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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 98,017 ― △6,171 ― △7,132 ― △3,267 ―

20年3月期第1四半期 103,294 25.7 △3,622 ― △3,838 ― △2,065 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △7.74 ―

20年3月期第1四半期 △4.89 ―

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

21年3月期第1四半期 580,641 146,251 24.4 335.23
20年3月期 607,006 155,263 24.9 358.01

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  141,619百万円 20年3月期  151,243百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 0.00 0.00 0.00 7.50 7.50
21年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 0.00 7.50 7.50

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 220,000 △7.2 △14,000 ― △16,000 ― △9,000 ― △21.30

通期 560,000 △1.3 8,000 33.0 4,000 45.1 1,500 △80.3 3.55

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、４ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他 をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、４ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他 をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び将来業績に影響を与える不確実な要因に
係る一定の前提に基づいています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  422,725,658株 20年3月期  422,725,658株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  274,065株 20年3月期  267,250株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  422,454,587株 20年3月期第1四半期  422,522,049株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

（１）業績の状況

　当第1四半期における事業環境は、国内では公共部門が予算縮減により引き続き低調に推移していることに加え、

民間部門においても米国の景気後退懸念や株式・為替市場の変動、燃料・原材料価格の高騰などの影響により景

気が弱含んでおり、全般的には景気は踊り場を迎えています。海外では、米国においてサブプライム住宅ローン

問題を背景とする景気の後退感が見られ、景気拡大が継続している中国・シンガポール・マレーシアなどのアジ

ア地域や、緩やかな景気回復が持続しているヨーロッパ地域もインフレ懸念が高まり、世界経済全体の不透明感

が強くなっています。

　このような事業環境のもと当社グループは、風水力事業において、強い投資意欲が継続している国内民間市場

での素材業界、海外市場でのオイル&ガス業界および電力業界への営業活動を積極的に展開しました。エンジニア

リング事業においては、早期退職特別優遇制度の実施などによる固定費の削減を継続して実施し、収益力の向上

を図りました。また、精密・電子事業においては、新製品である排ガス処理装置の市場投入を実施しました。

　しかしながら、アジア・中東を中心としたオイル&ガス業界の設備投資への一服感や、半導体市況低迷による半

導体業界の設備投資減少の影響により、受注は低調に推移しました。一方、売上は、風水力事業は豊富な受注残

に支えられ高い水準を維持しましたが、精密・電子事業の売上計上基準変更などの影響で、全体としては減少し

ました。なお、誠に遺憾ながらエンジニアリング事業において、ドイツインフラサーブプロジェクトの工事損失

追加コスト50億円の引当処理を行ったため、2008年8月4日付で連結業績予想の下方修正を発表いたしました。

　当第１四半期における売上高は前年同期比5.1％減の980億17百万円、営業損失は61億71百万円(前年同期比25億

48百万円悪化)、経常損失は71億32百万円(前年同期比32億93百万円悪化)、四半期純損失は32億67百万円(前年同

期比12億2百万円悪化)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）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、海外市場においてオイル＆ガス業界から電力業界・水インフラ設備に需要の中心が移行しつ

つあり、また地域的には中国・インド・ロシアが伸びています。海外市場は引き続き好調ですが、プラント建設

コストの上昇や建設期間の長期化から計画の見直しや延期も出始めており、動向を注視しています。加えて、中

国・東南アジアの日系企業に対する積極的な営業活動を展開しています。

　一方、国内市場では、原油、資材の高騰や為替変動の影響が懸念されますが、一層の合理化や生産適地化に向

けた設備投資は堅調に推移しており、鉄鋼・石油化学産業を中心にアフター事業を着実に伸ばすよう注力してい

ます。

　当第１四半期における同事業の売上高は、前年同期比7.3％増の630億24百万円となり、営業利益は20億59百万

円(前年同期比28億72百万円改善)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は、主力である国内官公需市場において、価格の下落傾向に下げ止まりが認められるも

のの、引き続き厳しい競争が続いています。当事業の収益基盤再構築は、今年度の全社グループ経営における最

重要課題であり、中期経営計画「E-Plan2010」に示す数値目標達成に向けての施策を着実に実行します。

　当事業のコアである「水処理」と「廃棄物処理」にリソースを集中し、EPC事業とO＆M事業の一体運営を更に進

め、市場の拡大が期待されるアフター分野への取り組みを強化します。当社グループの強みである全国規模のサー

ビス網を駆使して顧客ニーズを正確に捉え、ＥＰＣで培った技術力により顧客満足度の高い製品・サービスを提

案し、受注・売上の堅実な回復を図ります。

　当第１四半期における同事業の売上高は前年同期比21.5％増の212億52百万円、営業損失は84億25百万円(前年

同期比32億5百万円悪化)となりました。

精密・電子事業

　精密・電子事業においては、昨年度後半から続いているDRAMを中心とした半導体価格の低迷による新規設備投

資の延期や中止の影響を受け、受注は低調に推移しました。このような事業環境のなか、環境負荷の高い温室効

果ガスであるPFCガスを無害化するＦ固定式排ガス処理装置の市場投入を行い、顧客の高い関心を集めています。

一方、売上はCMP装置、めっき装置の売上計上基準を出荷基準から設置完了基準に変更した影響により、低調に推

移しました。

　当第１四半期における同事業の売上高は前年同期比49.3％減の137億41百万円、営業利益は前年同期比95.1％減

の1億24百万円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期における総資産は前年度末に比べ263億65百万円減少し、5,806億41百万円となりました。現金及び預

金が294億56百万円増加し、受取手形及び売掛金が672億58百万円減少し、たな卸資産が124億75百万円増加したことが

主な要因です。

　負債総額は前年度末に比べ173億52百万円減少して4,343億90百万円となりました。支払手形及び買掛金が216億11百

万円減少し、賞与引当金が33億12百万円増加し、工事損失引当金が46億42百万円増加し、有利子負債が22億71百万円

減少したことが主な要因です。

　純資産は、配当金31億68百万円を支払ったこと、四半期純損失32億67百万円を計上したこと、その他有価証券評価

差額金が13億43百万円増加したこと及び為替換算調整勘定が45億29百万円減少したことなどにより前年度末比90億12

百万円減少して1,462億51百万円となりました。

　上記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よるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績については、本年８月４日に「工事損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」で

発表しました見通しに変更はありません。

《業績見通し》

(　)内は前期比増減

 第2四半期連結累計期間 連結通期業績 

売上高 2,200億円 (△7.2%) 5,600億円　 (△1.3%)

営業利益 △140億円 (―%) 80億円　 (33.0%)

経常利益 △160億円 (―%) 40億円　 (45.1%)

当期純利益 △90億円 (―%) 15億円　 (△80.3%)

《事業のセグメント別業績見通し》

(　)内は構成比

 売上高 営業利益

風水力事業 3,280億円 (58.6%) 110億円　 (―%)

エンジニアリング事業 1,500億円 (26.8%) △80億円　 (―%)

精密・電子事業 820億円 (14.6%) 50億円　 (―%)

全体 5,600億円 (100%) 80億円　 (―%)

　なお、実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には以下の事項があります。また、業績に影響を与

える要因はこれらに限定されるものではありません。

1. 市場環境変動による影響

2. 大型プロジェクト及び海外事業における影響(追加コスト発生、納期遅延に起因する客先への損害賠償責任、

　 カントリーリスク、為替変動)

3. 金利変動による支払利息の増加

4. 災害や社会インフラの障害発生にかかる影響

5. 行政処分等の影響

6. 繰延税金資産の回収可能性

7. 素材価格の変動による影響

8. 法令の制定、改廃等による影響

㈱荏原製作所 (6361) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信
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４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　①簡便な会計処理

　 (法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法)

　　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ています。

　　当第１四半期連結会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用し算出しており、法

人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示しています。

　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっています。

　②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　記載すべき事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　 (会計処理基準に関する事項の変更)

　　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

　 (連結の範囲に関する事項の変更)

　　前連結会計年度まで連結子会社であったアクアケミカル㈱は、平成20年４月１日付で荏原エンジニアリングサー

ビス㈱(連結子会社)を存続会社とする合併を行ったため、連結子会社の数は1社減少して54社となりました。

　 (連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用)

　　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実

務対応報告第18号　平成18年５月17日)を適用しています。これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四

半期純損失への影響は軽微です。なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しています。

　 (売上計上基準の変更)

　　CMP装置、めっき装置の売上計上基準については、従来、出荷基準によっていましたが、当第１四半期連結会計

期間より、設置完了基準に変更しています。この変更は、出荷から設置完了までの期間が長期化する傾向が顕著

になってきたこと、また、業務プロセスの見直し等により設置完了に関するデータの把握が可能となったことか

ら、売上の実態をより適切に反映させるために行うものです。

　　これにより、従来の方法に比べ、売上高は60億12百万円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失は24億39百万円増加しています。なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しています。

　 (固定資産の耐用年数の見積りの変更)

　　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として、資産の利用状況などを見直し、当第１四半期連結

会計期間から一部の固定資産の耐用年数を変更しました。これにより、従来の方法に比べ、営業損失、経常損失

及び税金等調整前四半期純損失は122百万円増加しています。なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記

載しています。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 99,708 70,252

受取手形及び売掛金 148,531 215,790

有価証券 18,638 18,907

商品及び製品 14,093 13,639

仕掛品 52,264 41,792

原材料及び貯蔵品 27,294 25,745

その他 38,593 31,443

貸倒引当金 △727 △636

流動資産合計 398,398 416,935

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 29,095 30,238

機械装置及び運搬具（純額） 34,817 36,922

その他（純額） 29,065 35,706

有形固定資産合計 92,977 102,867

無形固定資産 11,492 10,691

投資その他の資産   

投資有価証券 30,562 27,425

その他 58,848 60,890

貸倒引当金 △11,533 △11,692

投資評価引当金 △103 △111

投資その他の資産合計 77,772 76,512

固定資産合計 182,243 190,071

資産合計 580,641 607,006

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 129,152 150,763

短期借入金 66,348 66,883

1年内償還予定の社債 10,100 10,200

賞与引当金 10,669 7,357

役員賞与引当金 113 153

完成工事保証損失引当金 5,701 4,674

工事損失引当金 21,772 17,129

独禁法違反に係る損失引当金 962 962

訴訟損失引当金 172 200

土地売却費用引当金 2,735 2,774

その他 49,666 48,961

流動負債合計 297,394 310,060
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債   

社債 20,000 20,000

新株予約権付社債 40,000 40,000

長期借入金 45,739 47,375

退職給付引当金 24,470 27,495

役員退職慰労引当金 563 583

土地売却費用引当金 2,800 2,800

債務保証損失引当金 15 10

その他 3,406 3,418

固定負債合計 136,995 141,682

負債合計 434,390 451,743

純資産の部   

株主資本   

資本金 61,284 61,284

資本剰余金 65,212 65,212

利益剰余金 17,819 24,256

自己株式 △136 △134

株主資本合計 144,179 150,618

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,260 2,917

繰延ヘッジ損益 6 6

為替換算調整勘定 △6,828 △2,298

評価・換算差額等合計 △2,560 625

少数株主持分 4,631 4,020

純資産合計 146,251 155,263

負債純資産合計 580,641 607,006
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 98,017

売上原価 83,218

売上総利益 14,799

販売費及び一般管理費 20,970

営業損失（△） △6,171

営業外収益  

受取利息 199

受取配当金 124

その他 455

営業外収益合計 778

営業外費用  

支払利息 818

為替差損 794

持分法による投資損失 18

その他 107

営業外費用合計 1,739

経常損失（△） △7,132

特別利益  

固定資産売却益 288

特別退職金戻入益 806

その他 62

特別利益合計 1,156

特別損失  

固定資産廃却損 172

投資有価証券評価損 209

その他 76

特別損失合計 458

税金等調整前四半期純損失（△） △6,434

法人税等 △2,946

少数株主損失（△） △219

四半期純損失（△） △3,267
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △6,434

減価償却費 3,887

引当金の増減額（△は減少） 5,788

固定資産売却損益（△は益） △288

受取利息及び受取配当金 △323

支払利息 818

売上債権の増減額（△は増加） 65,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,994

仕入債務の増減額（△は減少） △20,557

その他 4,415

小計 40,087

利息及び配当金の受取額 461

利息の支払額 △704

法人税等の支払額 △3,810

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,033

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の売却による収入 6,622

固定資産の取得による支出 △7,324

投資有価証券の売却による収入 50

投資有価証券の取得による支出 △1,167

その他の投資に係る収入又は取得支出(純額) △786

貸付金の回収による収入 1,407

貸付けによる支出 △1,666

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,863

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △100

短期借入れによる収入 10,343

短期借入金の返済による支出 △10,700

長期借入れによる収入 0

長期借入金の返済による支出 △192

少数株主への株式発行による収入 1,172

自己株式の取得処分による収支 △1

配当金の支払額 △3,168

少数株主への配当金の支払額 △184

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,830

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29,187

現金及び現金同等物の期首残高 69,160

現金及び現金同等物の四半期末残高 98,347
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12 号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14 号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年6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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 63,024 21,252 13,741 98,017 ― 98,017

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
166 1,284 7 1,457 (1,457) ―

計 63,190 22,536 13,748 99,475 (1,457) 98,017

営業利益又は営業損失（△） 2,059 △8,425 124 △6,242 (70) △6,171

　（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、原子力関連装置、エネルギー供給

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、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 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

　い」(実務対応報告第18号　平成18年５月17日)を適用しています。これによる影響は軽微です。

3 CMP装置、めっき装置の売上計上基準については、従来、出荷基準によっていましたが、当第１四半期連結

　会計期間より、設置完了基準に変更しています。この変更は、出荷から設置完了までの期間の期間が長期

　化する傾向が顕著になってきたこと、また、業務プロセスの見直し等により設置完了に関するデータの把

　握が可能となったことから、売上の実態をより適切に反映させるために行うものです。

　これにより、従来の方法に比べ、精密・電子事業の売上高は60億12百万円、営業利益は24億39百万円減少

　しています。

4 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として、資産の利用状況などを見直し、当第１四半期

連結会計期間から一部の固定資産の耐用年数を変更しました。これにより、従来の方法に比べ、営業利益

は風水力事業において4百万円、精密・電子事業において115百万円減少し、営業損失はエンジニアリング　

事業において2百万円増加しています。
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ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年6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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 74,351 13,995 9,670 98,017 ― 98,017

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,362 1,339 1,322 5,023 (5,023) ―

計 76,714 15,334 10,992 103,041 (5,023) 98,017

営業利益又は営業損失（△） △10,267 1,347 1,004 △7,916 (1,744) △6,171

　（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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米　　　　　米国

(2) その他の地域　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

3 当第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

　い」(実務対応報告第18号　平成18年５月17日)を適用しています。これによる影響は軽微です。

4 CMP装置、めっき装置の売上計上基準については、従来、出荷基準によっていましたが、当第１四半期連結

　会計期間より、設置完了基準に変更しています。この変更は、出荷から設置完了までの期間の期間が長期

　化する傾向が顕著になってきたこと、また、業務プロセスの見直し等により設置完了に関するデータの把

　握が可能となったことから、売上の実態をより適切に反映させるために行うものです。

　これにより、従来の方法に比べ、所在地が日本の売上高は60億12百万円減少し、営業損失は24億39百万円

　増加しています。

5 当社及び国内連結子会社は、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として、資産の利用状況

　などを見直し、当第１四半期連結会計期間から一部の固定資産の耐用年数を変更しました。これにより、

　従来の方法に比べ、所在地が日本の営業損失は122百万円増加しています。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年6月30日まで)

 アジア 北米 欧州　 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 14,657 8,992 12,063 8,833 44,547

Ⅱ　連結売上高（百万円）     98,017

Ⅲ　連結売上高に占める

  　海外売上高の割合（％）
15.0 9.1 12.3 9.0 45.4

　（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）欧州　　　　　イタリア、ドイツ、イギリス

(4）その他の地域　サウジアラビア、カタール

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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 103,294

Ⅱ　売上原価 84,515

売上総利益 18,779

Ⅲ　販売費及び一般管理費 22,401

営業損失(△) △3,622

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息　 150

２　受取配当金 466

３　保険金収入 38

４　為替差益 25

５　その他 384

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 978

２　持分法による投資損失 2

３　貸倒引当金繰入 166

４　その他 133

経常損失(△) △3,838

Ⅵ　特別利益  

１　固定資産売却益 66

２　債務保証損失引当金戻
入益

60

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産売却損 0

２　固定資産廃却損 213

３　投資有価証券等売却損 13

４　投資有価証券等評価損 0

５　投資評価引当金繰入損 18

税金等調整前四半期純損失
(△)

△3,956

法人税等 △1,591

少数株主損失(△) △299

四半期純損失(△) △2,065
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

１　税金等調整前四半期純損失(△) △3,956

２　減価償却費 3,481

３　(投資)有価証券売却損益 13

４　引当金の増加額又は減少額(△) 2,654

５　固定資産売却損益 △66

６　その他の非資金損益 448

７　受取利息及び受取配当金 △617

８　支払利息 978

９　売上債権の増加額(△)又は減少額 43,049

10　たな卸資産の増加額(△)又は減少
額

△22,042

11　仕入債務の増加額又は減少額(△) △16,619

12　その他の資産・負債の増減 5,562

小計 12,886

13　利息及び配当金の受取額 269

14  利息の支払額 △928

15　独禁法違反・訴訟等に係る支払額 △482

16　法人税等の支払額 △2,713

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,032

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 80

２　固定資産の取得による支出 △3,981

３　投資有価証券等の売却による収入 4,488

４　投資有価証券等の取得による支出 △123

５　その他の投資に係る収入又は取得
支出(純額)

199

６　貸付金の回収による収入 948

７　貸付による支出　 △904

投資活動によるキャッシュ・フロー 706
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

１　短期借入による収入 25,692

２　短期借入金の返済による支出 △34,640

３　長期借入金の返済による支出 △194

４　少数株主への株式発行による収入 1,007

５　自己株式の取得・処分による収支 △12

６　配当金の支払額 △3,169

７　少数株主への配当金の支払額 △244

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,560

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △485

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

△2,307

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 66,086

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

174

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 63,953
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 58,715 17,492 27,087 103,294 ― 103,294

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
241 1,422 106 1,771 (1,771) ―

計 58,957 18,914 27,193 105,065 (1,771) 103,294

営業費用 59,769 24,135 24,645 108,550 (1,633) 106,917

営業利益又は営業損失(△) △812 △5,220 2,548 △3,484 (137) △3,622

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 82,215 12,209 8,870 103,294 ― 103,294

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,997 1,320 1,590 6,908 (6,908) ―

計 86,212 13,529 10,461 110,203 (6,908) 103,294

営業費用 91,144 12,755 9,558 113,459 (6,541) 106,917

営業利益又は営業損失(△) △4,932 774 902 △3,255 (367) △3,622

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６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） 19,214 7,848 17,417 44,479

Ⅱ　連結売上高（百万円）    103,294

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
18.6 7.6 16.9 43.1
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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１四半期

(19.4.1～19.6.30)

(百万円)

当第１四半期

(20.4.1～20.6.30)

(百万円)

前連結会計年度

(19.4.1～20.3.31)

(百万円)

風水力事業 85,479 62,567 347,665

エンジニアリング事業 49,572 46,226 151,117

精密・電子事業 31,993 11,083 99,160

合計 167,045 119,877 597,943

②販売の状況

事業区分

前第１四半期

(19.4.1～19.6.30)

(百万円)

当第１四半期

(20.4.1～20.6.30)

(百万円)

前連結会計年度

(19.4.1～20.3.31)

(百万円)

風水力事業 58,715 63,024 318,449

エンジニアリング事業 17,492 21,252 141,445

精密・電子事業 27,087 13,741 107,295

合計 103,294 98,017 567,190

③受注残高の状況

事業区分

前第１四半期

(19.4.1～19.6.30)

(百万円)

当第１四半期

(20.4.1～20.6.30)

(百万円)

前連結会計年度

(19.4.1～20.3.31)

(百万円)

風水力事業 206,110 203,200 209,051

エンジニアリング事業 152,020 156,018 130,903

精密・電子事業 58,151 29,167 32,857

合計 416,281 388,385 372,812

(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。
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