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１．四半期財務情報の作成等に係る事項

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　：　有

　税効果計算に関して、簡便法を用いて計算しています。

(2）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

２．平成19年３月期第３四半期の業績（平成18年４月１日～平成18年12月31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 ％

19年３月期第３四半期 317,170 9.6 △12,974 － △12,701 －

18年３月期第３四半期 289,408 12.5 △20,387 － △21,669 －

(参考)18年３月期 514,957  10,902  7,731  

当期純利益 １株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年３月期第３四半期 △9,200 － △21 77 － －

18年３月期第３四半期 △11,659 － △33 35 － －

(参考)18年３月期 3,349  9 11 8 89

　（注）　売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(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

19年３月期第３四半期 605,221 145,540 23.2 332 73

18年３月期第３四半期 582,307 138,798 23.8 328 42

(参考)18年３月期 592,631 153,695 25.9 363 68

  （注） 18年３月期第３四半期および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

19年３月期第３四半期 4,483 △13,025 21,830 62,463

18年３月期第３四半期 △38,635 △1,704 52,227 50,594

(参考)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 57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） 5社　 （除外） 2社 持分法（新規） 3社　 （除外） -社



[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

(1）業績の全般的概況

　当第３四半期における国内の事業環境は、官公需市場が引き続き低調に推移する一方で、好調な企業収益を背景にし

た設備投資などの民間需要に牽引される形で景気回復が続きました。海外においては、米国や中国などのアジア諸国に

おいて景気が拡大し、欧州圏でも好景気が継続しました。

  このような事業環境のもと、当社グループは、国内民間市場及び海外市場での旺盛な需要に対応した営業活動を展開

し、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などにおいて、受注が好調に

推移しました。また、一部事業からの撤退や関係会社の清算・統合を含む事業再編を進めるとともに、新規事業や海外

事業などの重点部門への人員再配置、個別事業における各種コストダウン施策の推進などを通じて、外部環境の変化に

応じた事業遂行体制の整備・強化を図りました。

　当第３四半期における業績は、売上高3,171億70百万円(前年同期比9.6%増)、営業損失129億74百万円(前年同期比74億

12百万円改善)、経常損失127億1百万円(前年同期比89億68百万円改善)、当期純損失92億円(前年同期比24億58百万円改

善)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、売上高が第４四

半期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、国内市場においては、鉄鋼・化学業界をはじめとした民間市場の活発な設備投資を背景に、既存

設備の更新やアフター事業における需要の確実な取り込みに注力し、その結果、風水力機械の販売が堅調に推移しま

した。海外市場においては、世界的な活況が続いているオイル＆ガス業界やエネルギー関連業界などで、ポンプ・圧

縮機などの好調な受注が継続しました。一方、公共投資抑制の影響を受ける国内官公需市場においては、依然として

厳しい事業環境が続いています。その中で、外部環境変化に対応するため、社会システム事業をはじめとした事業再

編の推進、関係会社の経営体質強化等の諸施策を実施しました。

　その結果、当第３四半期における同事業の売上高は前年同期比12.2%増の1,683億63百万円、営業損失は前年同期比

56億28百万円改善して29億82百万円となりました。

エンジニアリング事業

　エンジニアリング事業では、国内官公需市場における受注環境が引き続き厳しい中で、民間・海外を中心とした事

業領域への営業活動に注力しました。国内民間向け事業では、木屑用ボイラや酒造メーカへの蒸留粕メタン発酵設備

などバイオマス関連設備の受注が比較的好調に推移しました。また、海外事業では、欧州で複数の廃棄物焼却炉関連

案件を受注しました。

  新エネルギー分野では、経済産業省／NEDO／新エネルギー財団による大規模実証事業の中で家庭用燃料電池コージェ

ネレーションシステムの助成対象出荷台数を着実に伸ばしており、今年度は都市ガス燃料タイプ限定商用機108台、灯

油燃料タイプ限定商用機75台となりました。また、連結子会社の荏原バラード㈱では、東京ガス㈱及び新日本石油㈱

と共同で、４万時間の耐久寿命を有する本格的商用機（2008年度市場投入予定）の開発を順調に進めています。

　エンジニアリング事業では、原価低減努力及び事業環境変化に適応するための組織再編を継続的に推進しています

が、当第３四半期における同事業の売上高は、公共分野の不振等の理由により、前年同期比5.6%減の762億58百万円と

なりました。また、営業損失は、売上高の減少及び燃料電池開発費増加等の理由により、前年同期比46億46百万円悪

化して169億81百万円となりました。

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

資が継続しており、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順調に推移しました。また、旺

盛な需要への対応を考慮し、藤沢工場（神奈川県）及び九州工場（熊本県）における、機械加工設備の増強と生産シ

ステムの整備を実施し、生産能力の強化を図りました。

  その結果、当第３四半期における同事業の売上高は、前年同期比24.0%増の725億49百万円となりました。また、営

業利益は前年同期比62億63百万円増加して、70億19百万円となりました。
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[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

(1）財政状態

　当第３四半期における総資産は、前期末と比較して、125億90百万円増加し6,052億21百万円となりました。受取手形

及び売掛金が693億7百万円減少し、たな卸資産が444億97百万円増加した一方、現金及び預金が149億53百万円増加し、

その他の流動資産が152億73百万円増加したことなどが要因です。

  負債は、前期末と比較して、257億66百万円増加し4,596億81百万円となりました。支払手形及び買掛金が127億42百万

円減少し、前受金を含むその他の流動負債が134億62百万円増加し、有利子負債が257億71百万円増加しました。

  純資産は、配当金31億69百万円を支払ったことおよび当期純損失92億円を計上したことにより、前期末比131億76百万

円減少し1,455億40百万円となりました。

  以上の財政状態の変動は、主として売上高が第４四半期に集中する当社グループの業態特性に基づくものです。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の回収が進んだことなどにより、44億83百万

円のキャッシュ・イン(前年同期比431億19百万円増加)となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出93億23百万円を行い、企業買収支出16億20百万円

などを行った結果、130億25百万円のキャッシュ・アウト(前年同期比113億20百万円増加)となりました。

　財務活動おいては、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を行いました。

この他、配当金31億69百万円の支払等を行った結果、財務活動によるキャッシュ・フローは218億30百万円のキャッシュ・

イン(前年同期比303億97百万円減少)となりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物は、前期末から149億53百万円増加して624億63百万円となりました。
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[参考]平成19年３月期の業績予想

１．連結業績予想

  風水力事業及び精密・電子事業において国内外のオイル＆ガス業界やエネルギー関連業界並びに半導体業界の設備投

資が高水準に推移しているものの、エンジニアリング事業、とりわけ国内官公需市場において厳しい受注環境が続いて

いるため、平成19年３月期の業績については前回中間決算発表時(平成18年11月20日)の連結見通しを次の通り修正致し

ます。

(1）通期業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

億円 億円 億円 億円

今回修正予想

(平成19年２月13日発表)
5,300 140 110 45

前回発表予想

(平成18年11月20日発表)
5,200 150 120 50

増減額 100 △10 △10 △5

(2）セグメント別通期業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

セグメント 売上高 営業利益

 億円 億円

今回修正予想

(平成19年２月13日発表)

風水力事業 2,850 100

エンジニアリング事業 1,450 △50

精密・電子事業 1,000 90

全体 5,300 140

セグメント 売上高 営業利益

 億円 億円

前回発表予想

(平成18年11月20日発表)

風水力事業 2,700 90

エンジニアリング事業 1,600 △20

精密・電子事業 900 80

全体 5,200 150

セグメント 売上高 営業利益

 億円 億円

増減額

風水力事業 150 10

エンジニアリング事業 △150 △30

精密・電子事業 100 10

全体 100 △10

２．単体業績予想

  単体を取り巻く事業環境も連結と同様の状況下にありますが、この間の分割分社等の影響により平成19年３月期の業

績については、前回中間決算発表時(平成18年11月20日)の見通しを次の通り修正致します。

通期業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

億円 億円 億円 億円

今回修正予想

(平成19年２月13日発表)
2,400 35 60 35

前回発表予想

(平成18年11月20日発表)
2,370 35 45 30

増減額 30 ― 15 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。
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比較(要約)連結貸借対照表

前第３四半期
（平成17年12月31日）

当第３四半期
（平成18年12月31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 50,594 62,463 47,509

２　受取手形及び売掛金 ※３ 157,661 158,226 227,534

３　有価証券 0 0 0

４　たな卸資産 121,960 128,618 84,121

５　繰延税金資産 30,399 17,833 10,867

６　その他 20,157 31,905 16,631

７　貸倒引当金 △892 △1,759 △1,751

流動資産合計 379,880 65.2 397,288 65.6 384,914 65.0

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１　建物及び構築物  33,256 32,225 32,913

２　機械装置及び運搬
具

 32,639 35,701 34,398

３　その他  27,989 29,571 29,010

有形固定資産合計 93,885 16.1 97,497 16.1 96,321 16.3

(2）無形固定資産 15,474 2.7 14,161 2.3 14,954 2.5

(3）投資その他の資産

１　投資有価証券 ※２ 58,755 51,359 53,926

２　その他 37,112 48,303 46,262

３　貸倒引当金 △646 △1,126 △830

４　投資評価引当金 △2,155 △2,263 △2,917

投資その他の資産合
計

93,065 16.0 96,273 15.9 96,440 16.3

固定資産合計 202,426 34.8 207,932 34.4 207,716 35.0

資産合計 582,307 100.0 605,221 100.0 592,631 100.0
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前第３四半期
（平成17年12月31日）

当第３四半期
（平成18年12月31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 ※３ 125,111 147,956 160,699

２　短期借入金 85,033 72,551 71,650

３　コマーシャルペー
パー

30,000 15,000 3,000

４　一年内償還社債 ― 10,000 ―

５　一年内償還転換社債 19,999 ― 19,999

６　賞与引当金 3,803 3,981 6,946

７　役員賞与引当金 102 124 139

８　完成工事保証損失引
当金

4,043 2,731 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 

― 910 ―

12　その他 ※２ 47,224 51,152 37,689

流動負債合計 316,210 54.3 306,210 50.6 302,733 51.1

Ⅱ　固定負債

１　社債 44,000 34,380 44,000

２　新株予約権付社債 ― 40,000 ―

３　長期借入金 43,708 45,979 53,489

４　退職給付引当金 32,268 30,574 30,923

５　役員退職慰労引当金 973 903 1,043

６　債務保証損失引当金 283 72 283

７　その他 1,322 1,560 1,440

固定負債合計 122,557 21.0 153,470 25.4 131,181 22.1

負債合計 438,767 75.3 459,681 76.0 433,914 73.2

 

（少数株主持分）

少数株主持分 4,741 0.8 ― ― 5,021 0.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 61,283 10.5 ― ― 61,283 10.3

Ⅱ　資本剰余金 65,211 11.2 ― ― 65,211 11.0

Ⅲ　利益剰余金 1,956 0.3 ― ― 16,965 2.9

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

15,489 2.7 ― ― 13,476 2.3

Ⅴ　為替換算調整勘定 △5,100 △0.9 ― ― △3,188 △0.5

Ⅵ　自己株式 △43 △0.0 ― ― △54 △0.0

資本合計 138,798 23.8 ― ― 153,695 25.9

負債、少数株主持分及
び資本合計

582,307 100.0 ― ― 592,631 100.0
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前第３四半期
（平成17年12月31日）

当第３四半期
（平成18年12月31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
（％）

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本       

１　資本金 ― ― 61,284 10.1 ― ―

２　資本剰余金 ― ― 65,212 10.8 ― ―

３　利益剰余金 ― ― 4,808 0.8 ― ―

４　自己株式 ― ― △82 △0.0 ― ―

株主資本合計 ― ― 131,221 21.7 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等       

１　その他有価証券評価
差額金 ― ― 11,606 1.9 ― ―

２　繰延ヘッジ損益 ― ― △1 △0.0 ― ―

３　為替換算調整勘定 ― ― △2,232 △0.4 ― ―

評価・換算差額等合計 ― ― 9,372 1.5 ― ―

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 4,945 0.8 ― ―

純資産合計 ― ― 145,540 24.0 ― ―

負債純資産合計 ― ― 605,221 100.0 ― ―
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比較(要約)連結損益計算書

前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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 ※２ 289,408 100.0 317,170 100.0 514,957 100.0

Ⅱ　売上原価  246,644 85.2 263,347 83.0 418,413 81.3

売上総利益 42,763 14.8 53,823 17.0 96,543 18.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 63,151 21.8 66,798 21.1 85,641 16.6

営業利益又は営業損失
（△）

△20,387 △7.0 △12,974 △4.1 10,902 2.1

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 162 310 319

２　受取配当金 352 2,860 748

３　保険金収入 90 174 114

４　為替差益 750 143 799

５　その他 610 1,967 0.7 618 4,106 1.3 793 2,776 0.5

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 2,590 2,777 3,523

２　持分法による投資損失 ― 426 ―

３　その他 659 3,249 1.1 630 3,833 1.2 2,423 5,947 1.2

経常利益又は経常損失
（△）

△21,669 △7.5 △12,701 △4.0 7,731 1.5

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 ※３ 4,948 14 4,768

２　投資有価証券等売却益 459 350 5,074

３　貸倒引当金戻入益 60 ― ―

４　投資評価引当金戻入益 416 ― ―

５　債務保証損失引当金戻入
益

105 5,991 2.1 210 575 0.2 105 9,949 1.9

Ⅶ　特別損失

１　固定資産売却損 ※４ 90 92 104

２　固定資産廃却損 208 266 1,051

３　関係会社等整理損 ― ― 51

４　投資有価証券等売却損 20 ― 20

５　投資有価証券等評価損 113 30 135

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

 ― 886 0.3 910 2,503 0.8 ― 3,996 0.8

税金等調整前当期利益又
は税金等調整前当期純損
失(△)

△16,564 △5.7 △14,629 △4.6 13,685 2.7

法人税等 △4,713 △1.6 △4,860 △1.5 10,293 2.0

少数株主損失 191 0.1 567 0.2 41 0.0

当期純利益又は当期純損
失(△)

△11,659 △4.0 △9,200 △2.9 3,349 0.7
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比較連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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
税金等調整前当期純損失(△)

△16,564 △14,629 13,685

２　減価償却費 8,964 9,590 12,449

３　減損損失 452 ― 459

４　(投資)有価証券売却損益 △439 △350 △5,054

５　引当金の増加額又は減少額
(△)

△6,060 △2,666 △4,649

６　固定資産売却損益 △4,858 78 △4,664

７　その他の非資金損益 1,822 1,441 3,299

８　受取利息及び受取配当金 △514 △3,170 △1,068

９　支払利息 2,590 2,777 3,523

10　売上債権の増加額(△)又は減
少額

49,881 69,162 △19,991

11　たな卸資産の増加額(△)又は
減少額

△36,729 △43,896 1,109

12　仕入債務の増加額又は減少額
(△)

△25,101 △12,223 10,485

13　その他の資産・負債の増減 △3,755 1,385 △9,336

小計 △30,312 7,496 247

14　利息及び配当金の受取額 642 3,588 823

15　利息の支払額 △2,541 △2,552 △3,704

16　法人税等の支払額 △6,422 △4,048 △7,138

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

△38,635 4,483 △9,772

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 6,410 38 6,343

２　固定資産の取得による支出 △6,895 △9,323 △13,959

３　投資有価証券等の売却による
収入

1,225 481 7,798

４　投資有価証券等の取得による
支出

△2,198 △2,338 △2,793

５　その他の投資に係る収入又は
取得支出(純額)

428 864 320

６　貸付金の回収による収入 908 3,154 1,755

７　貸付による支出 △1,583 △4,086 △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

△1,704 △13,025 △4,099
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前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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 39,992 39,924 39,992

２　社債の償還による支出 △16,000 △20,038 △16,000

３　短期借入による収入 79,549 53,266 37,011

４　短期借入金の返済による支出 △50,592 △50,906 △49,832

５　長期借入による収入 2,049 2,664 12,732

６　長期借入金の返済による支出 △61 △648 △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

△25 △28 △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 △175 △153 △175

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

52,227 21,830 21,760

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

△538 941 376

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額又
は減少額（△）

11,349 14,229 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の増加

285 723 285

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 50,594 62,463 47,510
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連結財務諸表作成のための基本となる事項

前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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　　54社

主要な連結子会社の名称

㈱荏原総合研究所

㈱荏原電産

荏原テクノサーブ㈱

㈱荏原金属 

㈱荏原シンワ 

荏原エンジニアリングサービス

㈱ 

㈱マツボー 

荏原ハマダ送風機㈱ 

荏原ハイドロテック㈱ 

㈱荏原エージェンシー 

Ebara America Corp.

Ebara International Corp.

Ebara Technologies Inc.

Ebara Pumps Europe S.p.A

青島荏原環境設備有限公司

Elliott Company 

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　57社

主要な連結子会社の名称

㈱荏原総合研究所

㈱荏原電産

荏原テクノサーブ㈱

㈱荏原金属 

㈱荏原シンワ 

荏原エンジニアリングサービス

㈱ 

㈱マツボー 

荏原ハマダ送風機㈱ 

㈱荏原由倉ハイドロテック 

㈱荏原エージェンシー 

Ebara America Corp.

Ebara International Corp.

Ebara Technologies Inc.

Ebara Pumps Europe S.p.A

青島荏原環境設備有限公司

Elliott Company 

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

㈱荏原総合研究所

㈱荏原電産

荏原テクノサーブ㈱

㈱荏原金属 

㈱荏原シンワ 

荏原エンジニアリングサービス

㈱ 

㈱マツボー 

荏原ハマダ送風機㈱ 

荏原ハイドロテック㈱ 

㈱荏原エージェンシー 

Ebara America Corp.

Ebara International Corp.

Ebara Technologies Inc.

Ebara Pumps Europe S.p.A

青島荏原環境設備有限公司

Elliott Company 

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。

烟台荏原空調設備有限公司

荏原機電㈱ 

Elliott Ebara Middle East 

Maintenance W.L.L.

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。

Ebara-Elliott Service 

 (Taiwan) Co., Ltd.

Elliott Ebara Singapore 

 Pte. Ltd.

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

Elliott Ebara Middle East 

Maintenance W.L.L.

以下の会社は子会社に該当しなく

なったため、連結の範囲から除い

ています。

荏原テクノシステム㈱

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㈱

以下の会社は子会社に該当しなく

なったため、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、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。

(3）同左 (3）同左
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前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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　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

(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。

(4）同左 (4）同左

３　連結子会社の第３四半期決算日等

に関する事項

在外連結子会社及び荏原バラード

㈱、㈱荏原エリオットの第３四半

期決算日は９月30日であり、連結

財務諸表の作成にあたっては、同

日現在の第３四半期財務諸表を使

用し、第３四半期連結決算日との

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　連結子会社の第３四半期決算日等

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。
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前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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　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

第３四半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

同左

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

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(建物付属設備は

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。

また、在外連結子会社は定額

法によっています。

(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

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

額法を採用している。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
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前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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）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

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、

当第３四半期末において発生

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。

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当第３四半期末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当第３四半

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、内規に基づく第３

四半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。
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前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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）

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 

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
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前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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）

(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

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。
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前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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）

(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。

(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

同左

(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

同左

②　連結納税制度の適用

当連結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　―――――

当連結会計期間から連結納税

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24,795百万円です。

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71,867百万円です。

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106,505百万円です。

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。

５  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

同左
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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

前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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140,594百万円です。

なお、当連結会計期間における連結

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

前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31日まで）

（連結貸借対照表）

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第３四半期連結会計期間末におい

ては196百万円、当第３四半期連結会計期間末におい

ては190百万円です。

―――――
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

前第３四半期
（平成17年12月31日）

当第３四半期
（平成18年12月31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

164,269百万円です。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

170,672百万円です。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

165,112百万円です。

※２　有価証券の消費貸借契約

投資有価証券の一部に消費貸借契約を

結んでおり、その連結貸借対照表価額

は268百万円です。

※２　　　 ―――――― ※２　　　 ――――――

※３　第３四半期連結会計期間末日満期手形の

処理

※３　第３四半期連結会計期間末日満期手形の

処理

※３　　　 ――――――

第３四半期連結会計期間末日手形は手形

交換日をもって決済処理しています。な

お、当第３四半期連結会計期間末日は、

金融機関の休日であったため、第３四半

期連結会計期間末日満期手形が以下の項

目に含まれています。

受取手形　　　 　  3,160百万円

支払手形　　　　   6,793百万円

第３四半期連結会計期間末日手形は手形

交換日をもって決済処理しています。な

お、当第３四半期連結会計期間末日は、

金融機関の休日であったため、第３四半

期連結会計期間末日満期手形が以下の項

目に含まれています。

受取手形　　　 　   1,425百万円

支払手形　　　　    8,914百万円

  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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(連結損益計算書関係)

前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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 3,267百万円

荷造費・輸送費 3,548百万円

販売促進費 897百万円

人件費 26,109百万円

賞与引当金繰入 417百万円

役員賞与引当金繰入 104百万円

退職給付費用 2,320百万円

賃借料・リース料 2,450百万円

役員退職慰労引当金繰

入
139百万円

旅費交通費 2,984百万円

租税公課 1,089百万円

減価償却費 2,382百万円

連結調整勘定償却 554百万円

研究開発費 7,774百万円

販売手数料    3,616百万円

荷造費・輸送費 3,110百万円

販売促進費 938百万円

人件費 27,192百万円

賞与引当金繰入 433百万円

役員賞与引当金繰入 64百万円

退職給付費用 1,610百万円

賃借料・リース料 2,762百万円

役員退職慰労引当金繰

入
154百万円

旅費交通費 3,131百万円

租税公課 922百万円

減価償却費 2,308百万円

のれん償却 521百万円

研究開発費 8,187百万円

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

年度の第3四半期とそれ以降との間に著

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 531百万円

機械装置及び運搬具 27百万円

その他の固定資産 4,389百万円

計 4,948百万円

建物及び構築物 ―百万円

機械装置及び運搬具   11百万円

その他の固定資産      2百万円

計 14百万円

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 14百万円

機械装置及び運搬具 73百万円

その他の固定資産 3百万円

計 90百万円

建物及び構築物 11百万円

機械装置及び運搬具  20百万円

その他の固定資産 60百万円

計 92百万円

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
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前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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）

※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。

(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　────── ※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。

(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 92百万円

建物及び構築物 0百万円

計 459百万円

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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 50,594百万円

有価証券 0百万円

計 50,594百万円

現金及び現金同等物 50,594百万円

現金及び預金 62,463百万円

有価証券  0百万円

計 62,463百万円

現金及び現金同等物 62,463百万円

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
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重要な後発事象

前第３四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第３四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31日まで）

―――――

 

当社は、平成19年２月13日開催の取締役会において当社の

関連会社である㈱イービームの解散を承認することを決議

しました。

１．解散の理由

当社関連会社である㈱イービームは、マスクレス低加

速電子ビーム装置の開発及び事業化を目指す会社で、

2002年11月に東京エレクトロン株式会社及び大日本ス

クリーン製造株式会社と共同で設立しました。

しかし、現開発コンセプトでは事業化が困難であり、

市場性ある製品化にはさらなる開発資金と期間が必要

であることから、イービーム社の解散を承認すること

を決議しました。

２．㈱イービームの概要

(1)事業内容

半導体製造装置及びその部品の開発、設計、製造、販

売及びメンテナンス

(2)持分比率

42.9%

３．解散時期

平成19年３月31日にイービーム社の株主総会にて解散

決議を行い、７月末に清算結了することを予定してお

ります。

４．負債総額等

負債額（平成18年12月31日現在）

1,491百万円

純資産額（平成18年12月31日現在）

1,047百万円

５．当該解散による損失見込額

当該解散により、当連結会計年度の持分法投資損失と

して約16億円、関係会社整理損として約２億円を計上

する見込みです。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期（平成17年４月１日から平成17年12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）

売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 150,084 80,807 58,516 289,408 ― 289,408

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,220 3,737 166 5,123 (5,123) ―

計 151,305 84,544 58,682 294,532 (5,123) 289,408

営業費用 159,916 96,880 57,926 314,723 (4,927) 309,796

営業利益又は営業損失(△) △8,611 △12,335 755 △20,190 (196) △20,387

　（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。

２　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

当第３四半期（平成18年４月１日から平成18年12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）

売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 168,363 76,258 72,549 317,170 ― 317,170

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,398 3,568 210 5,177 (5,177) ―

計 169,761 79,827 72,759 322,348 (5,177) 317,170

営業費用 172,744 96,809 65,740 335,293 (5,147) 330,145

営業利益又は営業損失(△) △2,982 △16,981 7,019 △12,944 (30) △12,974

　（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。

２　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
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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）

売上高及び営業損益       

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

　（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。

 ２  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
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期（平成17年４月１日から平成17年12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）

売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 236,139 35,025 18,243 289,408 ― 289,408

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
8,787 2,850 4,457 16,095 (16,095) ―

計 244,927 37,875 22,700 305,503 (16,095) 289,408

営業費用 263,742 40,073 21,871 325,687 (15,891) 309,796

営業利益又は営業損失(△) △18,814 △2,197 828 △20,183 (203) △20,387

　（注）１　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。

２　「その他の地域」に属する主な国または地域

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

３　当第３四半期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。

 
前第３四半期
（百万円）

前連結会計年度
（百万円）

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 29,775 41,201

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 2,306 3,314

計 32,081 44,516

営業費用 34,757 45,513

営業利益又は営業損失(△) △2,675 △997

当第３四半期（平成18年４月１日から平成18年12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）

売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 251,317 42,111 23,741 317,170 ― 317,170

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
13,871 1,009 4,419 19,301 (19,301) ―

計 265,189 43,121 28,161 336,472 (19,301) 317,170

営業費用 280,291 41,790 25,997 348,079 (17,934) 330,145

営業利益又は営業損失(△) △15,101 1,330 2,163 △11,607 (1,367) △12,974

　（注）　「その他の地域」に属する主な国または地域

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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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）

売上高及び営業損益       

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

　（注）　「その他の地域」に属する主な国または地域

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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【海外売上高】

前第３四半期（平成17年４月１日から平成17年12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） 34,920 24,210 27,468 86,599

Ⅱ　連結売上高（百万円）    289,408

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
12.1 8.4 9.5 29.9

　（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…イタリア、イギリス、ドイツ、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。

当第３四半期（平成18年４月１日から平成18年12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） 37,843 30,079 39,213 107,136

Ⅱ　連結売上高（百万円）    317,170

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
11.9 9.5 12.4 33.8

　（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…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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受注及び販売の状況

(1）受注の状況

事業区分
前第３四半期

(17.4.1～17.12.31)
(百万円)

当第３四半期
(18.4.1～18.12.31)

(百万円)

前連結会計年度
(17.4.1～18.3.31)

(百万円)

風水力事業 209,816 216,587 280,365

エンジニアリング事業 126,616 110,489 162,062

精密・電子事業 62,588 98,966 87,988

合計 399,021 426,043 530,416

　（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。

(2）販売の状況

事業区分
前第３四半期

(17.4.1～17.12.31)
(百万円)

当第３四半期
(18.4.1～18.12.31)

(百万円)

前連結会計年度
(17.4.1～18.3.31)

(百万円)

風水力事業 150,084 168,363 252,741

エンジニアリング事業 80,807 76,258 172,823

精密・電子事業 58,516 72,549 89,392

合計 289,408 317,170 514,957

　（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。

(3）受注残高の状況

事業区分
前第３四半期
（17.12.31）
(百万円)

当第３四半期
（18.12.31）
(百万円)

前連結会計年度
（18.3.31）
(百万円)

風水力事業 176,305 196,110 145,197

エンジニアリング事業 200,339 137,695 145,237

精密・電子事業 36,389 57,477 31,045

合計 413,034 391,283 321,480

　（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、当第３四半期の受注残高から除いてお

ります。
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平成19年3月期　第3四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年2月13日

上場会社名　株式会社　荏原製作所 上場取引所　東　札

コード番号　6361 本社所在都道府県　東京都 

（ＵＲＬ　http://www.ebara.co.jp）             

代表者        　役職名　代表取締役社長　氏名　島川　文雄  

問合せ先責任者　役職名　財務室長　　　　氏名　津村　修介 ＴＥＬ(03)3743-6111

 単元株制度採用の有無　有（1単元　1,000株）

１．平成19年3月期第3四半期の業績（平成18年４月１日～平成18年12月31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います。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年3月期第3四半期 146,188 6.2 △10,708 ― △6,936 ―

18年3月期第3四半期 137,608 3.6 △19,364 ― △14,633 ―

(参考)18年3月期 268,366  2,990  5,731  

当期純利益 1株当たり当期純利益
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年3月期第3四半期 △3,802 ― △9 00 ― ―

18年3月期第3四半期 △6,491 ― △18 57 ― ―

(参考)18年3月期 3,015  8 20 8 02

（注）　売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(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

19年3月期第3四半期 449,489 145,402 32.3 344 10

18年3月期第3四半期 462,589 146,745 31.7 347 19

(参考)18年3月期 461,563 154,230 33.4 364 94

（注）　18年3月期第3四半期および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。
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比較(要約)貸借対照表

前第3四半期
（平成17年12月31日）

当第3四半期
（平成18年12月31日）

前事業年度
要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分 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 22,671 27,644 20,894

２　受取手形 10,762 8,411 7,211

３　売掛金 93,847 80,077 139,576

４　たな卸資産 56,920 55,754 43,259

５　関係会社短期貸付金 23,849 23,477 17,899

６　繰延税金資産 24,801 11,236 5,242

７　その他 14,109 27,184 13,966

８　貸倒引当金 △473 △1,149 △1,173

流動資産合計 246,487 53.3 232,638 51.8 246,877 53.5

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１　建物及び構築物 22,764 21,766 22,269

２　機械装置及び運搬具 9,810 12,484 11,054

３　土地 17,193 17,087 17,165

４　その他 5,290 5,021 6,107

有形固定資産合計 55,058 11.9 56,359 12.5 56,597 12.3

(2）無形固定資産 7,333 1.6 6,780 1.5 7,367 1.6

(3）投資その他の資産

１　投資有価証券 50,145 42,176 44,840

２　関係会社株式 77,471 81,956 77,667

３　繰延税金資産 13,567 22,028 20,808

４　その他 28,852 25,921 28,167

５　貸倒引当金 △4,922 △4,931 △7,291

６　投資評価引当金 △11,406 △13,440 △13,471

投資その他の資産合計 153,709 33.2 153,709 34.2 150,719 32.7

固定資産合計 216,101 46.7 216,850 48.2 214,685 46.5

資産合計 462,589 100.0 449,489 100.0 461,563 100.0
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前第3四半期
（平成17年12月31日）

当第3四半期
（平成18年12月31日）

前事業年度
要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分 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 15,776 16,433 12,533

２　買掛金 62,476 64,542 97,167

３　短期借入金 69,400 55,598 60,143

４　コマーシャルペーパー 30,000 15,000 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 18,619 14,443 8,806

８　賞与引当金 1,324 1,090 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

― 910 ―

13　その他 5,872 9,596 9,063

流動負債合計 228,246 49.3 191,101 42.5 215,688 46.7

Ⅱ　固定負債

１　社債 44,000 34,000 44,000

２　新株予約権付社債 ― 40,000 ―

３　長期借入金 26,979 23,627 31,846

４　退職給付引当金 15,909 14,946 15,073

５　役員退職慰労引当金 417 334 434

６　債務保証損失引当金 283 72 283

７　その他 7 4 6

固定負債合計 87,597 18.9 112,985 25.1 91,644 19.9

負債合計 315,844 68.3 304,087 67.7 307,332 66.6
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前第3四半期
（平成17年12月31日）

当第3四半期
（平成18年12月31日）

前事業年度
要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分 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 61,283 13.2 ― ― 61,283 13.3

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 65,211  ―  65,211  

資本剰余金合計 65,211 14.1 ― ― 65,211 14.1

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 7,177  ―  7,177  

２　当期未処分利益又は当期
未処理損失（△）

△2,120  ―  7,387  

利益剰余金合計 5,056 1.1 ― ― 14,564 3.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 15,236 3.3 ― ― 13,224 2.9

Ⅴ　自己株式 △43 △0.0 ― ― △54 △0.0

資本合計 146,745 31.7 ― ― 154,230 33.4

負債・資本合計 462,589 100.0 ― ― 461,563 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１　資本金 ― ― 61,284 13.6 ― ―

２　資本剰余金    

(1)　資本準備金 ―  65,212  ―  

資本剰余金合計 ― ― 65,212 14.5 ― ―

３　利益剰余金    

(1)　その他利益剰余金       

繰越利益剰余金 ―  7,592  ―  

利益剰余金合計 ― ― 7,592 1.7 ― ―

４　自己株式 ― ― △82 △0.0 ― ―

株主資本合計 ― ― 134,006 29.8 ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評価差額
金

― ― 11,397 2.5 ― ―

２　繰延ヘッジ損益 ― ― △1 △0.0 ― ―

評価・換算差額等合計 ― ― 11,396 2.5 ― ―

純資産合計 ― ― 145,402 32.3 ― ―

負債・純資産合計 ― ― 449,489 100.0 ― ―
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比較(要約)損益計算書

前第3四半期
（平成17年４月１日から
平成17年12月31日まで）

当第3四半期
（平成18年４月１日から
平成18年12月31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 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 137,608 100.0 146,188 100.0 268,366 100.0

Ⅱ　売上原価 129,981 94.5 130,655 89.4 228,313 85.1

売上総利益 7,626 5.5 15,532 10.6 40,053 14.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 26,991 19.6 26,240 17.9 37,063 13.8

営業利益又は営業損失
(△)

△19,364 △14.1 △10,708 △7.3 2,990 1.1

Ⅳ　営業外収益 9,257 6.7 6,584 4.5 11,482 4.3

Ⅴ　営業外費用 4,526 3.3 2,813 1.9 8,742 3.3

経常利益又は経常損失
(△)

△14,633 △10.6 △6,936 △4.7 5,731 2.1

Ⅵ　特別利益 5,400 3.9 552 0.4 9,809 3.7

Ⅶ　特別損失 4,316 3.1 2,639 1.8 7,939 3.0

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失(△)

△13,549 △9.8 △9,024 △6.2 7,602 2.8

法人税等 △7,057 △5.2 △5,221 △3.6 4,586 1.7

当期純利益又は当期純損
失(△)

△6,491 △4.7 △3,802 △2.6 3,015 1.1
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