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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 332,215 ― △4,443 ― △6,240 ― △11,738 ―

20年3月期第3四半期 355,109 12.0 △4,873 ― △7,416 ― △19,528 ―

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3四半期 △27.79 ―

20年3月期第3四半期 △46.22 ―

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3四半期 546,129 133,034 23.6 305.41
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3四半期  129,003百万円 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 ― 7.50 7.50
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 530,000 △6.6 △5,000 ― △8,000 ― △17,000 ― △40.24

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、５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、５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3四半期  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3四半期  333,159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3四半期  422,430,661株 20年3月期第3四半期  422,489,924株
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（参考）平成21年３月期第３四半期（３か月）の連結業績

（平成20年10月１日～平成20年12月31日）

（百万円未満切捨て）

連結経営成績（３か月） （％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３四半期 109,337 ― △863 ― △1,937 ― △9,077 ―

20年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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３四半期 △21 49 ―  

20年３月期第３四半期 ―  ―  
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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)　業績の全般的概況

　当第３四半期連結会計期間（３ヶ月）における事業環境は、海外では、米国においてサブプライムローン問題に

端を発する金融危機が実体経済に波及している様相が鮮明となり、ヨーロッパ地域でも国際金融危機の影響を受け

景気後退が深刻になっています。アジアにおいても世界景気後退による影響を受けて、景気拡大が続いていた中国

をはじめ各国で景気は減速しています。国内では、公共部門が引き続き低調に推移していることに加え、民間部門

においても世界景気後退により企業収益が大幅に減少しており、景気は厳しさを増しています。

　このような経済情勢のもと当社グループは、平成22年度を目標年度とする３ヵ年の中期経営計画「E-Plan2010」

の初年度として、「継続成長のための基盤強化」と「コンプライアンスを重視した企業活動の実践」の基本方針の

もと、事業の選択と集中、世界を見据えた事業基盤の確立、キャッシュ・フローの改善を積極的に推進するととも

に、各事業セグメントにおいて収益力の向上に全力で取り組んでまいりました。

　同会計期間において前年同期と比べ、受注は、精密・電子事業における市場低迷の影響による受注減少などによ

り全体的に低調でした。売上高は、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、全体として

は精密・電子事業の売上減少を補うには至りませんでした。営業損益は、風水力事業の収益力改善はあったものの、

為替差損や精密・電子事業の売上減少に伴う減益の影響により、全体としては悪化しました。

　当第３四半期連結会計期間（３ヶ月）における売上高は前年同期比7.4%減の1,093億37百万円、営業損失は8億63

百万円（前年同期比31億70百万円悪化）、経常損失は19億37百万円（前年同期比30億29百万円悪化）、当期純損失

90億77百万円（前年同期比141億25百万円悪化）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案件の割合が大きく、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、海外において、オイル＆ガス業界での投資は原油価格下落等によりピーク時と比較し鈍化傾向

にありますが、電力業界や水インフラ業界での投資は世界景気後退局面においても引き続き堅調に推移しています。

海外市場全体において世界経済の減速や急激な円高などを受けて不透明な状況ですが、電力業界など有望市場での

受注活動を強化すると共に、潜在的な需要を取り込むため日本を含む世界各地の販売・生産・物流の一体運営を継

続して推進しました。国内では、民間部門において世界的な消費の落込みにより多くの業界で連鎖的に投資が停滞

しているのに加えて、資機材の下落を見込んで投資時期を遅らせる状況も散見されますが、電力業界など投資が堅

調な市場での受注活動を強力に推進しました。公共部門においては、市場は低水準ながら安定的に推移しており、

利益確保のための案件管理を一層強化しました。

　当第３四半期連結会計期間（３ヶ月）における同事業の売上高は前年同期比3.6%増の669億24百万円となり、営

業利益は、前年同期比6億66百万円改善して34億26百万円となりました。

エンジニアリング事業

　エンジニアリング事業では、主力である国内公共部門は、市場が成熟しているため厳しい競争が続いています。

その中で、中期経営計画「E-Plan2010」における最重要課題である収益基盤再構築の達成に向け、固定費削減、業

務改善を継続して実施しました。また、収益改善に向けては、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とO&Mを一体化した事業運営を更に進め、市場拡大が予想されるアフター分野への取り組み

を強力に推進しました。当エンジニアリング事業の強みである全国規模のサービス網とEPC事業の有する高度な技

術力により、顧客ニーズを正確に捉え、顧客満足度の高い製品・サービスの提案を進めました。

　当第３四半期連結会計期間（３ヶ月）における同事業の売上高は前年同期比5.9%増の313億23百万円、営業損失

は、人員削減、研究開発費用縮減等の固定費削減を進めたものの、ドイツ・インフラサーブプロジェクトにおける

追加コストの計上等により前年同期比2億82百万円悪化し27億82百万円となりました。

精密・電子事業

　精密・電子事業では、主要市場である半導体業界において、昨年度後半から続いている半導体製品市況低迷に加

えて世界景気後退による影響が重なったことにより、事業環境は厳しい状況となっています。このため、アフター

サービス事業の受注・売上は堅調に推移しましたが、設備投資計画の見送りや出荷延期要請に伴いCMP装置やドラ

イ真空ポンプなど新規設備の受注・売上が大幅に減少しました。

　このような状況のもと、人員削減等による固定費の削減や一部生産ラインの操業停止などを中心としたコスト削

減に注力しました。

　当第３四半期連結会計期間（３ヶ月）における同事業の売上高は、前年同期比53.7％減の110億89百万円、営業

損益は前年同期比36億9百万円悪化して15億52百万円の営業損失となりました。
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　なお、平成21年３月期第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年

３月期第１四半期決算短信（平成20年８月11日開示）及び平成21年３月期第２四半期決算短信（平成20年11月14日

開示）をご参照ください。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ608億77百万円減少し、5,461億29百万円となりました。

受取手形及び売掛金が722億30百万円減少し、たな卸資産が239億51百万円増加したことが主な要因です。

  負債総額は前連結会計年度末に比べ386億48百万円減少して4,130億94百万円となりました。支払手形及び買掛金

が319億55百万円減少し、有利子負債が144億94百万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117億38百万円を計上したこと及び為替換算調整

勘定が55億37百万円減少したことなどにより前連結会計年度末比222億28百万円減少して1,330億34百万円となりま

した。

　上記の財政状態の変動は、主として売上高が決算期末に集中する当社グループの季節変動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１月26日に「業績予想及び配当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

 連結通期業績 

売上高 5,300億円　 (△6.6%)

営業利益 △50億円　 (―%)

経常利益 △80億円　 (―%)

当期純利益 △170億円　 (―%)

《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 3,250億円 (61.3%) 115億円　 (―%)

エンジニアリング事業 1,450億円 (27.4%) △110億円　 (―%)

精密・電子事業 600億円 (11.3%) △55億円　 (―%)

全体 5,300億円 (100%) △50億円　 (―%)

　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. 海外事業における影響(カントリーリスク、為替変動)

3. 大型プロジェクト（ドイツインフラサーブプロジェクト等）による影響(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等)

4. 金利変動による支払利息の増加

5. 素材価格の変動による影響

6. 繰延税金資産の回収可能性

7. 行政処分等の影響

8. 法令の制定、改廃等による影響

9. 災害や社会インフラの障害発生にかかる影響
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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３四半期連結累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

の状況に著しい変化がないと認められる場合には、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おり、前連結会計年度以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一

時差異等の発生の状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

　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いました。

  また、当第３四半期より、連結の範囲に関する重要性の判断基準に従ってElliott MVP Service,LLC.を連結の

範囲に含めることとしました。

　 (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)

　　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。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、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、当第３四半期連結累計期間の売上高は39億16百万円減少し、営業損失、経常

損失及び税金等調整前四半期純損失は16億51百万円増加しています。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、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、当第３四半期連結累計

期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は3億36百万円増加しています。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。

　 (退職給付引当金)

　　当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成20年８月に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しています。

　本移行に伴う影響額は、当第３四半期連結累計期間の特別利益として6億53百万円計上されています。

㈱荏原製作所 (6361) 平成21年３月期 第３四半期決算短信

－5－



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 66,915 70,252

受取手形及び売掛金 143,560 215,790

有価証券 2,796 18,907

商品及び製品 9,570 13,639

仕掛品 69,202 41,792

原材料及び貯蔵品 26,356 25,745

その他 47,485 31,443

貸倒引当金 △3,419 △636

流動資産合計 362,468 416,935

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 29,259 30,238

機械装置及び運搬具（純額） 32,811 36,922

その他（純額） 37,300 35,706

有形固定資産合計 99,371 102,867

無形固定資産 11,219 10,691

投資その他の資産   

投資有価証券 22,829 27,425

その他 59,411 60,890

貸倒引当金 △9,067 △11,692

投資評価引当金 △103 △111

投資その他の資産合計 73,070 76,512

固定資産合計 183,661 190,071

資産合計 546,129 607,006

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 118,807 150,763

短期借入金 72,433 66,883

1年内償還予定の社債 20 10,200

賞与引当金 4,008 7,357

役員賞与引当金 106 153

完成工事保証損失引当金 6,678 4,674

工事損失引当金 19,460 17,129

独禁法違反に係る損失引当金 － 962

訴訟損失引当金 172 200

土地売却費用引当金 2,706 2,774

その他 60,652 48,961

流動負債合計 285,047 310,060
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 37,510 47,375

退職給付引当金 23,058 27,495

役員退職慰労引当金 622 583

土地売却費用引当金 2,800 2,800

債務保証損失引当金 14 10

その他 4,040 3,418

固定負債合計 128,047 141,682

負債合計 413,094 451,743

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 9,343 24,256

自己株式 △145 △134

株主資本合計 135,694 150,618

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,144 2,917

繰延ヘッジ損益 1 6

為替換算調整勘定 △7,836 △2,298

評価・換算差額等合計 △6,690 625

少数株主持分 4,031 4,020

純資産合計 133,034 155,263

負債純資産合計 546,129 607,006
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 332,215

売上原価 274,046

売上総利益 58,169

販売費及び一般管理費 62,612

営業損失（△） △4,443

営業外収益  

受取利息 572

受取配当金 361

持分法による投資利益 31

その他 1,029

営業外収益合計 1,995

営業外費用  

支払利息 2,488

為替差損 52

その他 1,250

営業外費用合計 3,792

経常損失（△） △6,240

特別利益  

固定資産売却益 348

特別退職金戻入益 806

退職給付制度間移行利益 653

その他 114

特別利益合計 1,922

特別損失  

固定資産廃却損 479

投資有価証券評価損 3,198

関係会社整理損 308

その他 130

特別損失合計 4,117

税金等調整前四半期純損失（△） △8,434

法人税等 3,986

少数株主損失（△） △682

四半期純損失（△） △11,738
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 109,337

売上原価 90,784

売上総利益 18,553

販売費及び一般管理費 19,417

営業損失（△） △863

営業外収益  

受取利息 138

受取配当金 18

持分法による投資利益 17

為替差益 44

その他 210

営業外収益合計 429

営業外費用  

支払利息 773

その他 729

営業外費用合計 1,502

経常損失（△） △1,937

特別利益  

固定資産売却益 29

その他 0

特別利益合計 30

特別損失  

固定資産廃却損 56

投資有価証券評価損 1,428

関係会社整理損 12

その他 56

特別損失合計 1,553

税金等調整前四半期純損失（△） △3,460

法人税等 5,693

少数株主損失（△） △76

四半期純損失（△） △9,077
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △8,434

独禁法違反に係る損失 3

減価償却費 11,295

引当金の増減額（△は減少） △3,365

固定資産売却損益（△は益） △265

受取利息及び受取配当金 △934

支払利息 2,488

売上債権の増減額（△は増加） 70,203

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,087

仕入債務の増減額（△は減少） △30,413

その他 8,117

小計 23,608

独禁法違反・訴訟等に係る支払額 △362

利息及び配当金の受取額 1,141

利息の支払額 △2,416

法人税等の支払額 △9,060

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,910

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 6,741

固定資産の取得による支出 △17,511

投資有価証券の取得による支出 △2,763

その他の投資に係る収入又は取得支出(純額) 80

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 18,103

定期預金の払戻による収入 2,200

貸付金の回収による収入 2,814

貸付けによる支出 △5,079

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,585

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 △10,180

短期借入れによる収入 34,953

短期借入金の返済による支出 △37,621

長期借入金の返済による支出 △44

少数株主への株式発行による収入 1,173

自己株式の取得処分による収支 △5

配当金の支払額 △3,168

少数株主への配当金の支払額 △453

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,345

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 552

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 69,712

㈱荏原製作所 (6361) 平成21年３月期 第３四半期決算短信

－10－



　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）を適用しております。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おります。

（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３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20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       

(1）外部顧客に対する売上高 66,924 31,323 11,089 109,337 ― 109,337

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
589 984 0 1,574 (1,574) ―

計 67,513 32,308 11,090 110,912 (1,574) 109,337

営業利益又は営業損失（△） 3,426 △2,782 △1,552 △908 (△45) △863

 

当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20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       

(1）外部顧客に対する売上高 206,323 79,117 46,774 332,215 ― 332,215

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,065 3,390 11 4,467 (4,467) ―

計 207,388 82,508 46,785 336,683 (4,467) 332,215

営業利益又は営業損失（△） 9,855 △13,386 △995 △4,527 (△84) △4,443

　（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 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、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、当第３四半期連結累計期間における精密・電子事業の売上高は39億16百

　万円減少し、営業損失は16億51百万円増加しています。
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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、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、当第３四半期連

結累計期間における営業利益は風水力事業において34百万円減少し、営業損失はエンジニアリング事業にお

いて27百万円、精密・電子事業において2億74百万円増加しています。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20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       

(1）外部顧客に対する売上高 84,000 16,559 8,778 109,337 ― 109,337

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,932 1,505 1,035 4,474 (4,474) ―

計 85,932 18,064 9,814 113,812 (4,474) 109,337

営業利益又は営業損失（△） △3,864 1,627 1,000 △1,235 (△371) △863

 

当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20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       

(1）外部顧客に対する売上高 250,436 50,034 31,743 332,215 ― 332,215

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
8,259 3,960 3,898 16,118 (16,118) ―

計 258,696 53,995 35,641 348,333 (16,118) 332,215

営業利益又は営業損失（△） △14,234 5,041 3,654 △5,538 (△1,095) △4,443

　（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 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、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、当第３四半期連結累計期間における所在地が日本の売上高は39億16百万

　円減少し、営業損失は16億51百万円増加しています。

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、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、当第３四半期連結累計期間における所在地が日本の営業損失は3億36百万円増加しています。
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ｃ．海外売上高

　　　　　当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31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） 14,359 10,295 9,564 10,228 44,448

Ⅱ　連結売上高（百万円）     109,337

Ⅲ　連結売上高に占める

  　海外売上高の割合（％）
13.1 9.4 8.7 9.4 40.7

 

当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31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） 50,089 30,207 34,156 30,931 145,384

Ⅱ　連結売上高（百万円）     332,215

Ⅲ　連結売上高に占める

  　海外売上高の割合（％）
15.1 9.1 10.3 9.3 43.8

　（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、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

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

科目

前第３四半期

（平成19年４月１日から
   平成19年12月31日まで）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 355,109

Ⅱ　売上原価 294,261

売上総利益 60,848

Ⅲ　販売費及び一般管理費 65,721

営業損失(△) △4,873

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息　 415

２　受取配当金 608

３　保険金収入 97

４　為替差益 9

５  持分法による投資利益 68

６　その他 1,257

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 3,047

２　貸倒引当金繰入 885

３　その他 1,067

経常損失(△) △7,416

Ⅵ　特別利益  

１　固定資産売却益 1,999

２  投資有価証券等売却益 1,705

３  投資評価引当金戻入益 149

４  債務保証損失引当金戻入益　 61

５  償却債権取立益　 230

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産売却損 15

２　固定資産廃却損 871

３　関係会社等整理損 1,871

４　投資有価証券等売却損　 22

５  投資有価証券等評価損 636

６  減損損失 66

７  独禁法違反に係る損失 5

８  独禁法違反に係る損失引当金繰入 256

９  特定完成工事保証損失　 5,278

10  特定プロジェクト中止損失 10,039

11  特定工事損失引当金繰入損　 13,658

税金等調整前当期純損失(△) △35,992

法人税等 △15,913

少数株主損失(△) △550

当期純損失(△) △19,528
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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３四半期
（平成19年４月１日から
平成19年12月31日まで）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　税金等調整前当期純損失(△) △35,992

２　減価償却費 11,310

３　減損損失 66

４　(投資)有価証券売却損益 △1,682

５　独禁法違反に係る損失 261

６　引当金の増加額又は減少額(△) 15,170

７　固定資産売却損益 △1,983

８　その他の非資金損益 3,841

９　受取利息及び受取配当金 △1,024

10　支払利息 3,047

11　売上債権の増加額(△)又は減少額 47,835

12　たな卸資産の増加額(△)又は減少額 △37,453

13　仕入債務の増加額又は減少額(△) △23,987

14　その他の資産・負債の増減 4,895

小計 △15,696

15　利息及び配当金の受取額 1,270

16　利息の支払額 △3,002

17　独禁法違反・訴訟等に係る支払額 △578

18　法人税等の支払額 △3,598

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,605

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 17,729

２　固定資産の取得による支出 △11,316

３　投資有価証券等の売却による収入 4,905

４　投資有価証券等の取得による支出 △370

５　その他の投資に係る収入又は取得支出(純
額) 641

６　貸付金の回収による収入 3,028

７　貸付による支出 △2,356

８　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売
却 881

投資活動によるキャッシュ・フロー 13,142
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前第３四半期
（平成19年４月１日から
平成19年12月31日まで）

区分 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　社債の償還による支出 △10,050

２　短期借入による収入 108,874

３　短期借入金の返済による支出 △103,722

４　長期借入による収入 15,066

５　長期借入金の返済による支出 △528

６　少数株主への株式発行による収入 1,007

７　自己株式の取得・処分による収支 △42

８　配当金の支払額 △3,169

９　少数株主への配当金の支払額 △304

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,132

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △287

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額又は減少額
（△） △1,618

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 64,642
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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３四半期（平成19年４月１日から平成19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       

(1）外部顧客に対する売上高 195,628 74,559 84,921 355,109 ― 355,109

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,268 4,064 159 5,491 (5,491) ―

計 196,896 78,624 85,080 360,601 (5,491) 355,109

営業費用 196,058 93,264 76,051 365,373 (5,390) 359,982

営業利益又は営業損失(△) 838 △14,639 9,029 △4,772 (101) △4,873

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前第３四半期（平成19年４月１日から平成19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       

(1）外部顧客に対する売上高 278,081 44,601 32,427 355,109 ― 355,109

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
13,438 4,308 4,415 22,162 (22,162) ―

計 291,519 48,909 36,843 377,272 (22,162) 355,109

営業費用 302,699 45,502 33,246 381,448 (21,465) 359,982

営業利益又は営業損失(△) △11,179 3,406 3,596 △4,176 (697) △4,873

 

ｃ．海外売上高

前第３四半期（平成19年４月１日から平成19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） 57,037 26,482 60,233 143,752

Ⅱ　連結売上高（百万円）    355,109

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
16.1 7.5 17.0 40.5
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６．その他の情報

　受注及び販売の状況

①　受注の状況

事業区分

前第３四半期連結会計期間
(平成19年4月1日から
平成19年12月31日まで)

(百万円)

当第３四半期連結累計期間
(平成20年4月1日から
平成20年12月31日まで)

(百万円)

前連結会計年度
(平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで)

(百万円)

風水力事業 249,780 237,227 347,665

エンジニアリング事業 117,926 97,181 151,117

精密・電子事業 78,419 33,327 99,160

合計 446,125 367,735 597,943

②　販売の状況

事業区分

前第３四半期連結会計期間
(平成19年4月1日から
平成19年12月31日まで)

(百万円)

当第３四半期連結累計期間
(平成20年4月1日から
平成20年12月31日まで)

(百万円)

前連結会計年度
(平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで)

(百万円)

風水力事業 195,628 206,323 318,449

エンジニアリング事業 74,559 79,117 141,445

精密・電子事業 84,921 46,774 107,295

合計 355,109 332,215 567,190

③　受注残高の状況

事業区分
前第３四半期連結会計期間

(平成19年12月31日)
(百万円)

当第３四半期連結累計期間
(平成20年12月31日)

(百万円)

前連結会計年度
（平成20年3月31日）

(百万円)

風水力事業 232,149 235,965 209,051

エンジニアリング事業 164,077 149,841 130,903

精密・電子事業 34,593 18,588 32,857

合計 430,820 404,395 372,812

　（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。
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