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１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1）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おります。

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 90,436 5.8 △11,469 － △9,847 －

17年9月中間期 85,504 1.1 △15,661 － △10,296 －

18年3月期 268,366 2,990 5,731

中間(当期)純利益 1株当たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 △6,779 － △16 04

17年9月中間期 △6,054 － △18 10

18年3月期 3,015 8 20

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 無

③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あります。

(2）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おります。

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 433,801 142,963 33.0 338 31

17年9月中間期 436,545 102,163 23.4 305 43

18年3月期 461,563 154,230 33.4 364 94

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年9月中間期    143,411株 17年9月中間期 73,399株 18年3月期 110,650株

③17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。

２．平成19年3月期の業績予想（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 237,000 4,500 3,000

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期)　　 7円10銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年3月期 － 7.5 7.5

19年3月期（実績） － －
7.5

19年3月期（予想） － 7.5

 

 

※　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。



６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度要約貸借対照表
（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   20,665   19,029   20,894  

２　受取手形   12,309   14,844   7,211  

３　売掛金   84,043   81,072   139,576  

４　たな卸資産   51,486   46,022   43,259  

５　関係会社短期貸付
金

  22,869   24,082   17,899  

６　繰延税金資産   14,655   7,385   5,242  

７　その他 ※４  13,206   22,251   13,966  

８　貸倒引当金   △475   △1,150   △1,173  

流動資産合計   218,760 50.1  213,537 49.2  246,877 53.5

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産
※１
※２

         

１　建物及び構築物   23,143   21,711   22,269  

２　機械装置及び運
搬具

  9,598   10,552   11,054  

３　土地   17,310   17,137   17,165  

４　その他   5,315   6,944   6,107  

有形固定資産合計   55,368 12.7  56,345 13.0  56,597 12.3

(2）無形固定資産   7,626 1.7  6,838 1.6  7,367 1.6

(3）投資その他の資産           

１　投資有価証券 ※２  41,685   43,128   44,840  

２　関係会社株式 ※２  74,013   81,978   77,667  

３　繰延税金資産   26,598   24,183   20,808  

４　その他 ※２  28,692   29,225   28,167  

５　貸倒引当金   △4,374   △7,973   △7,291  

６　投資評価引当金   △11,824   △13,462   △13,471  

投資その他の資産
合計

  154,790 35.5  157,079 36.2  15,719 32.7

固定資産合計   217,785 49.9  220,263 50.8  214,685 46.5

資産合計   436,545 100.0  433,801 100.0  461,563 100.0

           

－ 1 －



  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度要約貸借対照表
（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   13,949   18,757   12,533  

２　買掛金   61,846   61,973   97,167  

３　短期借入金   68,925   58,388   60,143  

４　コマーシャルペー
パー

  5,000   ―   3,000  

５　一年内償還社債   10,000   ―   ―  

６　一年内償還転換社
債

  19,999   ―   19,999  

７　前受金   14,409   13,812   8,806  

８　賞与引当金   2,461   2,046   2,550  

９　完成工事保証損失
引当金

  3,885   1,721   1,951  

10　工事損失引当金   892   961   472  

11　訴訟損失引当金   ―   802   ―  

12　独禁法違反に係る
損失引当金

  ―   710   ―  

13　その他   6,001   8,950   9,063  

流動負債合計   207,370 47.5  168,124 38.8  215,688 46.7

Ⅱ　固定負債           

１　社債   44,000   44,000   44,000  

２　新株予約権付社債   40,000   40,000   ―  

３　長期借入金   27,062   23,710   31,846  

４　退職給付引当金   15,297   14,605   15,073  

５　役員退職慰労引当
金

  399   318   434  

６　債務保証損失引当
金

  243   74   283  

７　長期前受収益   8   4   6  

固定負債合計   127,012 29.1  122,712 28.3  91,644 19.9

負債合計   334,382 76.6  290,837 67.0  307,332 66.6

－ 2 －



  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度要約貸借対照表
（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 9.4  ― ―  61,283 13.3

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  45,264   ―   65,211   

資本剰余金合計   45,264 10.4  ― ―  65,211 14.1

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  7,177   ―   7,177   

２　中間(当期)未処分
利益又は中間(当
期)未処理損失
(△)

 △1,682   ―   7,387   

利益剰余金合計   5,494 1.3  ― ―  14,564 3.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  10,206 2.3  ― ―  13,224 2.9

Ⅴ　自己株式   △33 △0.0  ― ―  △54 △0.0

資本合計   102,163 23.4  ― ―  154,230 33.4

負債・資本合計   436,545 100.0  ― ―  461,563 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   ― ―  61,284 14.1  ― ―

２　資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   65,212   ―   

資本剰余金合計   ― ―  65,212 15.0  ― ―

３　利益剰余金           

(1) その他利益剰余
金

          

繰越利益剰余金  ―   4,615   ―   

利益剰余金合計   ― ―  4,615 1.1  ― ―

４　自己株式   ― ―  △70 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ―  131,041 30.2  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  ― ―  11,922 2.7  ― ―

２　繰延ヘッジ損益   ― ―  0 0.0  ― ―

評価・換算差額等合
計

  ― ―  11,922 2.7  ― ―

純資産合計   ― ―  142,963 33.0  ― ―

負債純資産合計   ― ―  433,801 100.0  ― ―

           

－ 3 －



(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（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）

前事業年度要約損益計算書
（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 ※６  85,504 100.0  90,436 100.0  268,366 100.0

Ⅱ　売上原価   83,916 98.1  84,814 93.8  228,313 85.1

売上総利益   1,587 1.9  5,622 6.2  40,053 14.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  17,249 20.2  17,092 18.9  37,063 13.8

営業利益又は営業
損失(△)

  △15,661 △18.3  △11,469 △12.7  2,990 1.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  8,686 10.2  3,697 4.1  11,482 4.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  3,321 3.9  2,075 2.3  8,742 3.3

経常利益又は経常
損失(△)

  △10,296 △12.0  △9,847 △10.9  5,731 2.1

Ⅵ　特別利益 ※４  1,973 2.3  484 0.5  9,809 3.7

Ⅶ　特別損失 ※５  4,650 5.4  2,333 2.6  7,939 3.0

税引前当期純利益
又は税引前中間純
損失(△)

  △12,973 △15.2  △11,697 △12.9  7,602 2.8

法人税、住民税及
び事業税

 △261   △286   △1,904   

法人税等調整額  △6,657 △6,919 △8.1 △4,631 △4,918 △5.4 6,491 4,586 1.7

当期純利益又は中
間純損失(△)

  △6,054 △7.1  △6,779 △7.5  3,015 1.1

前期繰越利益   4,371   ―   4,371  

自己株式処分差損   0   ―   0  

当期未処分利益又
は中間未処理損失
(△)

  △1,682   ―   7,387  

           

－ 4 －



(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）

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
資本準備金 利益準備金

その他利益剰

余金 利益剰余金合
計繰越利益剰余

金

平成18年3月31日残高(百万円) 61,283 65,211 7,177 7,387 14,564 △54 141,005

中間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  △3,169

中間純損失    △6,779 △6,779  △6,779

自己株式の取得     ― △20 △20

自己株式の処分    △0 △0 3 3

利益準備金取崩   △7,177 7,177 ―  ―

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額)
    ―  ―

中間会計期間中の変動額合計

(百万円)
0 0 △7,177 △2,771 △9,948 △16 △9,965

平成18年9月30日残高(百万円) 61,284 65,212 ― 4,615 4,615 △70 131,041

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年3月31日残高(百万円) 13,224 ― 13,224 154,230

中間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   ― △6,779

自己株式の取得   ― △20

自己株式の処分   ― 3

利益準備金取崩   ― ―

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額)
△1,302 0 △1,302 △1,302

中間会計期間中の変動額合計

(百万円)
△1,302 0 △1,302 △11,267

平成18年9月30日残高(百万円) 11,922 0 11,922 142,963

 (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。

－ 5 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（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）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）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。

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）たな卸資産

同左

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）たな卸資産

同左

(2）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(2）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(2）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

関係会社株式

総平均法による原価法

関係会社株式

同左

関係会社株式

総平均法による原価法

時価のあるその他有価証券

中間決算期末日の市場価格等

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

中間決算期末日の市場価格等

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

期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

総平均法による原価法

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

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　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産及び投資その他の

資産

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

－ 6 －



前中間会計期間
（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）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

３　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　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(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、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。なお、当中間会計

期間末の計上はありません。

(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、

当事業年度末に発生していると

認められる額を計上しています。

なお、当事業年度末の計上はあ

りません。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、

各事業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

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事業

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、

当事業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。

数理計算上の差異については、

各事業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

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事業

年度より費用処理しています。

(5）役員退職慰労引当金

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

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減少による

損失に備えるため、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

関係会社等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）

前事業年度
（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　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る方法に準

じた会計処理によっています。

４　リース取引の処理方法

同左

４　リース取引の処理方法

同左

５　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　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

５　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

同左

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

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
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前中間会計期間
（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）

前事業年度
（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

の要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

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっています。

６　その他中間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

同左

６　その他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

同左

(2）連結納税制度の適用 

当中間会計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 

当事業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、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20,413百万円です。

(3）収益の計上基準

工期1年超、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27,712百万円です。

(3）収益の計上基準

工期1年超、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81,769百万円です。
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中間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）

前事業年度
（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)を適用しています。この変更に

よる当中間会計期間への影響はあり

ません。

(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142,963百万円です。

なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、

改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。

（固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、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。この変更による

当事業年度への影響はありません。

(企業結合に係る会計基準)

当中間会計期間より、「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。

表示方法の変更

前中間会計期間
（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）

（中間貸借対照表）

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になりました。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

額は前中間会計期間においては207百万円、当中間会計

期間においては182百万円です。

 

―――――

 

 

追加情報

前中間会計期間
（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）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

――――― ――――― ―――――
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額

       104,483百万円               102,038百万円               102,167百万円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

（借入金の担保） （借入金の担保） （借入金の担保）

担保に供している資産
担保権設定の原因と
なっている債務

種類
中間期末
帳簿価額
（百万円）

担保権
の種類

内容
中間期末
残高
（百万円）

建物・
構築物

201

工場財
団抵当
権

短期借入金 500機械装
置

11

土地 4

建物・
構築物

783

工場財
団抵当
権

短期借入金 100

機械装
置

164
長期借入金
(内１年内
返済予定
額)

596
(234)

土地 496

建物・
構築物

557
抵当権

長期借入金
(内１年内
返済予定
額)

226
(65)

土地 292

投資有
価証券

4,081 質権

長期借入金
(内１年内
返済予定
額)

1,202
(133)

合計 6,593 ― 合計 2,624

担保に供している資産
担保権設定の原因と
なっている債務

種類
中間期末
帳簿価額
（百万円）

担保権
の種類

内容
中間期末
残高
（百万円）

建物・
構築物

193

工場財
団抵当
権

短期借入金 500機械装
置

11

土地 4

建物・
構築物

737

工場財
団抵当
権

短期借入金 100

機械装
置

147
長期借入金
(内１年内
返済予定
額)

362
(234)

土地 496

建物・
構築物

529
抵当権

長期借入金
(内１年内
返済予定
額)

161
(65)

土地 292

投資有
価証券

4,289 質権

長期借入金
(内１年内
返済予定
額)

6,069
(133)

合計 6,702 ― 合計 7,192

担保に供している資産
担保権設定の原因と
なっている債務

種類
期末帳簿
価額
（百万円）

担保権
の種類

内容
期末残高
（百万円）

建物・
構築物

197

工場財
団抵当
権

短期借入金 500機械装
置

11

土地 4

建物・
構築物

759

工場財
団抵当
権

短期借入金 100

機械装
置

164
長期借入金
(内１年内
返済予定
額)

479
(234)

土地 496

建物・
構築物

542
抵当権

長期借入金
(内１年内
返済予定
額)

193
(65)

土地 292

投資有
価証券

4,994 質権

長期借入金
(内１年内
返済予定
額)

6,135
(133)

合計 7,463 ― 合計 7,408

（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    540百万円

関係会社株式  6百万円

その他の投資    130百万円

投資有価証券      540百万円

関係会社株式   6百万円

その他の投資       30百万円

投資有価証券     540百万円

関係会社株式   6百万円

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）従業員住宅資金の銀行借入に対する

保証

(1）従業員住宅資金の銀行借入に対する

保証

(1）従業員住宅資金の銀行借入に対する

保証

     1,159百万円           965百万円           1,068百万円

(2）関係会社銀行借入に対する保証 (2）関係会社銀行借入に対する保証 (2）関係会社銀行借入に対する保証

連結会社 連結会社 連結会社

エコ・パワー㈱    9,308百万円

Ebara America

Corp.
   4,820百万円

Elliott Company    4,069百万円

Ebara Pumps Europe

S.p.A.
   2,861百万円

㈱荏原エージェン

シー
   1,931百万円

㈱荏原エリオット    1,800百万円

荏原ハマダ送風機㈱    1,000百万円

その他7社    3,457百万円

連結会社計   29,247百万円

Ebara America

Corp.
10,670百万円

エコ・パワー㈱   8,570百万円

Elliott Company   3,645百万円

Ebara Pumps Europe

S.p.A.
  2,848百万円

㈱荏原エリオット   1,600百万円

Ebara

Environmental

Engineering

(Malaysia)

  1,369百万円

㈱荏原エージェン

シー
  1,239百万円

Ebara 

International

Corporation

  1,136百万円

荏原ハマダ送風機㈱   1,000百万円

その他3社   1,066百万円

連結会社計  33,146百万円

Ebara America

Corp.
  10,670百万円

エコ・パワー㈱    8,979百万円

Elliott Company    4,817百万円

Ebara Pumps Europe

S.p.A.
   2,791百万円

㈱荏原エリオット    2,000百万円

㈱荏原エージェン

シー
   1,412百万円

荏原ハマダ送風機㈱    1,000百万円

その他6社    3,852百万円

連結会社計   35,523百万円
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

非連結会社 非連結会社 非連結会社

㈱イースクエア    3,115百万円

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

波崎ウインドファー

ム㈱

   1,270百万円

㈱イーユーピー    1,022百万円

その他15社    2,866百万円

非連結会社計   9,603百万円

㈱イースクエア    2,817百万円

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

波崎ウインドファー

ム㈱

   1,270百万円

その他16社    3,800百万円

非連結会社計    8,937百万円

㈱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

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

その他16社    3,234百万円

非連結会社計    8,649百万円

(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

㈱トーメンパワー寒

川
   181百万円

㈱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

(4）―――――

 

(4）―――――

 

(4）手形債券流動化に伴う買戻し義務額

 4,660百万円

(5）――――― (5）中間期末日満期手形の処理

中間期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、当中間会計期間

末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が期末残高に含

まれています。

受取手形 2,594百万円

支払手形 3,619百万円

(5）―――――

 

※４　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産のその他に含めて表

示しています。

※４　消費税等の取扱い

同左

  ４　　　　　―――――

 

  ５　　　　　　―――――   ５　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中間会計期間末

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

  ５　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事業年度末の借

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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(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
（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）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息    259百万円

受取配当金    8,015百万円

為替差益    283百万円

受取利息      244百万円

受取配当金    3,094百万円

為替差益     144百万円

受取利息     545百万円

受取配当金   10,298百万円

為替差益      431百万円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息    1,334百万円

貸倒引当金繰入損    1,684百万円

支払利息    1,126百万円

貸倒引当金繰入損      677百万円

支払利息    2,485百万円

貸倒引当金繰入損    5,297百万円

３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額

有形固定資産    2,396百万円

無形固定資産    953百万円

有形固定資産    2,511百万円

無形固定資産     923百万円

有形固定資産    5,202百万円

無形固定資産    1,904百万円

※４　特別利益の主要項目 ※４　特別利益の主要項目 ※４　特別利益の主要項目

固定資産売却益  1,811百万円

投資有価証券等売却益   16百万円

債務保証損失引当金戻

入益

  145百万円

固定資産売却益       1百万円

投資有価証券等売却益     272百万円

債務保証損失引当金戻

入益

     209百万円

固定資産売却益    4,708百万円

関係会社株式売却益      360百万円

投資有価証券等売却益    4,635百万円

債務保証損失引当金戻

入益

     105百万円

固定資産売却益の内訳 固定資産売却益の内訳 固定資産売却益の内訳

建物・構築物  530百万円

機械装置及び運搬具  0百万円

土地  1,280百万円

計  1,811百万円

工具・器具・備品   0百万円

土地       1百万円

計       1百万円

建物・構築物   530百万円

機械装置及び運搬具    0百万円

工具・器具・備品   7百万円

土地    4,169百万円

計    4,708百万円

※５　特別損失の主要項目 ※５　特別損失の主要項目 ※５　特別損失の主要項目

固定資産売却損  27百万円

固定資産廃却損    109百万円

投資有価証券等売却損    4百万円

投資有価証券等評価損   98百万円

投資評価引当金繰入損    4,409百万円

固定資産売却損    21百万円

固定資産廃却損       99百万円

関係会社等整理損       0百万円

投資有価証券等評価損     24百万円

課徴金     381百万円

投資評価引当金繰入損      294百万円

訴訟損失引当金繰入損      802百万円

独禁法違反に係る損失

引当金繰入損
     710百万円

固定資産売却損      34百万円

固定資産廃却損     956百万円

関係会社等整理損       25百万円

投資有価証券等売却損      19百万円

投資有価証券等評価損       99百万円

製品保証費用      747百万円

投資評価引当金繰入損    6,056百万円

固定資産売却損の内訳 固定資産売却損の内訳 固定資産売却損の内訳

建物・構築物  1百万円

機械装置及び運搬具  24百万円

土地  1百万円

その他  0百万円

計  27百万円

建物・構築物   0百万円

機械装置及び運搬具    18百万円

土地   3百万円

計    21百万円

建物・構築物     2百万円

機械装置及び運搬具     24百万円

工具・器具・備品    0百万円

土地   6百万円

計      34百万円

※６　業績の季節的変動 ※６　業績の季節的変動 ※６　　　　　―――――

当社の売上高は公共事業が占める割合

が大きいため、事業年度の上半期と下

半期との間に著しい変動があります。

同左  

(中間株主資本等変動計算書関係)

自己株式に関する事項

前事業年度末株式数
(株)

当中間会計期間増加
株式数(株)

当中間会計期間減少
株式数(株)

当中間会計期間末株
式数(株)

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。

2. 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。
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(有価証券関係)

前中間会計期間
（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）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。

同左 同左

　(重要な後発事象)

前中間会計期間
(平成17年9月30日)

当中間会計期間
(平成18年9月30日)

前事業年度
(平成18年3月31日)

(新株予約権の行使状況)

当中間会計期間終了後、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 

 ―――――

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　(リース取引関係)

EDINETによる開示を行なうため記載を省略しています。
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