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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 395,693 △0.7 7,361 ― 5,856 ― △859 ―

20年3月期 398,334 9.7 △5,943 ― △6,455 ― △6,719 ―

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △4.42 ― △0.9 1.8 1.9
20年3月期 △34.55 ― △6.3 △1.9 △1.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △12百万円 20年3月期  12百万円

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 328,217 101,823 30.4 512.74
20年3月期 333,358 103,703 30.5 522.50

（参考） 自己資本   21年3月期  99,746百万円 20年3月期  101,648百万円

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

21年3月期 △12,436 △5,713 13,302 15,073
20年3月期 8,009 △1,181 △3,223 20,075

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 6.00 ― 0.00 6.00 1,167 ― 1.1
21年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 778 ― 0.8

22年3月期 
（予想）

― 4.00 ― 4.00 8.00 91.5

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

134,000 △17.6 △5,200 ― △5,600 ― △3,100 ― △15.94

通期 340,000 △14.1 5,800 △21.2 5,000 △14.6 1,700 ― 8.74



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、16ページ「(7)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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 195,590,898株 20年3月期 195,590,898株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,056,079株 20年3月期  1,049,410株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 335,721 △1.5 3,054 ― 2,018 ― △2,997 ―

20年3月期 340,695 10.5 △6,370 ― △6,640 ― △7,692 ―

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △15.41 ―

20年3月期 △39.55 ―

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 289,163 84,605 29.2 434.15
20年3月期 293,457 88,091 30.0 452.20

（参考） 自己資本 21年3月期  84,457百万円 20年3月期  87,971百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３～４ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当期の世界経済は、景気の減速の動きに広がりがみられる中、アジアでは中国などを中心に景気の拡大

が続いておりましたが、平成20年9月の米国の大手金融機関の破綻を始めとする金融危機の深刻化により欧

米の景気が後退し、アジアにおいても景気が一段と減速してきております。一方、わが国経済も景気回復

の足踏み状態が続いておりましたが、世界的な金融危機の影響を受けて 近では景気の急速な悪化が続い

ております。また、企業収益の大幅な減少により設備投資が減少し、公共投資も総じて低調に推移してい

るほか、価格競争の激化、株式・為替市場の変動など、当社グループを取り巻く事業環境は一段と厳しい

状況となっております。 

このような状況下において、当社グループは業績の早期回復に向けた経営基盤強化と事業構造改革を推

進しており、受注可否判定の厳格化による採算性を重視した受注の徹底、個別案件の動態管理による収益

管理の強化を図っているほか、さらにグループ総人員の削減と伸長分野への人員シフトによる適正人員化

及び人的効率向上により固定費の低減に努めております。 

この結果、受注高につきましては空調システムの海外案件やエネルギーシステムなどが増加したものの、

社会インフラシステムの公共案件などが減少したことにより、全体として371,490百万円(前期比4.9％減)

となりました。また、売上高につきましてもエネルギーシステムが増加したものの、社会インフラシステ

ムの公共案件及び産業システムの民間案件などが減少したことにより、全体として395,693百万円(前期比

0.7％減)となりました。 

利益面につきましては、公共投資の抑制や価格競争激化による売価ダウンなどの影響があったものの、

原価低減及び固定費の削減などに努めたほか、採算性を重視した受注の効果などにより、営業利益は前期

の5,943百万円の損失に対して13,304百万円増加し7,361百万円となり、営業外損益で為替差損984百万円が

発生したものの、経常利益は前期の6,455百万円の損失に対して12,311百万円増加し5,856百万円となりま

した。また、特別損益で退職給付制度の移行に伴う制度の一部終了益422百万円及び事業譲渡益180百万円

などを特別利益に計上し、早期退職優遇制度の加算金などの特別退職金3,702百万円を特別損失に計上した

ことなどにより、税金等調整前当期純損失は前期の7,261百万円に対して6,938百万円改善し323百万円とな

り、当期純損失は前期の6,719百万円に対し5,860百万円改善し859百万円となりました。 

セグメント別の状況は次のとおりです。なお、各セグメント別の売上高は、セグメント間の内部売上高

または振替高を除いております。 

また、事業の種類別セグメントについては、18ページ「(セグメント情報) 【事業の種類別セグメント情

報】 (注)5」に記載のとおり、事業区分を変更しているため、前期との比較については当期の事業区分に

組替えた数値を使用しております。 

社会インフラシステム 

ポンプ及び圧縮機などがアジア・中東を中心として堅調に推移したものの、公共案件などの減少に

より、売上高は134,985百万円(前期比5.9％減)となりました。また、営業利益は公共投資の抑制や価

格競争激化による売価ダウンなどの影響があったものの、海外案件が堅調に推移したほか、固定費の

削減、採算性を重視した受注の効果などにより、前期の1,900百万円の損失に対して5,801百万円増加

し3,901百万円となりました。 

産業システム 

海外案件はアジアを中心として堅調に推移したものの、産業プラントシステムの民間案件が減少し

たことなどにより、売上高は76,399百万円(前期比14.6％減)となりました。また、営業利益は固定費

の削減、採算性を重視した受注の効果などのほか、前期は開発型大型案件に係る受注損失引当金を計

上していたため、前期の4,053百万円の損失に対して6,630百万円増加し2,577百万円となりました。 

空調システム 

クリーンルーム設備を中心とした民間案件や中東を中心とした海外案件などの減少により、売上高

は99,366百万円(前期比2.8％減)となりました。また、営業利益は固定費の削減、採算性を重視した受

注の効果などにより、前期の633百万円に対して1,955百万円増加し2,588百万となりました。 

エネルギーシステム 

原子力発電設備の建設・保守点検などが堅調に推移しており、進行基準適用の国内外案件の増加な

どにより、売上高は84,943百万円(前期比34.4％増)となりました。また、営業利益は固定費の削減な

どに努めたものの、大型の海外案件が工程遅延による追加費用及び為替変動の影響などにより不採算

となったことなどにより、前期の2,052百万円に対して1,906百万円減少し146百万円となりました。 

 



㈱日立プラントテクノロジー (1970) 平成 21 年 3 月期 決算短信 

- 4 - 

 

 

② 次期の見通し 

先行きにつきましては、景気の急速な悪化に伴う企業収益の大幅な減少により、設備投資の減少が続く

と見込まれ、さらに世界的な金融危機の一層の深刻化や欧米を中心とした景気の一層の下振れ、株式・為

替市場の大幅な変動、価格競争のさらなる激化など、当社グループを取り巻く事業環境がさらに厳しくな

る懸念があります。また、公共投資や民間設備投資の規模縮小による作業量の減少に伴い、固定費の回収

不足などが懸念されますが、引き続き事業の選択と集中による事業規模の適正化、採算性を重視した受注

の徹底、個別案件の動態管理による収益管理の強化、固定費の低減に取り組んでまいります。 

平成22年3月期(平成21年度)の連結の通期業績予想につきましては、受注高は産業システム、空調システ

ム及びエネルギーシステムが減少し、全体としては3,500億円(前期比5.8％減)、また売上高につきまして

もすべての部門が減少し、全体としては3,400億円(前期比14.1％減)となる見込みであります。利益面につ

きましては、営業利益は58億円(前期比15億円減)、経常利益は50億円(前期比8億円減)を見込んでおります。

また、特別損失の減少などにより、当期純利益は17億円(前期比25億円増)を見込んでおります。 

なお、これらの通期業績予想につきましては、現時点において合理的であると判断するデータに基づい

て作成しており、予想につきましては様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績は見通しと異な

る可能性があります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

「流動資産」は前期に対し、「受取手形・完成工事未収入金等」が10,237百万円増加し、「未成工事支

出金」及び「その他のたな卸資産」が7,299百万円、「預け金」が11,466百万円それぞれ減少したことな

どにより、全体としては4,118百万円減少し279,809百万円となりました。 

「固定資産」は前期に対し、1,023百万円減少し48,408百万円となりました。 

以上により、「資産合計」は前期に対し、5,141百万円減少し328,217百万円となりました。 

(負債) 

「流動負債」は前期に対し、「短期借入金」が13,666百万円増加し、「支払手形・工事未払金等」が9,945

百万円、「未成工事受入金」が2,428百万円それぞれ減少したことなどにより、全体としては50百万円減

少し207,231百万円となりました。 

「固定負債」は前期に対し、「退職給付引当金」が退職給付制度の一部を確定拠出年金制度へ移行し

たことなどにより7,039百万円減少し、「長期未払金」が確定拠出年金移換額を計上したことにより

3,704百万円増加したため、全体としては3,211百万円減少し19,163百万円となりました。 

以上により、「負債合計」は前期に対し、3,261百万円減少し226,394百万円となりました。 

(純資産) 

「株主資本」は前期に対し、「利益剰余金」が858百万円減少したことなどにより、全体としては861

百万円減少し101,317百万円となりました。 

「評価・換算差額等」は前期に対し、1,041百万円減少し△1,571百万円となり、「新株予約権」は前

期に対し、29百万円増加し148百万円となり、「少数株主持分」は前期に対し、7百万円減少し1,929百万

円となりました。 

以上により、「純資産合計」は前期に対し、1,880百万円減少し101,823百万円となり、自己資本比率

は30.4％となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という)は、15,073百万円(前期末比5,002百万円減)とな

りました。 

(営業活動によるキャッシュ･フロー) 

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の8,009百万円の資金の増加から12,436百

万円の資金の減少となりました。これは売上債権の増加などによるものです。 

(投資活動によるキャッシュ･フロー) 

当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、前期の1,181百万円の資金の減少から5,713百万

円の資金の減少となりました。これは設備投資による支出が4,317百万円あったことなどによるもので

す。 

(財務活動によるキャッシュ･フロー) 

当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、前期の3,223百万円の資金の減少から13,302百

万円の資金の増加となりました。これは借入金の増加が13,666百万円あったことなどによるものです。 

 

 (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率 35.6 35.5 32.0 30.5 30.4 

時価ベースの自己資本比率 33.0 53.2 39.7 18.2 15.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － 1.1 － 2.3 － 

インタレスト･カバレッジ･レシオ － 186.2 － 38.5 － 

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注)1 いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

2 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

3 キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

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

を対象としております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、定款第35条に会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行

うことができる旨を定めており、また、定款第36条に毎年3月末または毎年9月末を基準日とし、基準日現在

の株主又は登録株式質権者に対し剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。 

当社は、配当政策を重点課題のひとつとして認識しており、安定した配当の継続とさらなる向上、将来の

経営体質の強化を念頭においた内部留保の確保の双方を総合的に勘案し、株主の皆さまへ適正な利益還元を

図り、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。 

当期の中間配当につきましては当社グループを取り巻く事業環境が厳しい状況であったことなどから見

送らせていただきましたが、期末配当につきましては1株につき4円とさせていただくこととしました。なお、

内部留保資金につきましては、次期以降の業績のさらなる改善を図るための諸施策の推進などに活用してい

く所存であります。 

また、次期の配当金につきましては年間8円(中間4円、期末4円)を予定しております。 
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(4) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財務状態等に影響を及ぼす可能性があるリスクには以下のようなものがありま

す。 

なお、以下の項目には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当期末現在において判断した

ものであります。 

① 経済の動向 

当社グループの社会インフラシステムなどの需要は、当社グループが事業活動を行っている国内及び海

外の国または地域の経済状況の影響を受けております。これらの国または地域の主要な市場において、景

気後退により設備投資などの需要が減少した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 為替相場の変動 

当社グループはさまざまな国で事業を展開しており、現地通貨建ての製品の輸出及び原材料の輸入など

を行っているため、資産、負債、売上、費用の一部は、米ドルをはじめとする各国通貨建てとなっており

ます。為替相場の変動による影響を軽減するため、為替予約などのリスクヘッジを行っておりますが、こ

れにより全てのリスクを排除することは困難であります。このことから、為替相場の変動が業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

③ 不採算案件の発生 

当社グループの事業分野において、工事や製作の途中での設計変更や不具合などによる追加作業、また

は調達価格の高騰などにより、当初見込んでいないコストが発生した場合、及び製品・サービスなどが競

合他社に対して優位性を維持できなくなり、価格面での過当競争などが生じた場合など、売上原価が請負

金額に比べ高くなることがあります。このような不採算案件の発生により、業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

④ 製品の品質と責任 

当社グループは品質管理体制を整え、各種製品を製作しておりますが、製品に欠陥などの問題が生じる

ことがあります。このような場合、当該問題から生じた損害について当社グループが責任を負う可能性が

あるとともに、製品の品質への信頼や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 新製品の開発 

当社グループは革新的な新製品の開発をめざし、積極的に研究開発活動を展開しておりますが、新製品

の開発は不確実なものであり、成功する保証はありません。途中で開発を断念しなければならない事態に

陥った場合、将来の事業計画に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 海外における事業活動 

当社グループは海外市場における事業の拡大を図っているため、海外諸国の法律・規制の変更、政治・

経済の混乱、他国との紛争等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 災害の発生 

当社グループの製品の生産拠点において地震などの大規模な自然災害やその他の災害が発生した場合、

生産設備の破損、物流機能の麻痺などにより、製品の生産機能が低下または停止し、業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

⑧ 偶発事象の結果(係争事件に係る賠償義務等) 

知的財産権侵害、製品の性能不良、人的災害等の発生により訴訟を受ける可能性があり、業績に影響を

及ぼす可能性があります。 
⑨ 事業再編 

当社グループは、経営の効率化と競争力の強化のため、子会社等の再編、人員の適正化等による事業再

編を実施しており、これらの施策に関連して、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グルー

プが事業再編の施策の実施により、当初の目的の全部又は一部を達成できる保証はありません。 

 

 

２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書(平成20年6月26日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 
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３．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社グループは、「地球の未来をみつめ、信頼される技術とサービスで、豊かな価値の創造と理想的な社

会の発展に貢献する」ことを経営理念としており、「お客様、社会とともに成長する」、「新しい時代にむけ

て挑戦する」、「高い倫理観にもとづき社会的責任を果たす」ことにより、社会と産業の基盤を担うグローバ

ル企業をめざしてまいります。 

上記方針に基づき、社会インフラシステム、産業システム、空調システム、エネルギーシステムに関する

製品、システムの開発、設計、製造、販売、サービス、施工等の事業を展開することによって、ステークホ

ルダーの皆さまからのご期待にお応えしてまいる所存であります。 

 

(2) 中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

当社グループでは中期経営計画(平成18年度～平成22年度)を策定し、これを推進しております。平成20年

度は、米国の金融危機に端を発する世界同時不況の下、業績の早期回復をめざした経営基盤強化と事業構造

改革を中心とする諸施策を強力に推進することにより、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに期

首の予想を上回りました。一方、平成21年度につきましても、引き続き厳しい経済環境が予想されることか

ら、以下の施策等を講ずることによって、売上高が減少する中での収益の確保と、次の成長に向けた基盤の

確立に取り組んでまいります。 

まず、既に全社を挙げて取り組んでおります「やり方の標準化」と「つくるモノの標準化」という2つの

標準化のさらなる適用拡大を図ってまいります。また、経営体質強化に向けて、人的効率の向上、連結経営

効率の向上等の諸施策を展開するとともに、戦略的調達による原価低減も強力に推進してまいります。加え

て、投資を厳選し、伸ばす分野に設備投資・研究開発投資を集中してまいります。 

また、グローバル化の加速、サービス事業の拡大、コア事業の強化を図り、次の成長に向けた基盤の確立

に取り組んでまいります。セグメント別には以下の施策を展開してまいります。 

社会インフラシステム分野では、大型ポンプ、圧縮機、水処理・環境システム等の海外、民需、新分野の

拡大を図るとともに、生産性向上を推進し、グローバルレベルの競争力強化に努めてまいります。なお、グ

ローバル水ビジネスの拡大に向けて、平成20年8月にアラブ首長国連邦(ドバイ)に生活排水処理・再生水販

売事業を行う合弁会社「Hi-Star Water Solutions LLC」を設立するとともに、平成21年1月にシンガポール

のRO※膜システムメーカー「Aqua-Tech Engineering and Supplies Pte. Ltd.」を買収しました。また、オ

ールジャパン体制での水ビジネスのグローバル展開のための基盤確立に向けて平成20年11月に設立された

有限責任事業組合「海外水循環システム協議会」に運営委員長会社として参加しました。 

※RO(Reverse Osmosis)：逆浸透 

産業システム分野では、エレクトロニクス産業向けの製造装置や搬送システムの国内外でのさらなるシェ

アアップに加え、市場の環境変化に対応した新製品、システムを早期に開発し、市場投入を図ってまいりま

す。また、国内外の医薬、化学分野を中心に、生産プロセス設備の開発、製作をはじめ、建物、空調設備、

情報システム等工場全体の計画、設計、施工、アフターサービスまでを一括して取り纏めるトータルエンジ

ニアリング事業の拡大を図ってまいります。 

空調システム分野では、トータルクリーンテクノロジー活用によるクリーンルームのさらなるシェアアッ

プと、一般ビル設備の新設・リニューアル需要の掘り起こしを国内外で積極的に推進するとともに、新分野、

新規顧客の開拓に努めてまいります。 

エネルギーシステム分野では、今後建設が本格化する国内の原子力プラント等に向けて、徹底的な原価低

減と施工の合理化により受注と収益の拡大を図ってまいります。 

海外事業については、豊富な実績を有するシンガポールから中東地域に至るアジアベルト地帯を中心に拡

大を図ってまいります。特に中東地域につきましては、平成21年4月に「中東支社」を開設し、営業拠点か

らマルチ事業拠点としての機能強化を図りました。また、水不足解消、環境汚染防止、省エネルギーといっ

た地球的課題に対して、「環境と省エネ技術でインフラを担う」当社グループとしてソリューションを提供

することなどにより、さらにグローバル化を加速してまいります。 

サービス事業については、ワンストップサービス体制の確立に向けて、サービスの迅速化、サービスメニ

ューの充実、潜在ニーズの掘り起こしによる顧客満足度向上を目的に、平成21年4月に「サービスソリュー

ションセンタ」を設置しました。 
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なお、グループ全体としての競争力強化を実現するため、以下のとおり国内子会社等の事業再編を実施い

たしました。 

(1) 電力・産業プラント事業の強化に向けて、平成20年10月に当社子会社の株式会社日立プラント建設テ

ックと日立プラントシステムエンジニアリング株式会社が、日立プラント建設テックを存続会社とし

て合併し、商号を株式会社日立プラントエンジニアリングに変更しました。また、日立グループの情

報システム事業のシナジー創出に向けて、平成21年1月に日立プラントエンジニアリングは、その情

報システム事業を分割し、株式会社日立情報システムズが承継しました。 

(2) 水処理事業の効率化に向けて、平成21年4月に当社子会社である日立プラントテクノ株式会社の農業

集落排水事業、コンポスト事業、公共下水事業、ならびに当該事業に係るサービスを日立プラント建

設サービス株式会社へ譲渡・集約し、これに伴い平成21年3月に日立プラントテクノは解散しました。 

また、電力・産業プラント事業のさらなる強化に向けて、平成21年10月(予定) に当社子会社の株式会社

日立プラントエンジニアリングと株式会社日立プラント建設ソフトが、株式会社日立プラントエンジニアリ

ングを存続会社として合併いたします。 

以上の施策に加え、適切な資本政策の実行、キャッシュ･フローの改善等に努め、さらなる体質強化と収

益の拡大に繋げてまいる所存であります。 

CSR（企業の社会的責任）につきましては、経済的価値の創出はもちろんのこと、コンプライアンス、環

境、安全、品質など全ての企業活動の中で一層の推進を図り、ステークホルダーの負託にお応えしてまいる

方針です。 

 

 



４．連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,369 15,778

受取手形・完成工事未収入金等 156,583 166,820

未成工事支出金 43,378 34,909

その他のたな卸資産 38,841 40,011

繰延税金資産 11,524 12,294

預け金 11,706 240

その他 13,831 10,560

貸倒引当金 △305 △803

流動資産合計 283,927 279,809

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 25,868 25,424

減価償却累計額 △14,870 △14,848

建物・構築物（純額） 10,998 10,576

機械・運搬具 34,780 34,123

減価償却累計額 △25,491 △26,769

機械・運搬具（純額） 9,289 7,354

土地 6,707 6,691

建設仮勘定 119 151

その他 13,588 13,232

減価償却累計額 △11,000 △10,634

その他（純額） 2,588 2,598

有形固定資産計 29,701 27,370

無形固定資産 1,870 1,793

投資その他の資産   

投資有価証券 4,840 4,498

繰延税金資産 8,645 10,012

その他 4,593 4,961

貸倒引当金 △218 △226

投資その他の資産計 17,860 19,245

固定資産合計 49,431 48,408

資産合計 333,358 328,217

㈱日立プラントテクノロジー（1970）　平成21年3月期決算短信

- 9 -



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 117,339 107,394

短期借入金 18,000 31,666

1年内返済予定の長期借入金 256 －

未払法人税等 2,006 1,206

未成工事受入金 38,276 35,848

完成工事補償引当金 115 112

製品保証引当金 1,578 2,264

受注損失引当金 9,928 9,386

その他 19,783 19,355

流動負債合計 207,281 207,231

固定負債   

退職給付引当金 20,901 13,862

役員退職慰労引当金 698 553

長期未払金 － 3,704

その他 775 1,044

固定負債合計 22,374 19,163

負債合計 229,655 226,394

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,000 12,000

資本剰余金 20,978 20,976

利益剰余金 69,625 68,767

自己株式 △425 △426

株主資本合計 102,178 101,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,334 743

繰延ヘッジ損益 △90 △22

為替換算調整勘定 △1,774 △2,292

評価・換算差額等合計 △530 △1,571

新株予約権 119 148

少数株主持分 1,936 1,929

純資産合計 103,703 101,823

負債純資産合計 333,358 328,217
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(2) 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 398,334 395,693

売上原価 365,960 354,519

売上総利益 32,374 41,174

販売費及び一般管理費 38,317 33,813

営業利益又は営業損失（△） △5,943 7,361

営業外収益   

受取利息 172 174

受取配当金 102 105

負ののれん償却額 45 －

持分法による投資利益 12 －

保険返戻金 182 －

受取補償金 － 75

その他 400 332

営業外収益合計 913 686

営業外費用   

支払利息 208 250

持分法による投資損失 － 12

固定資産処分損 254 442

為替差損 521 984

その他 442 503

営業外費用合計 1,425 2,191

経常利益又は経常損失（△） △6,455 5,856

特別利益   

固定資産売却益 2,877 －

投資有価証券売却益 50 36

事業譲渡益 301 180

退職給付制度終了益 － 422

その他 － 3

特別利益合計 3,228 641

特別損失   

特別退職金 2,836 3,702

減損損失 － 1,685

事業構造改善費用 － 970

事務所移転費用 416 －

損害賠償金 292 －

退職給付制度終了損 238 2

固定資産処分損 86 －

投資有価証券評価損 66 107

その他 100 354

特別損失合計 4,034 6,820

税金等調整前当期純損失（△） △7,261 △323

法人税、住民税及び事業税 2,831 2,069

過年度法人税等 428 142

法人税等調整額 △4,041 △1,773

法人税等合計 △782 438

少数株主利益 240 98

当期純損失（△） △6,719 △859
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,000 12,000

当期末残高 12,000 12,000

資本剰余金   

前期末残高 20,945 20,978

当期変動額   

自己株式の処分 33 △2

当期変動額合計 33 △2

当期末残高 20,978 20,976

利益剰余金   

前期末残高 78,677 69,625

当期変動額   

剰余金の配当 △2,333 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 1

当期純損失（△） △6,719 △859

当期変動額合計 △9,052 △858

当期末残高 69,625 68,767

自己株式   

前期末残高 △507 △425

当期変動額   

自己株式の取得 △23 △9

自己株式の処分 105 8

当期変動額合計 82 △1

当期末残高 △425 △426

株主資本合計   

前期末残高 111,115 102,178

当期変動額   

剰余金の配当 △2,333 －

当期純損失（△） △6,719 △859

自己株式の取得 △23 △9

自己株式の処分 138 6

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 1

当期変動額合計 △8,937 △861

当期末残高 102,178 101,317

㈱日立プラントテクノロジー（1970）　平成21年3月期決算短信

- 12 -



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,180 1,334

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △846 △591

当期変動額合計 △846 △591

当期末残高 1,334 743

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 5 △90

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △95 68

当期変動額合計 △95 68

当期末残高 △90 △22

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,790 △1,774

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 △518

当期変動額合計 16 △518

当期末残高 △1,774 △2,292

評価・換算差額等合計   

前期末残高 395 △530

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △925 △1,041

当期変動額合計 △925 △1,041

当期末残高 △530 △1,571

新株予約権   

前期末残高 25 119

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 94 29

当期変動額合計 94 29

当期末残高 119 148

少数株主持分   

前期末残高 1,758 1,936

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 178 △7

当期変動額合計 178 △7

当期末残高 1,936 1,929
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 113,293 103,703

当期変動額   

剰余金の配当 △2,333 －

当期純損失（△） △6,719 △859

自己株式の取得 △23 △9

自己株式の処分 138 6

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △653 △1,019

当期変動額合計 △9,590 △1,880

当期末残高 103,703 101,823
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △7,261 △323

減価償却費 5,109 5,330

貸倒引当金の増減額（△は減少） △52 506

退職給付引当金の増減額（△は減少） △391 △7,015

受取利息及び受取配当金 △274 △279

支払利息 208 250

為替差損益（△は益） 26 △1

持分法による投資損益（△は益） △12 12

売上債権の増減額（△は増加） 3,070 △10,573

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,437 7,240

仕入債務の増減額（△は減少） △3,987 △9,706

未成工事受入金の増減額（△は減少） △3,768 △2,256

未払費用の増減額（△は減少） 1,503 △2,109

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,142 302

その他 5,770 9,019

小計 11,236 △9,603

利息及び配当金の受取額 274 237

利息の支払額 △208 △250

法人税等の支払額 △3,293 △2,820

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,009 △12,436

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △1,101

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,011 △4,317

有形及び無形固定資産の売却による収入 3,597 160

投資有価証券の取得による支出 △108 －

投資有価証券の売却による収入 589 68

関係会社株式の取得による支出 △386 △900

事業譲受による支出 △1,093 －

事業譲渡による収入 3,221 377

その他 10 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,181 △5,713

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 13,666

長期借入金の返済による支出 △973 △256

自己株式の取得による支出 △23 △9

自己株式の売却による収入 138 6

配当金の支払額 △2,331 △7

少数株主への配当金の支払額 △34 △34

その他 － △64

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,223 13,302

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18 △155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,587 △5,002

現金及び現金同等物の期首残高 16,333 20,075

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

155 －

現金及び現金同等物の期末残高 20,075 15,073
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項なし 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産 

主として次の方法により評価しております。 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

仕掛品 

個別法による原価法 

製品・半製品 

移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) 

材料貯蔵品 

移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産(リース資産を除く) 

当社及び国内連結子会社は定率法を採用し、在外連結子会社は定額法を採用しております。 

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法によっております。 

無形固定資産(リース資産を除く) 

市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間(3年以内)に基づく均等

配分額とを比較し、いずれか大きい額を当期償却額としております。 

また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用してお

ります。 

その他の無形固定資産については定額法を採用しております。 

リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取

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おります。 

 

上記「(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法」及び「(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」以外は、 近の有

価証券報告書(平成20年6月26日提出)における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

(7) 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 

１．棚卸資産の評価に関する会計基準 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分)を適用し

ております。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純損失並びにセグメント情報に与える影響は軽

微であります。 

２．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 

当連結会計年度より、「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、連結決算上必要な修正を行っております。これによる営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純損失並びにセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

３．リース取引に関する会計基準 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業審議

会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16

号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純損失並びに

セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

 



㈱日立プラントテクノロジー (1970) 平成 21 年 3 月期 決算短信 

- 17 - 

 

 

(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

 

 

　　前連結会計年度(自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日) (単位：百万円)

産業システム 空調システム
エネルギー
システム

計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

101,524 90,152 53,171 398,334 - 398,334 

312 448 316 1,422 △1,422 - 

101,836 90,600 53,487 399,756 △1,422 398,334 

営業費用 106,783 89,074 51,496 403,024 1,253 404,277 

△4,947 1,526 1,991 △3,268 △2,675 △5,943 

70,051 69,820 35,729 289,846 43,512 333,358 

1,038 144 369 3,811 1,298 5,109 

1,660 84 433 5,483 1,528 7,011 

　(注)1　事業の区分は、製品等の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性により区分しております。

　 　 2　各事業の主な製品

社会インフラシステム ：水処理・環境システム、大型ポンプ、圧縮機、変速機、電機システム

産業システム ：エレクトロニクス産業向け製造装置・搬送システム、クレーン、

　医薬品・食品・化学プラント、化学機器

空調システム ：産業用空調・クリーンルーム、ビル空調システム

エネルギーシステム ：原子力発電設備、火力発電設備、集塵システム

　 　 3　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(2,675百万円)の主なものは親会社本社の

　　　　 コーポレート部門に係る費用であります。

　 　 4　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(43,512百万円)の主なものは、親会社での余剰運用資金

　　　　 (現金及び関係会社預け金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。

(1)外部顧客に対する売上高

(2)セグメント間の内部
 　売上高又は振替高

営業利益又は営業損失 (△)

社会インフラ
システム

153,487 

346 

153,833 

155,671 

△1,838 

計

資本的支出 3,306 

減価償却費 2,260 

Ⅱ 資産、減価償却費及び
　 資本的支出

資産 114,246 
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　 〔組替後の事業の種類別セグメント情報〕

　前連結会計年度(自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日) (単位：百万円)
社会インフ
ラシステム

産業
システム

空調
システム

エネルギー
システム

計
消去又は

全社
連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

 売上高

 (1)外部顧客に対する
    売上高

143,440 89,499 102,177 63,218 398,334 - 398,334 

 (2)セグメント間の内部
    売上高又は振替高

346 312 448 316 1,422 △1,422 - 

計 143,786 89,811 102,625 63,534 399,756 △1,422 398,334 

 営業費用 145,686 93,864 101,992 61,482 403,024 1,253 404,277 

 営業利益又は
 営業損失 (△)

△1,900 △4,053 633 2,052 △3,268 △2,675 △5,943 

Ⅱ 資産、減価償却費及び
　 資本的支出

 資産 104,837 67,670 72,201 45,138 289,846 43,512 333,358 

 減価償却費 2,230 1,035 147 399 3,811 1,298 5,109 

 資本的支出 3,231 1,660 84 508 5,483 1,528 7,011 

　　当連結会計年度(自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日) (単位：百万円)

産業システム 空調システム
エネルギー
システム

計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

76,399 99,366 84,943 395,693 - 395,693 

550 76 336 1,410 △1,410 - 

76,949 99,442 85,279 397,103 △1,410 395,693 

営業費用 74,372 96,854 85,133 387,891 441 388,332 

2,577 2,588 146 9,212 △1,851 7,361 

70,428 67,506 49,589 287,792 40,425 328,217 

1,151 125 384 4,164 1,166 5,330 

1,685 - - 1,685 - 1,685 

1,027 120 501 3,995 322 4,317 

　(注)1　事業の区分は、製品等の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性により区分しております。

　 　 2　各事業の主な製品

社会インフラシステム ：大型ポンプ、圧縮機、変速機、水処理・環境システム

産業システム ：エレクトロニクス産業向け製造装置・搬送システム、クレーン、

　医薬・化学プラント、化学機器

空調システム ：産業空調システム、ビル空調システム

エネルギーシステム ：原子力発電設備、火力発電設備、集塵システム、水力・変電設備

　 　 3　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,851百万円)の主なものは親会社本社の

　　　　 コーポレート部門に係る費用であります。

　 　 4　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(40,425百万円)の主なものは、親会社での余剰運用資金

　　　　 (現金及び預け金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。

　　　5　事業区分の方法の変更

従来「社会インフラシステム」に区分していた社会・産業システム事業本部の再編に伴い、同本部の水力・

変電設備事業が「エネルギーシステム」に区分していたエネルギーシステム事業本部に集約され、従来

「産業システム」に区分していた産業プラントシステム事業本部の再編に伴い、同本部の食品プラント

事業が「空調システム」に区分していた空調システム事業本部に集約されました。また、これらに伴い

一部の連結子会社の区分方法を見直しました。なお、前連結会計年度において当連結会計年度の事業区分に

よった場合の事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。

資本的支出 2,347 

資産 100,269 

減価償却費 2,504 

減損損失 - 

131,532 

営業利益又は営業損失 (△) 3,901 

Ⅱ 資産、減価償却費及び
　 資本的支出

(2)セグメント間の内部
 　売上高又は振替高

448 

計 135,433 

社会インフラ
システム

(1)外部顧客に対する売上高 134,985 
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【所在地別セグメント情報】 

   前連結会計年度 (平成19年4月1日～平成20年3月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める｢本邦｣の割合がいずれも90％

を超えているため、記載を省略しております。 

 

   当連結会計年度 (平成20年4月1日～平成21年3月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める｢本邦｣の割合がいずれも90％

を超えているため、記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

   前連結会計年度 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)                    (単位：百万円) 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海 外 売 上 高 51,160 35,969 87,129 

Ⅱ 連 結 売 上 高 － － 398,334 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 12.8 9.1 21.9 

   (注)1 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あります。 

     2 国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域 

(1) 国 又 は 地 域 の 区 分 の 方 法  地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域  アジア：台湾地域、大韓民国 

 

   当連結会計年度 (平成20年4月1日～平成21年3月31日)                    (単位：百万円) 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海 外 売 上 高 47,567 44,838 92,405 

Ⅱ 連 結 売 上 高 － － 395,693 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 12.0 11.4 23.4 

   (注)1 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あります。 

     2 国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域 

(1) 国 又 は 地 域 の 区 分 の 方 法  地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域  アジア：中国大陸、台湾地域 
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【受注高】 

(単位：百万円)

(注)1. 下段は構成比であります。

2 事業区分の方法の変更

△7,071 

18ページ「(セグメント情報) 【事業の種類別セグメント情報】 (注)5」に記載のとおり、事業区分を変更して

いるため、前連結会計年度については当連結会計年度の事業区分に組替えた数値を表示しております。

エ ネ ル ギー シス テム

原 子 力 発 電 設 備
火 力 発 電 設 備
集 塵 シ ス テ ム
水 力 ・ 変 電 設 備

増　減

△16.4 △23,865 

増減率

産 業 シ ス テ ム

ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾛ ﾆ ｸ ｽ 産 業 向 け
製造装置・搬送システム
ク レ ー ン
医 薬 ・ 化 学 プ ラ ン ト
化 学 機 器

空 調 シ ス テ ム

20.6% 

37.3% 

産 業 空 調 シ ス テ ム
ビ ル 空 調 シ ス テ ム

金　　額 金　　額

1,564 

△30,533 

3,774 3.9 

期 末 受 注 残 高 297,391 

△4.9 △18,960 

266,858 

10,412 

95,824 

種　　別

大 型 ポ ン プ
圧 縮 機 、 変 速 機
水処理・環境システム

社会インフラシステム

145,552 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日

  至 平成20年３月31日)

24.1% 

70,174 

80,464 

94,260 

25.8% 

80,586 

18.0% 21.7% 

100.0% 100.0% 

390,450 371,490 

96,050 99,824 

121,687 

32.8% 

73,393 

1.7 

△8.8 

△10.3 

14.8 

海 外 受 注 高

合　　　　計

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日

  至 平成21年３月31日)

金　額

24.6% 

19.7% 

26.9% 
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【売上高】 

(単位：百万円)

(注)1. 下段は構成比であります。

2 事業区分の方法の変更

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日

  至 平成21年３月31日)

金　額

134,985 

34.1% 

76,399 

19.3% 

海 外 売 上 高

合　　　　計

21.9% 23.4% 

87,129 92,405 

100.0% 100.0% 

398,334 395,693 

102,177 

15.9% 

25.6% 

63,218 

25.1% 

84,943 

種　　別

大 型 ポ ン プ
圧 縮 機 、 変 速 機
水処理・環境システム

社会インフラシステム

143,440 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日

  至 平成20年３月31日)

金　　額

21,725 

99,366 

34.4 

21.5% 

△2,641 

5,276 

△0.7 

△2,811 

6.1 

△2.8 

金　　額

産 業 シ ス テ ム

ｴ ﾚ ｸ ﾄ ﾛ ﾆ ｸ ｽ 産 業 向 け
製造装置・搬送システム
ク レ ー ン
医 薬 ・ 化 学 プ ラ ン ト
化 学 機 器

空 調 シ ス テ ム

22.5% 

89,499 

36.0% 

△14.6 △13,100 

増　減

△5.9 △8,455 

増減率

18ページ「(セグメント情報) 【事業の種類別セグメント情報】 (注)5」に記載のとおり、事業区分を変更して

いるため、前連結会計年度については当連結会計年度の事業区分に組替えた数値を表示しております。

エ ネ ル ギー シス テム

原 子 力 発 電 設 備
火 力 発 電 設 備
集 塵 シ ス テ ム
水 力 ・ 変 電 設 備

産 業 空 調 シ ス テ ム
ビ ル 空 調 シ ス テ ム
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 (１株当たり情報) 

 

  

前連結会計年度 

自 平成19年 4月 1日 

至 平成20年 3月31日 

当連結会計年度 

自 平成20年 4月 1日 

至 平成21年 3月31日 

１株当たり純資産額 522.50円 512.74円 

１株当たり当期純利益 △34.55円 △4.42円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － － 

１株当たり純資産額の算定上の基礎   

純資産の部の合計額 103,703百万円 101,823百万円 

 純資産の部の合計額から控除する金額 2,055百万円 2,077百万円 

  新株予約権 119百万円 148百万円 

  少数株主持分 1,936百万円 1,929百万円 

 普通株式に係る期末の純資産額 101,648百万円 99,746百万円 

 １株当たり純資産額の算定に 

用いられた普通株式の数 
194,541,488株 194,534,819株 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎   

 当期純損失 (△) △6,719百万円 △859百万円 

 普通株主に帰属しない金額 － － 

  利益処分による取締役賞与金 － － 

 普通株式に係る当期純損失 (△) △6,719百万円 △859百万円 

 普通株式の期中平均株式数 194,486,755株 194,536,336株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の 

算定上の基礎 
  

 当期純利益調整額 － － 

 普通株式増加数 － － 

  新株予約権 － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要 

新株予約権 

 株主総会の特別決議日 

  平成15年6月27日   (10個)

  平成16年6月29日   (85個)

  平成17年6月29日  (673個)

 取締役会の決議日 

  平成18年11月27日(1,255個)

新株予約権 

 株主総会の特別決議日 

  平成16年6月29日   (85個)

  平成17年6月29日  (618個)

 取締役会の決議日 

  平成18年11月27日(1,245個)

 

 

 (開示の省略) 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、

企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し

ております。 



５．個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,899 10,786

受取手形 5,665 2,560

完成工事未収入金 74,468 80,655

売掛金 50,696 60,877

未成工事支出金 41,342 34,062

仕掛品 32,153 32,890

その他のたな卸資産 1,202 1,471

短期貸付金 6,932 5,434

繰延税金資産 8,024 9,999

預け金 11,581 －

未収入金 3,517 2,431

その他 9,728 7,510

貸倒引当金 △30 △249

流動資産合計 249,182 248,431

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,722 19,112

減価償却累計額 △11,503 △11,396

建物（純額） 8,219 7,716

構築物 1,861 1,890

減価償却累計額 △1,464 △1,490

構築物（純額） 396 399

機械及び装置 30,733 29,699

減価償却累計額 △22,900 △23,855

機械及び装置（純額） 7,833 5,844

車両運搬具 443 436

減価償却累計額 △313 △361

車両運搬具（純額） 129 75

工具器具・備品 10,600 9,419

減価償却累計額 △8,603 △7,901

工具器具・備品（純額） 1,997 1,517

土地 5,353 5,353

リース資産 － 98

減価償却累計額 － △10

リース資産（純額） － 88

建設仮勘定 105 152

有形固定資産計 24,036 21,146
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 1,288 1,225

その他 157 194

無形固定資産計 1,446 1,420

投資その他の資産   

投資有価証券 4,025 2,861

関係会社株式 2,719 2,744

出資金 4 6

関係会社出資金 1,617 1,783

破産債権、更生債権等 105 98

繰延税金資産 8,244 8,769

その他 2,270 2,088

貸倒引当金 △194 △185

投資その他の資産計 18,793 18,165

固定資産合計 44,275 40,732

資産合計 293,457 289,163

負債の部   

流動負債   

工事未払金 59,238 57,943

買掛金 45,880 39,209

短期借入金 18,000 23,000

関係会社短期借入金 － 8,665

未払金 963 1,817

未払費用 11,087 10,334

未払法人税等 605 399

未成工事受入金 23,414 18,823

前受金 12,900 14,033

預り金 3,483 4,581

完成工事補償引当金 53 55

製品保証引当金 841 1,566

受注損失引当金 9,622 8,430

リース債務 － 20

その他 1,275 923

流動負債合計 187,364 189,805

固定負債   

退職給付引当金 17,468 10,929

役員退職慰労引当金 320 322

リース債務 － 74

長期未払金 － 3,237

その他 213 187
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

固定負債合計 18,002 14,752

負債合計 205,366 204,558

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,000 12,000

資本剰余金   

資本準備金 20,904 20,904

その他資本剰余金 73 71

資本剰余金合計 20,977 20,975

利益剰余金   

利益準備金 2,441 2,441

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 96 96

別途積立金 53,352 53,352

繰越利益剰余金 △1,699 △4,696

利益剰余金合計 54,191 51,193

自己株式 △425 △425

株主資本合計 86,744 83,743

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,317 735

繰延ヘッジ損益 △89 △22

評価・換算差額等合計 1,227 713

新株予約権 119 148

純資産合計 88,091 84,605

負債純資産合計 293,457 289,163
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

完成工事高 194,800 209,095

製品売上高 145,894 126,626

売上高合計 340,695 335,721

売上原価   

完成工事原価 181,982 196,052

製品売上原価 132,800 108,396

売上原価合計 314,783 304,449

売上総利益   

完成工事総利益 12,818 13,042

製品売上総利益 13,094 18,230

売上総利益合計 25,912 31,272

販売費及び一般管理費 32,282 28,218

営業利益又は営業損失（△） △6,370 3,054

営業外収益   

受取利息 195 163

受取配当金 525 515

保険返戻金 182 －

その他 273 288

営業外収益合計 1,176 967

営業外費用   

支払利息 221 264

固定資産処分損 221 360

為替差損 690 978

その他 313 400

営業外費用合計 1,447 2,003

経常利益又は経常損失（△） △6,640 2,018

特別利益   

固定資産売却益 2,877 －

投資有価証券売却益 50 35

退職給付制度終了益 － 372

事業譲渡益 347 －

その他 － 10

特別利益合計 3,274 418
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

特別退職金 2,414 3,503

減損損失 － 1,685

事業構造改善費用 － 1,096

関係会社株式評価損 4,364 304

投資有価証券評価損 66 101

事務所移転費用 399 －

損害賠償金 291 －

その他 24 270

特別損失合計 7,560 6,962

税引前当期純損失（△） △10,926 △4,526

法人税、住民税及び事業税 750 475

過年度法人税等 428 142

法人税等調整額 △4,412 △2,146

法人税等合計 △3,233 △1,528

当期純損失（△） △7,692 △2,997
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,000 12,000

当期末残高 12,000 12,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 20,904 20,904

当期末残高 20,904 20,904

その他資本剰余金   

前期末残高 41 73

当期変動額   

自己株式の処分 32 △2

当期変動額合計 32 △2

当期末残高 73 71

資本剰余金合計   

前期末残高 20,945 20,977

当期変動額   

自己株式の処分 32 △2

当期変動額合計 32 △2

当期末残高 20,977 20,975

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,441 2,441

当期末残高 2,441 2,441

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 19 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △19 －

当期変動額合計 △19 －

当期末残高 － －

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 96 96

当期末残高 96 96

別途積立金   

前期末残高 53,352 53,352

当期末残高 53,352 53,352

繰越利益剰余金   

前期末残高 8,307 △1,699

当期変動額   

剰余金の配当 △2,333 －

特別償却準備金の取崩 19 －

当期純損失（△） △7,692 △2,997

当期変動額合計 △10,006 △2,997

当期末残高 △1,699 △4,696
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 64,216 54,191

当期変動額   

剰余金の配当 △2,333 －

当期純損失（△） △7,692 △2,997

当期変動額合計 △10,025 △2,997

当期末残高 54,191 51,193

自己株式   

前期末残高 △507 △425

当期変動額   

自己株式の取得 △23 △8

自己株式の処分 105 7

当期変動額合計 82 △0

当期末残高 △425 △425

株主資本合計   

前期末残高 96,655 86,744

当期変動額   

剰余金の配当 △2,333 －

当期純損失（△） △7,692 △2,997

自己株式の取得 △23 △8

自己株式の処分 137 5

当期変動額合計 △9,911 △3,000

当期末残高 86,744 83,743

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,157 1,317

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △839 △581

当期変動額合計 △839 △581

当期末残高 1,317 735

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 △89

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90 67

当期変動額合計 △90 67

当期末残高 △89 △22

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,157 1,227

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △929 △513

当期変動額合計 △929 △513

当期末残高 1,227 713

新株予約権   

前期末残高 24 119
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 94 28

当期変動額合計 94 28

当期末残高 119 148

純資産合計   

前期末残高 98,837 88,091

当期変動額   

剰余金の配当 △2,333 －

当期純損失（△） △7,692 △2,997

自己株式の取得 △23 △8

自己株式の処分 137 5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △835 △485

当期変動額合計 △10,746 △3,485

当期末残高 88,091 84,605
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項なし 

 




