと、企業買収支出16億20百万円などを行った結果、

99億55百万円のキャッシュ・アウトとなりました。

　財務活動においては、新株予約権付社債400億円を発行し、第3回無担保転換社債199億98百万円の償還および短期借

入金の返済を行いました。この他、配当金の支払い31億69百万円等がありましたが、財務活動によるキャッシュ・フ

ローは80億30百万円のキャッシュ・インとなりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末残高から、4億85百万円増加し、479億96百万円となりまし

た。

　キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りです。

 16年3月期 16年9月期 17年3月期 17年9月期 18年3月期 18年9月期 

自己資本比率 19.5％ 17.8％ 18.4% 17.2% 25.9% 24.2%

時価ベースの自己資本比率 31.2％ 26.6％ 28.5% 29.5% 52.8% 32.0%

債務償還年数 9.4年 ― ― ― ―  ―  

インタレスト・カバレッジ・レシオ 8.4 ― ― ― ―  1.4 

　（注）　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しています。

※　営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しています。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

を対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用し

ています。

(事業等のリスク)

　当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下の

ようなものがあります。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発

生した場合の対応に努める所存です。

　本項においては、将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は中間決算短信発表日において判断したもので

す。

(1）市場環境

　当社グループの業績は、風水力事業およびエンジニアリング事業において公共事業が占める割合が高いため、政

府および地方公共団体の進める公共事業費削減が当社グループの事業、業績および財政状態の変動を増大させる可

能性があります。

　また精密・電子事業はシリコンサイクルの影響を強く受けるため、市況の変動が当社グループの事業、業績およ

び財政状態の変動を増大させる可能性があります。

(2）大型プロジェクト及び海外事業

　当社グループは、国内外での数多くの大型プロジェクトにおいて機械・プラントの製作、施工を行っています。

これらのプロジェクトには、技術的難易度が高いものもあります。また海外の大型プロジェクトにはカントリーリ

スク等、国内と異なる事業環境に係るリスクがあります。これらのリスクに対する管理は万全を期し、また、想定

しうる追加原価については工事損失引当金等の計上により会計上の手当てを行っていますが、実際の追加原価がこ

れを上回る場合は当社グループの業績を悪化させる可能性があります。

  海外における事業活動に係る外貨建取引等は、連結財務諸表作成のために円換算されています。換算時の為替レー

トにより変動しますが、円高の場合は当社グループの事業に悪影響を及ぼし、円安の場合は当社グループの事業に

好影響を及ぼします。
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(3）金利変動リスク

  当社グループは有利子負債圧縮を進めていますが、当中間連結会計期間末で短期有利子負債753億16百万円、長期

有利子負債1,281億69百万円、合計で2,034億86百万円の有利子負債があり、この有利子負債は変動金利支払と固定

金利支払からなっています。変動金利の有利子負債の一部には金利スワップによる金利固定化や変動金利による融

資を対応させるなど金利変動リスクを軽減させていますが、金利の上昇は支払利息を増加させ、当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。

(4）災害や社会インフラの障害発生にかかる影響

  当社グループの事業所が、大規模な台風、地震等の自然災害に見舞われた場合は操業に支障が生じ、業績に影響

を与える可能性があります。また、重大な労働災害、設備事故等が発生した場合には事業活動の停止、制約等によ

り、業績に影響を与える可能性があります。

(5）行政処分等

① 公正取引委員会からの排除勧告

　当社は平成16年3月30日に「東京都が下水道局において発注する下水道ポンプ設備工事」の件で、ポンプメー

カー13社とともに、公正取引委員会から排除勧告を受けました。

　当社は当該勧告を承服しかねるため、応諾せずに審判にて独占禁止法違反の事実がなかったことを明らかにし

ていく所存ですが、違反との審決が下された場合は当社の業績を悪化させる可能性があります。

② 公正取引委員会の立入検査等

  以下の公共工事入札に関し、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで公正取引委員会の立入調査を受けまし

た。

１．し尿処理施設建設工事（平成17年8月）

２．鋼鉄製水門工事（平成18年3月）

３．トンネル換気設備工事（平成18年3月）

  し尿処理施設建設工事については、公正取引委員会による刑事告発を受け、当社社員が大阪地方検察庁に逮捕

されました。また、当社は法人として起訴されました。トンネル換気設備工事については、公正取引委員会より

課徴金納付命令を受けました。

  これらの影響により、国、地方自治体等からの指名停止処分を受けており、当社の受注高減少や業績悪化が生

じる可能性があります。

(6）繰延税金資産

  当社グループの繰延税金資産は、将来の課税所得見込みから回収可能性があると考えております。当該資産の回

収が不確実と考えられる部分に対しては回収懸念額を計上しています。しかし、将来の課税所得の見積額はその時

の業績等によって変化します。課税所得の見積りに影響を与える要因が変化した場合には、回収懸念額の設定が必

要な場合があります。その場合には、その回収懸念額分の繰延税金資産を修正し、また同額を損益計算書の法人税

等調整額に計上するため当期純利益が減少する可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
(平成17年9月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年9月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成18年3月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   44,834   47,995   47,509  

２　受取手形及び売掛
金

  151,833   160,528   227,534  

３　有価証券   378   0   0  

４　たな卸資産   104,825   105,980   84,121  

５　繰延税金資産   20,098   13,679   10,867  

６　その他   17,610   25,616   16,631  

７　貸倒引当金   △982   △1,624   △1,751  

流動資産合計   338,598 61.9  352,177 62.3  384,914 65.0

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産
※１
※２

         

１　建物及び構築物   33,622   32,087   32,913  

２　機械装置及び運
搬具

  32,891   33,705   34,398  

３　その他   28,059   31,878   29,010  

有形固定資産合計   94,573 17.3  97,671 17.3  96,321 16.3

(2）無形固定資産   15,892 2.9  14,321 2.5  14,954 2.5

(3）投資その他の資産           

１　投資有価証券 ※２  50,383   52,770   53,926  

２　繰延税金資産   32,833   31,238   27,371  

３　その他 ※２  18,206   20,534   18,891  

４　貸倒引当金   △817   △1,161   △830  

５　投資評価引当金   △2,560   △2,285   △2,917  

投資その他の資産
合計

  98,045 17.9  101,096 17.9  96,440 16.3

固定資産合計   208,511 38.1  213,089 37.7  207,716 35.0

資産合計   547,110 100.0  565,266 100.0  592,631 100.0
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前中間連結会計期間末
(平成17年9月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年9月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成18年3月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛
金

  118,896   133,022   160,699  

２　短期借入金   83,083   75,196   71,650  

３　コマーシャルペー
パー

  5,000   ―   3,000  

４　一年内償還社債   10,000   120   ―  

５　一年内償還転換社
債

  19,999   ―   19,999  

６　賞与引当金   6,989   6,899   6,946  

７　役員賞与引当金   69   89   139  

８　完成工事保証損失
引当金

  4,022   2,893   2,129  

９　工事損失引当金   892   1,000   479  

10　訴訟損失引当金   ―   802   ―  

11　独禁法違反に係る
損失引当金

  ―   710   ―  

12　その他   38,248   42,288   37,689  

流動負債合計   287,199 52.5  263,022 46.5  302,733 51.1

Ⅱ　固定負債           

１　社債   44,000   44,260   44,000  

２　新株予約権付社債   40,000   40,000   ―  

３　長期借入金   43,742   43,909   53,489  

４　退職給付引当金   31,505   29,946   30,923  

５　役員退職慰労引当
金

  931   865   1,043  

６　債務保証損失引当
金

  243   74   283  

７　その他   1,281   1,161   1,440  

固定負債合計   161,705 29.6  160,216 28.3  131,181 22.1

負債合計   448,905 82.1  423,239 74.9  433,914 73.2

（少数株主持分）           

少数株主持分   4,172 0.8  ― ―  5,021 0.8
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前中間連結会計期間末
(平成17年9月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年9月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成18年3月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   41,230 7.5  ― ―  61,283 10.3

Ⅱ　資本剰余金   45,264 8.3  ― ―  65,211 11.0

Ⅲ　利益剰余金   2,460 0.4  ― ―  16,965 2.9

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  10,414 1.9  ― ―  13,476 2.3

Ⅴ　為替換算調整勘定   △5,303 △1.0  ― ―  △3,188 △0.5

Ⅵ　自己株式   △33 △0.0  ― ―  △54 △0.0

資本合計   94,033 17.2  ― ―  153,695 25.9

負債・少数株主持分
及び資本合計

  547,110 100.0  ― ―  592,631 100.0

           

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本       

１　資本金 ― ― 61,284 10.8 ― ―

２　資本剰余金 ― ― 65,212 11.5 ― ―

３　利益剰余金 ― ― 1,497 0.3 ― ―

４　自己株式 ― ― △70 △0.0 ― ―

株主資本合計 ― ― 127,923 22.6 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等       

１　その他有価証券評
価差額金 ― ― 12,126 2.1 ― ―

２　繰延ヘッジ損益 ― ― 0 0.0 ― ―

３　為替換算調整勘定 ― ― △3,038 △0.5 ― ―

評価・換算差額等合
計 ― ― 9,088 1.6 ― ―

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 5,015 0.9 ― ―

純資産合計 ― ― 142,027 25.1 ― ―

負債純資産合計 ― ― 565,266 100.0 ― ―
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

(平成17年4月 1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月 1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(平成17年4月 1日から
平成18年3月31日まで)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※２  180,431 100.0  194,442 100.0  514,957 100.0

Ⅱ　売上原価   156,073 86.5  165,491 85.1  418,413 81.3

売上総利益   24,358 13.5  28,950 14.9  96,543 18.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  41,500 23.0  42,829 22.0  85,641 16.6

営業利益又は営業
損失（△）

  △17,142 △9.5  △13,878 △7.1  10,902 2.1

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  160   187   319   

２　受取配当金  248   254   748   

３　保険金収入  48   168   114   

４　為替差益  489   ―   799   

５　その他  495 1,442 0.8 404 1,015 0.5 793 2,776 0.5

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  1,801   1,742   3,523   

２　持分法による投資
損失

 ―   312   ―   

３　為替差損  ―   62   ―   

４　その他  652 2,453 1.4 446 2,563 1.3 2,423 5,947 1.2

経常利益又は経常
損失（△）

  △18,153 △10.1  △15,426 △7.9  7,731 1.5

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※３ 1,835   7   4,768   

２　投資有価証券等売
却益

 94   281   5,074   

３　貸倒引当金戻入益  ―   44   ―   

４　投資評価引当金戻
入益

 11   ―   ―   

５　債務保証損失引当
金戻入益

 145 2,087 1.2 209 542 0.3 105 9,949 1.9
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前中間連結会計期間

(平成17年4月 1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月 1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(平成17年4月 1日から
平成18年3月31日まで)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産売却損 ※４ 29   66   104   

２　固定資産廃却損  197   118   1,051   

３　関係会社等整理損  ―   ―   51   

４　投資有価証券等売
却損

 5   ―   20   

５　投資有価証券等評
価損

 113   24   135   

６　棚卸資産評価損  ―   ―   1,080   

７　投資評価引当金繰
入

 ―   20   345   

８　減損損失 ※５ 452   ―   459   

９　製品保証費用  ―   ―   747   

10　課徴金  ―   381   ―   

11　訴訟損失引当金繰
入

 ―   802   ―   

12　独禁法違反に係る
損失引当金繰入

 ― 798 0.4 710 2,124 1.1 ― 3,996 0.8

税金等調整前当期
純利益又は税金等
調整前中間純損失
(△)

  △16,864 △9.3  △17,008 △8.7  13,685 2.7

法人税、住民税及
び事業税

 895   1,221   3,622   

法人税等調整額  △6,480 △5,585 △3.1 △5,802 △4,580 △2.4 6,670 10,293 2.0

少数株主損失   122 0.1  441 0.2  41 0.0

当期純利益又は中
間純損失(△)

  △11,155 △6.2  △11,986 △6.2  3,349 0.7
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

前連結会計年度
要約連結剰余金計算書
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   45,264  45,264

Ⅱ　資本剰余金増加高      

　新株予約権の行使によ
る増加高

  ―  19,947

Ⅲ　資本剰余金(中間)期末
残高

  45,264  65,211

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   15,850  15,850

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１  当期純利益  ―  3,349  

２  連結子会社の増加に
伴う増加額

 274 274 274 3,624

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  2,508  2,508  

２　中間純損失  11,155  ―  

３　自己株式処分差損  0 13,664 0 2,509

Ⅳ　利益剰余金(中間)期末
残高

  2,460  16,965
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中間連結株主資本等変動計算書

 当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高（百万円） 61,283 65,211 16,965 △54 143,406

中間連結会計期間中の変動額

新株予約権の行使による新株の

発行
0 0   0

剰余金の配当(注)   △3,169  △3,169

中間純損失   △11,986  △11,986

連結子会社の増加に伴う変動額   △0  △0

連結子会社の減少に伴う変動額   489  489

持分法適用会社の増加に伴う変

動額
  △801  △801

自己株式の取得    △20 △20

自己株式の処分   △0 3 3

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
    ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
0 0 △15,467 △16 △15,483

平成18年9月30日残高（百万円） 61,284 65,212 1,497 △70 127,923

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高（百万円） 13,476 ― △3,188 10,288 5,021 158,716

中間連結会計期間中の変動額

新株予約権の行使による新株の

発行
   ―  0

剰余金の配当(注)    ―  △3,169

中間純損失    ―  △11,986

連結子会社の増加に伴う変動額    ―  △0

連結子会社の減少に伴う変動額    ―  489

持分法適用会社の増加に伴う変動

額
   ―  △801

自己株式の取得    ―  △20

自己株式の処分    ―  3

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△1,350 0 150 △1,199 △6 △1,205

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△1,350 0 150 △1,199 △6 △16,689

平成18年9月30日残高（百万円） 12,126 0 △3,038 9,088 5,015 142,027

 (注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目です。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度要約連結
キャッシュ・フロー計算
書
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　税金等調整前当期純
利益又は税金等調整
前中間純損失(△)

 △16,864 △17,008 13,685

２　減価償却費  5,880 6,051 12,449

３　減損損失  452 ― 459

４　(投資)有価証券等売
却損益

 △89 △281 △5,054

５　引当金の増加額又は
減少額(△)

 △3,116 305 △4,649

６　固定資産売却損益  △1,806 59 △4,664

７　その他の非資金損益  1,173 931 3,299

８　受取利息及び受取配
当金

 △409 △442 △1,068

９　支払利息  1,801 1,742 3,523

10　売上債権の減少額又
は増加額(△)

 55,708 66,550 △19,991

11　たな卸資産の減少額
又は増加額(△)

 △19,594 △21,403 1,109

12　仕入債務の減少額
(△)又は増加額

 △31,316 △27,954 10,485

13　その他の資産・負債
の増減

 △10,767 △4,420 △9,336

小計  △18,947 4,131 247

14　利息及び配当金の受
取額

 490 760 823

15　利息の支払額  △1,841 △1,228 △3,704

16　法人税等の支払額  △5,791 △1,905 △7,138

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △26,089 1,758 △9,772
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前中間連結会計期間

(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度要約連結
キャッシュ・フロー計算
書
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　固定資産の売却によ
る収入

 2,918 158 6,343

２　固定資産の取得によ
る支出

 △4,424 △6,298 △13,959

３　投資有価証券等の売
却による収入

 261 339 7,798

４　投資有価証券等の取
得による支出

 △1,743 △2,228 △2,793

５　その他の投資に係る
収入又は取得支出
（純額）

 23 569 320

６　貸付金の回収による
収入

 733 2,271 1,755

７　貸付による支出  △1,175 △2,951 △3,565

８　連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得

 ― △1,620 ―

９　連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の売
却

 ― △194 ―

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,407 △9,955 △4,099
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前中間連結会計期間

(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度要約連結
キャッシュ・フロー計算
書
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　社債の発行による収
入

 39,998 39,923 39,992

２　社債の償還による支
出

 △6,000 △20,038 △16,000

３　短期借入による収入  47,613 28,709 37,011

４　短期借入金の返済に
よる支出

 △44,810 △38,076 △49,832

５　長期借入による収入  1,834 546 12,732

６　長期借入金の返済に
よる支出

 △57 △615 △71

７　少数株主への株式発
行による収入

 ― 919 648

８　自己株式の取得・処
分による収支

 △15 △16 △36

９　配当金の支払額  △2,508 △3,169 △2,508

10  少数株主への配当金
の支払額

 △123 △153 △175

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 35,931 8,030 21,760

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △467 552 376

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

 5,966 385 8,265

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 38,960 47,510 38,960

Ⅶ　連結子会社の異動によ
る現金及び現金同等物
期首残高

 285 99 285

Ⅷ　現金及び現金同等物の
(中間)期末残高

 45,212 47,996 47,510
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　     53社

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　     55社

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　     　54社

主要な連結子会社の名称

「1 企業集団の状況」に記載し

ています。

主要な連結子会社の名称

同左

主要な連結子会社の名称

同左

連結の範囲に関する重要性の判断

基準に従って以下の子会社を連結

の範囲に含めることとしました。

連結の範囲に関する重要性の判断

基準に従って以下の子会社を連結

の範囲に含めることとしました。

連結の範囲に関する重要性の判断

基準に従って以下の子会社を連結

の範囲に含めることとしました。

荏原機電㈱

烟台荏原空調設備有限公司

荏原環境エンジニアリング㈱

Elliott Ebara Servicos para 

Equipamentos Rotativos Ltda.

㈱由倉

㈱由倉は平成18年6月付で荏原

ハイドロテック㈱を存続会社と

する合併を行いました。存続会

社は合併日をもって商号を㈱荏

原由倉ハイドロテックに変更し

ました。

荏原機電㈱

烟台荏原空調設備有限公司

Elliott Ebara Middle East 

Maintenance W.L.L.

以下の会社は会社清算のため連結

の範囲から除いています。

荏原テクノシステム(株)

以下の会社は持分の一部売却によ

り関連会社となったため、連結の

範囲から除いています。

ITエンジニアリング㈱

以下の会社は会社清算のため連結

の範囲から除いています。

荏原テクノシステム㈱

(2）主要な非連結子会社の名称

台湾荏原電産股份有限公司

P.T.Ebara Indonesia 

(2）主要な非連結子会社の名称

同左

(2）主要な非連結子会社の名称

同左

(3）非連結子会社は、その総資産、

売上高、中間純損益及び利益剰

余金等のいずれも重要性が乏し

いため連結の範囲から除いてい

ます。

(3）非連結子会社は、その総資産、

売上高、中間純損益及び利益剰

余金等のいずれも重要性が乏し

いため連結の範囲から除いてい

ます。

(3）非連結子会社は、その総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰

余金等のいずれも重要性が乏し

いため連結の範囲から除いてい

ます。

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社

数

なし

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社

数

1社

重要性の判断基準にしたがって以

下の会社に持分法を適用しました。

Ebara Espana Bombas S.A.

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社

数

なし

(2）持分法を適用した関連会社数

なし

(2）持分法を適用した関連会社数

2社

重要性の判断基準にしたがって以

下の会社に持分法を適用しました。

ITエンジニアリング㈱

㈱イービーム

(2）持分法を適用した関連会社数

なし
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前中間連結会計期間
(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

(3）持分法を適用しない主要な非連

結子会社及び関連会社の名称

（非連結子会社）

主要な非連結子会社の名称に

同じ

(3）持分法を適用しない主要な非連

結子会社及び関連会社の名称

（非連結子会社）

同左

(3）持分法を適用しない主要な非連

結子会社及び関連会社の名称

（非連結子会社）

同左

（関連会社）

Hyosung－Ebara Co., Ltd.

（関連会社）

同左

（関連会社）

同左

(4）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社は、その中間純

損益及び利益剰余金等のいずれ

も重要性が乏しいため持分法の

適用の範囲から除いています。

(4）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社は、その中間純

損益及び利益剰余金等のいずれ

も重要性が乏しいため持分法の

適用の範囲から除いています。

(4）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社は、その当期純

損益及び利益剰余金等のいずれ

も重要性が乏しいため持分法の

適用の範囲から除いています。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

在外連結子会社及び荏原バラード

㈱、㈱荏原エリオットの中間決算

日は6月30日であり、中間連結財

務諸表の作成にあたっては、同日

現在の中間財務諸表を使用し、中

間連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な

調整を行っています。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

同左

３　連結子会社の事業年度等に関する

事項

在外連結子会社及び荏原バラード

㈱、㈱荏原エリオットの決算日は

12月31日です。

連結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整

を行っています。

４　会計処理基準に関する事項

(1）資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

４　会計処理基準に関する事項

(1）資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

４　会計処理基準に関する事項

(1）資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

時価のあるその他有価証券

中間連結会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入

法により処理し売却原価は

総平均法により算定）

時価のあるその他有価証券

中間連結会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し売却原価

は総平均法により算定）

時価のあるその他有価証券

連結会計年度末日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法によ

り処理し売却原価は総平均

法により算定）

時価のないその他有価証券

総平均法による原価法

時価のないその他有価証券

同左

時価のないその他有価証券

同左
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前中間連結会計期間
(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

②　たな卸資産

製品及び材料・貯蔵品は総平

均法（精密・電子事業は移動

平均法）による原価法、販売

用不動産及び仕掛品は個別原

価法を採用しています。

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の償却方法

①　有形固定資産

主として、法人税法に規定す

る方法と同一の基準による定

率法を採用しています。ただ

し、平成10年4月1日以降取得

した建物（(建物附属設備は

除く）については、定額法を

採用しています。

なお、取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産

については、一括償却資産と

して法人税法に規定する方法

により、3年間で均等償却す

る方法を採用しています。

(2）重要な減価償却資産の償却方法

①　有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の償却方法

①　有形固定資産

同左

また、在外連結子会社は定額

法によっています。

  

②　無形固定資産及び投資その他

の資産

主として、法人税法に規定す

る方法と同一の基準による定

額法を採用しています。ただ

し、ソフトウェア（自社利用

分）については社内における

見込利用可能期間（5年）に

基づく定額法を採用していま

す。

②　無形固定資産及び投資その他

の資産

同左

②　無形固定資産及び投資その他

の資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は実績繰入率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上してい

ます。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左
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前中間連結会計期間
(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

に充てるため、将来の支給見

込額に基づき計上しています。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、

当中間連結会計期末において

発生していると認められる額

を計上しています。

③　役員賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、

当連結会計期末において発生

していると認められる額を計

上しています。

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しています。

数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数を償却期間

とする定率法により、残高の

一定割合を翌連結会計年度よ

り費用処理しています。

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当連結会

計期間末において発生してい

ると認められる額を計上して

います。

数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数を償却期間

とする定率法により、残高の

一定割合を翌連結会計年度よ

り費用処理しています。

⑤　役員退職慰労引当金

当社及び国内連結子会社は、

役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく中間

期末要支給額を引当計上して

います。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　役員退職慰労引当金

当社及び国内連結子会社は、

役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく期末

要支給額を引当計上していま

す。

⑥　投資評価引当金

関係会社株式の価値の減少に

備えるため、為替の著しい変

動および投資先の財政状態の

実情を勘案し、見積計上して

います。

⑥　投資評価引当金

同左

⑥　投資評価引当金

同左

⑦　債務保証損失引当金

関係会社に係る債務保証の損

失に備えるため、当該関係会

社の資産内容を勘案して損失

見込額を計上しています。

⑦　債務保証損失引当金

同左

⑦　債務保証損失引当金

同左
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前中間連結会計期間
(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

⑧　完成工事保証損失引当金

完成工事に係る瑕疵担保費用

の支出に備えるため、完成工

事高に対し合理的に算出した

発生比率を乗じた見積保証額

を計上しています。

⑧　完成工事保証損失引当金

同左

⑧　完成工事保証損失引当金

同左

⑨　工事損失引当金

請負工事の損失発生に備える

ため、未引渡工事のうち損失

が発生する可能性が高く、工

事損失額を期末において合理

的に見積ることができる工事

については、当該損失見込額

を引当計上しています。 

⑨　工事損失引当金

同左

⑨　工事損失引当金

同左

⑩　―――――

 

⑩　訴訟損失引当金

訴訟に対する損失に備えるた

め、損失見込額を計上してい

ます。

⑩　―――――

 

⑪　―――――

 

⑪  独禁法違反に係る損失引当金

独占禁止法違反に係る損失に

備えるため、損失見込額を計

上しています。

⑪　―――――

 

(4）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

わる方法に準じた会計処理に

よっています。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用してい

ます。また、為替予約、通貨

オプション等が付されている

外貨建金銭債権債務について

は振当処理を行い、特例処理

の要件を満たす金利スワップ

については特例処理を採用し

ています。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引、通貨スワッ

プ取引、金利スワップ取引

等

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

外貨建資産・負債の保有及

び予定取引に係る為替変動

リスク、資金の運用・調達

に係る金利変動リスク

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左
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前中間連結会計期間
(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

③　ヘッジ方針

当社の内部規定であるリスク

管理方針、関係会社向けの資

金運用管理規定に基づき、為

替変動リスク及び金利変動リ

スクをヘッジしています。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

上記②に係る金利変動リスク

ヘッジ取引開始から有効性

判定時点までのヘッジ対象

及びヘッジ手段それぞれの

キャッシュ・フロー変動の

累計を比較し、ヘッジの有

効性を判定しています。但

し、特例処理の用件を満た

す金利スワップについては

有効性の判定を省略してい

ます。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

 

上記②に係る為替変動リスク

ヘッジ取引毎にヘッジ対象

とヘッジ手段の対応を確認

することで有効性の判定に

代えています。

 

 

 

 

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

税抜方式を採用しています。

①　消費税等の会計処理

同左

①　消費税等の会計処理

同左

②　連結納税制度の適用

当中間連結期間から連結納税

制度を適用しています。 

②　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用していま

す。

②　連結納税制度の適用 

当連結会計年度から連結納税

制度を適用しています。

③　収益の計上基準

工期1年超かつ請負金額1億円

以上の長期請負工事について

は、工事進行基準を適用して

います。

なお、工事進行基準によった

売上高は31,130百万円です。

③　収益の計上基準

工期1年超かつ請負金額1億円

以上の長期請負工事について

は、工事進行基準を適用して

います。

なお、工事進行基準によった

売上高は41,310百万円です。

③　収益の計上基準

工期1年超かつ請負金額1億円

以上の長期請負工事について

は、工事進行基準を適用して

います。

なお、工事進行基準によった

売上高は106,505百万円です。

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同

等物）は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期

投資からなっています。

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない短期投

資からなっています。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

(固定資産の減損に係る会計基準)

当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成14

年8月9日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第6号 平成15年10月

31日)を適用しております。

この変更により、従来の方法によっ

た場合に比べ税金等調整前中間純損

失が452百万円多く計上されていま

す。

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準)

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準第5号 平成

17年12月9日) 及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」(企業会計基準適用

指針第8号 平成17年12月9日)を適用

しております。

これまでの資本の部に相当する金額

は137,011百万円です。

なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、中間連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しておりま

す。 

(企業結合に係る会計基準)

当中間連結会計期間より、「企業結

合に係る会計基準」(企業会計審議

会 平成15年10月31日)及び「事業分

離等に関する会計基準」(企業会計

基準第7号 平成17年12月27日)並び

に「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」(企

業会計基準適用指針第10号 平成17

年12月27日)を適用しています。

(固定資産の減損に係る会計基準)

当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年8

月9日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第6号 平成15年10月31

日)を適用しています。

この変更により、従来の方法によっ

た場合に比べ税金等調整前当期純利

益が459百万円少なく計上されてい

ます。

なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除しており

ます。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

（中間連結貸借対照表）

①前中間連結会計期間において投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示していた「繰延税金資産(固定)」

(前中間連結会計期間25,953百万円)は総資産100分の5

を超えることとなったため、当中間連結会計期間から

区分掲記することに変更しました。

②証券取引法の改正により、投資事業有限責任組合への

出資が有価証券とみなされることとなりました。これ

に伴い、従来「投資その他の資産」の「その他」に含

めて表示していた当該出資金を当中間連結会計期間よ

り「投資有価証券」に含めて表示しています。なお、

当該出資金の金額は前中間連結会計期間においては207

百万円、当中間連結会計期間においては182百万円で

す。

―――――
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注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間
(平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(平成18年9月30日)

前連結会計年度
(平成18年3月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

164,324百万円です。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

168,155百万円です。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

165,112百万円です。

※２　担保資産 ※２　担保資産 ※２　担保資産

（借入金の担保） （借入金の担保） （借入金の担保）

建物及び構築物   1,542百万円

機械装置及び運搬具 11,621百万円

その他の有形固定資

産
793百万円

投資有価証券 4,111百万円

計 18,069百万円

建物及び構築物 1,528百万円

機械装置及び運搬具 11,148百万円

その他の有形固定資

産
824百万円

投資有価証券 4,579百万円

その他 13百万円

計 18,094百万円

建物及び構築物   1,570百万円

機械装置及び運搬具 11,472百万円

その他の有形固定資

産
824百万円

投資有価証券 5,284百万円

計 19,151百万円

借入金額 借入金額 借入金額

短期借入金 1,484百万円

長期借入金 5,849百万円

短期借入金 1,504百万円

長期借入金 10,153百万円

短期借入金 1,504百万円

長期借入金 10,605百万円

上記のうち財団抵当に供しているもの

が以下のとおりあります。

上記のうち財団抵当に供しているもの

が以下のとおりあります。

上記のうち財団抵当に供しているもの

が以下のとおりあります。

建物及び構築物 984百万円

機械装置及び運搬具 175百万円

その他の有形固定資

産
501百万円

計 1,662百万円

建物及び構築物 931百万円

機械装置及び運搬具 158百万円

その他の有形固定資

産
501百万円

計 1,591百万円

建物及び構築物 957百万円

機械装置及び運搬具 175百万円

その他の有形固定資

産
501百万円

計 1,634百万円

借入金額 借入金額 借入金額

短期借入金 834百万円

長期借入金 362百万円

短期借入金 834百万円

長期借入金 128百万円

短期借入金 834百万円

長期借入金 245百万円

（借入目的以外の担保） （借入目的以外の担保） （借入目的以外の担保）

投資有価証券 546百万円

その他の投資 130百万円

投資有価証券 546百万円

その他の投資 30百万円

投資有価証券 546百万円

その他の投資 130百万円

３　偶発債務 ３　偶発債務   ３　偶発債務

(1）従業員の銀行借入に対する保証 (1）従業員の銀行借入に対する保証 (1）従業員の銀行借入に対する保証

1,253百万円 1,079百万円 1,193百万円

(2）非連結子会社及び関連会社の銀行借

入に対する保証

(2）非連結子会社及び関連会社の銀行借

入に対する保証

(2）非連結子会社及び関連会社の銀行借

入に対する保証

青森リニューアブ

ル・エナジー・リ

サイクリング㈱

  1,329百万円

㈱イースクエア 3,115百万円

㈱イーユーピー 1,022百万円

波崎ウインドファー

ム㈱
1,270百万円

その他15社 2,932百万円

青森リニューアブ

ル・エナジー・リ

サイクリング㈱

1,050百万円

㈱イースクエア 2,817百万円

波崎ウインドファー

ム㈱
1,270百万円

その他16社 4,038百万円

青森リニューアブ

ル・エナジー・リ

サイクリング㈱

1,179百万円

㈱イースクエア 2,966百万円

波崎ウインドファー

ム㈱
  1,270百万円

その他16社 3,295百万円

(3）取引先の銀行借入に対する保証 (3）取引先の銀行借入に対する保証 (3）取引先の銀行借入に対する保証

㈱大岩機器工業所 4,961百万円

㈱トーメンパワー寒

川
181百万円

㈱大岩マシナリー 4,125百万円

㈱トーメンパワー寒

川
181百万円

㈱大岩機器工業所 4,086百万円

㈱トーメンパワー寒

川
181百万円

(4）――――― (4）手形債権流動化に伴う買戻し義務額

1,552百万円

(4）手形債権流動化に伴う買戻し義務額

5,964百万円

(5）――――― (5）中間連結会計期間末日満期手形の処

理

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもっ

て決済処理しています。なお、当中

間連結会計期間の末日が金融機関の

休日であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連結会計

期間末残高に含まれています。

受取手形 3,073百万円

支払手形 6,208百万円

(5）―――――
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前中間連結会計期間
(平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(平成18年9月30日)

前連結会計年度
(平成18年3月31日)

  ４　　　　　　―――――   ４　当座貸越契約およびコミットメントラ

イン

当社においては、代替流動性の充実を

目的に当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりです。

種別  

当座貸越極度額 12,700百万円

コミットメントライ

ン
36,600百万円

借入実行残高 ―百万円

 差引額 49,300百万円

  ４　当座貸越契約およびコミットメントラ

イン

当社においては、代替流動性の充実を

目的に当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりです。

種別  

当座貸越極度額 12,700百万円

コミットメントライ

ン
37,800百万円

借入実行残高 ―百万円

 差引額 50,500百万円
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(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間
(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

販売手数料 2,506百万円

荷造費・輸送費 2,427百万円

販売促進費 568百万円

貸倒引当金繰入 9百万円

人件費 16,700百万円

賞与引当金繰入 1,085百万円

役員賞与引当金繰入 56百万円

退職給付費用 1,549百万円

賃借料・リース料 1,473百万円

役員退職慰労引当金繰

入
104百万円

旅費交通費 1,977百万円

租税公課 722百万円

減価償却費 1,525百万円

連結調整勘定償却 359百万円

研究開発費 4,464百万円

販売手数料 2,200百万円

荷造費・輸送費 2,014百万円

販売促進費 581百万円

人件費 16,996百万円

賞与引当金繰入 1,278百万円

役員賞与引当金繰入 29百万円

退職給付費用 1,433百万円

賃借料・リース料 1,718百万円

役員退職慰労引当金繰

入
102百万円

旅費交通費 2,049百万円

租税公課 664百万円

減価償却費 1,346百万円

のれん償却 349百万円

研究開発費 4,506百万円

販売手数料 4,847百万円

荷造費・輸送費 4,894百万円

販売促進費 1,366百万円

人件費 34,925百万円

賞与引当金繰入 1,240百万円

役員賞与引当金繰入 107百万円

退職給付費用 2,949百万円

賃借料・リース料 3,523百万円

役員退職慰労引当金繰

入
183百万円

旅費交通費 4,069百万円

租税公課 1,628百万円

減価償却費 3,288百万円

連結調整勘定償却 1,110百万円

研究開発費 10,883百万円

※２　当社及び連結子会社の売上高は、公共

事業が占める割合が大きいため、連結

会計年度の上半期と下半期との間に著

しい変動があります。

※２　　　　　　　同左 ※２　　　　　―――――

※３　固定資産売却益の内訳 ※３　固定資産売却益の内訳 ※３　固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 530百万円

機械装置及び運搬具 16百万円

その他 1,288百万円

計 1,835百万円

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 4百万円

その他 2百万円

計 7百万円

建物及び構築物   530百万円

機械装置及び運搬具 47百万円

その他 4,190百万円

計 4,768百万円

※４　固定資産売却損の内訳 ※４　固定資産売却損の内訳 ※４　固定資産売却損の内訳

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 26百万円

その他 1百万円

計 29百万円

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 18百万円

その他 47百万円

計 66百万円

建物及び構築物 13百万円

機械装置及び運搬具 76百万円

その他 13百万円

計 104百万円

※５　減損損失

(1）減損損失を認識した資産グループの

概要

用途 種類 場所

営業所用地 土地  千葉県千葉市

風力発電設

備
機械装置

青森県野辺地

町

社宅等 土地
神奈川県藤沢

市

(2）資産のグルーピングの概要

当社グループの資産のグルーピングは、

事業の種類別セグメントを基にしてい

ますが、遊休資産については個々の物

件をグルーピングの単位としています。

(3）減損損失の認識に至った経緯

「営業所用地」及び「社宅等」は市場

価格が下落したため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額しました。

「風力発電設備」は継続して営業損益

が悪化しているため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額しました。

※５　―――――

 

 

 

 

 

※５　減損損失

(1）減損損失を認識した資産グループの

概要

用途 種類 場所

営業所用地 土地  千葉県千葉市

風力発電設

備
機械装置

青森県野辺地

町

社宅等 土地
神奈川県藤沢

市

(2）資産のグルーピングの概要

当社グループの資産のグルーピングは、

事業の種類別セグメントを基にしてい

ますが、遊休資産については個々の物

件をグルーピングの単位としています。

(3）減損損失の認識に至った経緯

「営業所用地」及び「社宅等」は市場

価格が下落したため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額しました。

「風力発電設備」は継続して営業損益

が悪化しているため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額しました。
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前中間連結会計期間
(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

(4）回収可能価額の算定方法

「営業所用地」及び「社宅等」の回収

可能価額は、正味売却価額により測定

しており、固定資産税評価額等を基礎

として算定しています。

「風力発電設備」の回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを2.9%で割り引い

て算定しています。

 

 

(4）回収可能価額の算定方法

「営業所用地」及び「社宅等」の回収

可能価額は、正味売却価額により測定

しており、固定資産税評価額等を基礎

として算定しています。

「風力発電設備」の回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを2.9%で割り引い

て算定しています。

(5）減損損失の金額

土地 366百万円

機械装置 85百万円

建物及び構築物 0百万円

計 452百万円

 (5）減損損失の金額

土地    366百万円

機械装置 92百万円

建物及び構築物 0百万円

計 459百万円

 

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)

１　発行済株式及び自己株式に関する事項

前連結会計年度末株
式数(株)

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

当中間連結会計期間
末株式数(株)

発行済株式

普通株式 422,724,750 908 ― 422,725,658

合計 422,724,750 908 ― 422,725,658

自己株式

普通株式 110,650 40,466 7,705 143,411

合計 110,650 40,466 7,705 143,411

 (注) １ 普通株式の発行済株式数の増加908株は、転換社債の転換による増加です。

２ 普通株式の自己株式の株式数の増加40,466株は、単元未満株式の買取による増加です。

３ 普通株式の自己株式の株式数の減少7,705株は、単元未満株式の売却による減少です。

２　配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 3,169 7.5 平成18年3月31日 平成18年6月30日

 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間
(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金  44,834百万円

有価証券 378百万円

計 45,212百万円

現金及び現金同等物 45,212百万円

現金及び預金 47,995百万円

有価証券    0百万円

計 47,996百万円

現金及び現金同等物  47,996百万円

現金及び預金 47,509百万円

有価証券 0百万円

計 47,510百万円

現金及び現金同等物 47,510百万円

(有価証券関係)

１　時価のある有価証券

区分
前中間連結会計期間
(平成17年9月30日)

（百万円）

当中間連結会計期間
(平成18年9月30日)

（百万円）

前連結会計年度
(平成18年3月31日)

（百万円）

満期保有目的の債券    

上場国債    

（中間）連結貸借対照表計上額 9 ― ―

時価 10 ― ―

差額 0 ― ―

その他有価証券    

株式    

取得原価 15,919 15,255 13,518

（中間）連結貸借対照表計上額 33,255 35,446 35,973

差額 17,336 20,190 22,455

　（注）　当社グループの減損処理は、個々の銘柄の時価が取得価額に比し50％以上下落した場合、行うものとしていま

す。また、過去3年連続して下落率が30％以上50％未満で推移している場合には、時価が著しく下落したと判断

し、3年目の末日の時価を以って貸借対照表価額とし、評価差額を3年目の損失として処理しています。

２　時価評価されていない主な有価証券

区分
前中間連結会計期間
(平成17年9月30日)

（百万円）

当中間連結会計期間
(平成18年9月30日)

（百万円）

前連結会計年度
(平成18年3月31日)

（百万円）

満期保有目的の債券    

非上場外国国債 6 6 6

計 6 6 6

その他有価証券    

非上場株式 8,760 8,210 9,304

関係会社株式 8,169 8,928 8,462

投資事業有限責任組合出資金 182 179 180

その他 377 ― ―

計 17,490 17,318 17,947
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(セグメント情報)

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)

 
風水力事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（百万円）

精密・電子
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 95,164 47,945 37,321 180,431 ― 180,431

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
642 2,269 96 3,008 (3,008) ―

計 95,807 50,215 37,418 183,440 (3,008) 180,431

営業費用 104,011 59,223 37,179 200,414 (2,840) 197,574

営業利益又は営業損失（△） △8,204 △9,008 239 △16,974 (168) △17,142

Ⅱ．資産・減価償却費及び資本的

支出
      

資産 218,043 118,270 118,010 454,324 92,785 547,110

減価償却費 2,607 1,712 1,573 5,893 (12) 5,880

資本的支出 1,973 675 1,824 4,473 (48) 4,424

　（注）１　事業区分の方法

当社グループの事業区分は、内部管理上採用している風水力事業、エンジニアリング事業、精密・電子事業

に区分しています。

  　各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

風水力事業
ポンプ、送風機、圧縮機、タービン、冷熱機械、風水力プラント、風水力シス

テムエンジニアリング

エンジニアリング事業
環境改善装置、都市ごみ焼却プラント、原子力関連装置、各種プラント及び装

置、環境システムエンジニアリング、工業薬品、その他製品、その他事業

精密・電子事業 真空ポンプ、半導体産業用各種機器・装置

 ２　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は96,861百万円であり、その主なものは、当社の現

金及び現金同等物、投資有価証券の一部、繰延税金資産等です。

 ３　減価償却費及び資本的支出には、無形固定資産、長期前払費用とそれらの償却額が含まれています。
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当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)

 
風水力事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（百万円）

精密・電子
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 106,046 46,770 41,625 194,442 ― 194,442

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
583 2,326 134 3,044 (3,044) ―

計 106,629 49,097 41,759 197,486 (3,044) 194,442

営業費用 110,707 61,984 38,458 211,150 (2,830) 208,320

営業利益又は営業損失（△） △4,077 △12,887 3,300 △13,664 (214) △13,878

Ⅱ．資産・減価償却費及び資本的

支出
      

資産 244,100 111,477 129,471 485,049 80,217 565,266

減価償却費 2,482 1,714 1,867 6,063 (12) 6,051

資本的支出 2,786 1,809 1,729 6,324 (46) 6,278

　（注）１　事業区分の方法

当社グループの事業区分は、内部管理上採用している風水力事業、エンジニアリング事業、精密・電子事業

に区分しています。

  　各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

風水力事業
ポンプ、送風機、圧縮機、タービン、冷熱機械、風水力プラント、風水力シス

テムエンジニアリング

エンジニアリング事業
環境改善装置、都市ごみ焼却プラント、原子力関連装置、各種プラント及び装

置、環境システムエンジニアリング、工業薬品、その他製品、その他事業

精密・電子事業 真空ポンプ、半導体産業用各種機器・装置

 ２　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は83,844百万円であり、その主なものは、当社の現

金及び現金同等物、投資有価証券の一部、繰延税金資産等です。

 ３　減価償却費及び資本的支出には、無形固定資産、長期前払費用とそれらの償却額が含まれています。
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前連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

 
風水力事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（百万円）

精密・電子
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 252,741 172,823 89,392 514,957 ― 514,957

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,865 5,654 331 8,851 (8,851) ―

計 255,606 178,478 89,723 523,809 (8,851) 514,957

営業費用 248,419 179,065 85,092 512,578 (8,523) 504,054

営業利益又は営業損失（△） 7,186 △587 4,631 11,230 (328) 10,902

Ⅱ．資産・減価償却費及び資本的

支出
      

資産 249,860 144,832 121,677 516,371 76,259 592,631

減価償却費 5,415 3,633 3,426 12,475 (25) 12,449

資本的支出 6,063 3,445 5,470 14,978 (140) 14,838

　（注）１　事業区分の方法

当社グループの事業区分は、内部管理上採用している風水力事業、エンジニアリング事業、精密・電子事業

に区分しています。

各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

風水力事業
ポンプ、送風機、圧縮機、タービン、冷熱機械、風水力プラント、風水力シス

テムエンジニアリング

エンジニアリング事業
環境改善装置、都市ごみ焼却プラント、原子力関連装置、各種プラント及び装

置、環境システムエンジニアリング、工業薬品、その他製品、その他事業

精密・電子事業 真空ポンプ、半導体産業用各種機器・装置

 ２　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は86,487百万円であり、その主なものは、当社の現

金及び現金同等物、投資有価証券の一部、繰延税金資産等です。

 ３　減価償却費及び資本的支出には、無形固定資産、長期前払費用とそれらの償却額が含まれています。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
その他

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 146,514 22,274 11,643 180,431 ― 180,431

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,404 1,260 3,292 8,958 (8,958) ―

計 150,918 23,535 14,935 189,389 (8,958) 180,431

営業費用 166,821 25,509 14,487 206,818 (9,244) 197,574

営業利益又は営業損失（△） △15,902 △1,974 448 △17,428 286 △17,142

Ⅱ．資産 427,601 51,526 30,248 509,376 37,734 547,110

　（注）１　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は96,861百万円であり、その主なものは、当社の現

金及び現金同等物、投資有価証券の一部、繰延税金資産等です。

　２　日本、北米以外の国または地域は複数のセグメントに区分する重要性が低いため、「その他」として一括掲

載しています。

３　「その他の地域」に属する国または地域

イタリア、ドイツ、中国、フィリピン、台湾、シンガポール、ブラジル、韓国

４　当中間連結会計期間より従来「その他」に含めていた「北米」はその重要性が増したため区分掲記すること

としました。

なお、変更後の区分方法によった前中間連結会計期間及び前連結会計年度の「北米」の金額は以下のとおり

です。

 
前中間連結会計期間

（百万円）
前連結会計年度
（百万円）

Ⅰ．売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 19,574 41,201

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 1,270 3,314

計 20,845 44,516

営業費用 22,351 45,513

営業利益又は営業損失（△） △1,505 △997

Ⅱ．資産
48,378 43,994
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当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
その他

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 154,296 25,605 14,540 194,442 ― 194,442

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
8,232 817 2,981 12,030 (12,030) ―

計 162,528 26,422 17,521 206,472 (12,030) 194,442

営業費用 177,839 25,768 16,332 219,940 (11,620) 208,320

営業利益又は営業損失（△） △15,310 654 1,188 △13,467 (410) △13,878

Ⅱ．資産 467,804 52,116 34,944 554,865 10,401 565,266

　（注）１　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は83,844百万円であり、その主なものは、当社の現

金及び現金同等物、投資有価証券の一部、繰延税金資産等です。

２　「その他の地域」に属する国または地域

イタリア、ドイツ、中国、フィリピン、台湾、シンガポール、ブラジル、韓国、マレーシア

前連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
その他

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 435,467 53,364 26,125 514,957 ― 514,957

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
12,949 4,440 6,752 24,143 (24,143) ―

計 448,416 57,805 32,878 539,100 (24,143) 514,957

営業費用 435,898 59,095 32,084 527,078 (23,023) 504,054

営業利益又は営業損失（△） 12,518 △1,290 793 12,021 (1,119) 10,902

Ⅱ．資産 492,274 54,773 31,008 578,056 14,575 592,631

　（注）１　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は86,487百万円であり、その主なものは、当社の現

金及び現金同等物、投資有価証券の一部、繰延税金資産等です。

２　「その他の地域」に属する国または地域

イタリア、ドイツ、中国、フィリピン、台湾、シンガポール、ブラジル、韓国、マレーシア
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)

 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 20,554 15,598 17,918 54,071

Ⅱ　連結売上高（百万円）    180,431

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
11.4 8.6 9.9 30.0

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）アジア　　　　台湾、韓国、中国

(2）北米　　　　　米国

(3）その他の地域　カタール、ドイツ、イタリア、イギリス、イラン

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。

当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)

 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 21,811 17,461 22,370 61,643

Ⅱ　連結売上高（百万円）    194,442

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
11.2 9.0 11.5 31.7

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）アジア　　　　台湾、中国、韓国

(2）北米　　　　　米国

(3）その他の地域　イタリア、イギリス、カタール、サウジアラビア

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。

前連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 57,739 34,752 45,122 137,614

Ⅱ　連結売上高（百万円）    514,957

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
11.2 6.7 8.8 26.7

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）アジア　　　　台湾、中国、韓国

(2）北米　　　　　米国

(3）その他の地域　カタール、イタリア、イラン、ドイツ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。
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（リース取引関係） 

EDINETによる開示を行っているため記載を省略しています。

 

 

（デリバティブ取引関係） 

EDINETによる開示を行っているため記載を省略しています。

 

 

（ストック・オプション等関係）

ストック・オプション制度を採用していないため、該当事項はありません。

－ 37 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで)

前連結会計年度
(平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで)

１株当たり純資産額     281.12円

１株当たり中間純損失     33.35円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
―円

１株当たり純資産額 324.23円

１株当たり中間純損失 28.36円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
―円

１株当たり純資産額 363.68円

１株当たり当期純利益 9.11円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
    8.89円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、中間純損失が計上さ

れているため、記載していません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、中間純損失が計上さ

れているため、記載していません。

 

１株当たり中間純損失の算定上の基礎

となる事項

１株当たり中間純損失の算定上の基礎

となる事項

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

となる事項

(1）中間連結損益計算書上の中間純損

失

(1）中間連結損益計算書上の中間純損

失

(1）損益計算書上の当期純利益

      11,155百万円 11,986百万円            3,349百万円

(2）普通株式に係る中間純損失

      11,155百万円

(2）普通株式に係る中間純損失

11,986百万円

(2）普通株式に係る当期純利益

           3,349百万円

(3）普通株式の期中平均株式数

           334,507,184株

(3）普通株式の期中平均株式数

422,598,456株

(3）普通株式の期中平均株式数

367,845,960株

(4）希薄化効果を有しないため潜在株

式調整後１株当たり中間純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の

概要

銘柄　　　　　　　潜在株式数

第３回無担保転換社債

          18,170,997株

第５回無担保転換社債型新株予約

権付社債

          1,480,221株

(4）希薄化効果を有しないため潜在株

式調整後１株当たり中間純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の

概要

銘柄　　　　　　　潜在株式数

2011年満期ユーロ円建転換社債型

新株予約権付社債

946,230株

2013年満期ユーロ円建転換社債型

新株予約権付社債

946,230株

(4）希薄化効果を有しないため潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の

概要

―――――

(5）潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に用いられた当期純利

益調整額の主要な内訳

―――――

(5）潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に用いられた当期純利

益調整額の主要な内訳

―――――

(5）潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に用いられた当期純利

益調整額の主要な内訳

当期純利益調整額 80百万円

(うち支払利息(税額相

当額控除後))
(77百万円)

(うち利払事務手数料

(税額相当額控除後))
   (2百万円)

(6）潜在株式調整後1株当たり当期純

利益の算定に用いられた普通株式

の増加数の主な内訳 

―――――

(6）潜在株式調整後1株当たり当期純

利益の算定に用いられた普通株式

の増加数の主な内訳 

―――――

(6）潜在株式調整後1株当たり当期純

利益の算定に用いられた普通株式

の増加数の主な内訳 

普通株式の増加数 18,170,997株

(うち新株予約権付社

債) 
(18,170,997株)
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
(平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(平成18年9月30日)

前連結会計年度
(平成18年3月31日)

(新株予約権の行使状況)

当中間連結会計期間終了後、第5回無

担保転換社債型新株予約権付社債の

権利行使により、新株への転換が行

われました。その概要は次のとおり

です(平成17年11月18日現在)。

(1）行使額面総額

17,000百万円

(2）資本増加額

8,527百万円

(3）資本準備金増加額

8,472百万円

(4）増加した株式の種類及び数

普通株式　　38,583,748株

(5）新株の配当起算日

平成17年10月1日

(固定資産の譲渡)

平成17年11月21日、当社は財務体質

の改善を図るため、次のとおり固定

資産を譲渡する旨の取締役会決議を

行いました。

(1) 譲渡する相手会社の名称 

株式会社丸正産業 

(2) 譲渡資産の種類 

宅地(神奈川県藤沢市稲荷1丁

目-127-21他) 

(3) 譲渡前の使途 

社員寮、社宅及びその他敷地 

(4) 譲渡の時期 

平成17年12月20日 

(5) 譲渡価額 

3,465百万円 

―――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――
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５．生産、受注及び販売の状況
 １．生産の状況 （単位　百万円） 

前中間連結会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

風水力事業 93,156 99,343 227,712

エンジニアリング事業 19,508 19,128 90,239

精密・電子事業 30,187 32,719 65,046

合計 142,852 151,190 382,999

　（注）上記金額は製造業・建設業に属する当社及び連結子会社の生産高・工事高です。また、販売価格によっており、

消費税等は含んでいません。

 ２．受注の状況 （単位　百万円）

前中間連結会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

風水力事業 135,666 148,262 280,365

エンジニアリング事業 83,172 69,802 162,062

精密・電子事業 42,479 65,720 87,988

合計 261,318 283,785 530,416

　（注）上記金額は、販売価格によっており、消費税等は含んでいません。また、セグメント間取引消去後の金額です。

 ３．販売の状況 （単位　百万円）

前中間連結会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

風水力事業 95,164 106,046 252,741

エンジニアリング事業 47,945 46,770 172,823

精密・電子事業 37,321 41,625 89,392

合計 180,431 194,442 514,957

　（注）上記金額は、販売価格によっており、消費税等は含んでいません。また、セグメント間取引消去後の金額です。

 ４．受注残高の状況 （単位　百万円）

前中間連結会計期間
平成17年９月30日

当中間連結会計期間
平成18年９月30日

前連結会計年度
平成18年３月31日

風水力事業 153,638 187,972 145,197

エンジニアリング事業 188,520 125,960 145,237

精密・電子事業 37,173 55,061 31,045

合計 379,332 368,993 321,480

　（注）1. 上記金額は、販売価格によっており、消費税等は含んでいません。また、セグメント間取引消去後の金額です。

 2. 前連結会計年度のエンジニアリング事業の受注残高に含まれていたマレーシア国ガス化溶融炉建設工事プロ

ジェクトは、マレーシア国住宅自治省より解約通知書を受領したため、当中間連結会計期間の受注残高から除

いております。
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