
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月10日

（百万円未満切捨て）

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 URL http://www.ebara.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 矢後 夏之助

問合せ先責任者 （役職名） 管理室長 （氏名） 長木 健悟 TEL 03-3743-6111
四半期報告書提出予定日 平成21年8月11日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 93,772 △4.3 △638 ― △632 ― △1,982 ―

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

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

22年3月期第1四半期 △4.69 ―

21年3月期第1四半期 △7.74 ―

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

22年3月期第1四半期 544,231 125,629 22.6 290.90
21年3月期 562,456 124,263 21.6 287.44

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  122,869百万円 21年3月期  121,411百万円

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  

平成22年3月期の期末配当金につきましては、未定とさせていただきます。 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

200,000 △10.3 0 ― △1,000 ― △1,000 ― △2.37

通期 500,000 △0.2 10,000 ― 7,000 ― 3,000 ― 7.10
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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）  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．平成21年５月13日に公表いたしました連結業績予想の第２四半期連結累計期間を修正しております。なお、通期の連結業績予想につきましては、据え
置いております。 
２．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仮定等については４ページ定性的情報・財務諸表等３．連結
業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
３．平成22年3月期の期末配当金は未定であります。開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。 

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） 22年3月期第1四半期 422,725,658株 21年3月期  422,725,658株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  352,624株 21年3月期  341,744株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 422,376,757株 21年3月期第1四半期 422,454,587株
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 86,981 76,037

受取手形及び売掛金 134,500 186,703

有価証券 3,089 1,156

商品及び製品 14,230 10,081

仕掛品 45,775 41,382

原材料及び貯蔵品 22,122 24,019

その他 46,683 42,169

貸倒引当金 △1,001 △1,124

流動資産合計 352,382 380,426

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 40,875 28,395

機械装置及び運搬具（純額） 34,612 29,601

その他（純額） 34,714 38,974

有形固定資産合計 110,202 96,971

無形固定資産 10,925 10,127

投資その他の資産   

投資有価証券 22,219 20,649

その他 52,458 58,341

貸倒引当金 △3,939 △3,955

投資評価引当金 △17 △103

投資その他の資産合計 70,720 74,931

固定資産合計 191,848 182,029

資産合計 544,231 562,456

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 109,126 131,181

短期借入金 68,842 81,554

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

賞与引当金 9,489 6,536

役員賞与引当金 101 117

完成工事保証損失引当金 10,071 9,755

製品保証引当金 792 863

工事損失引当金 16,617 19,230

債務保証損失引当金 42 41

訴訟損失引当金 222 172

土地売却費用引当金 2,997 2,706

その他 64,139 56,863

流動負債合計 302,444 329,023
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

固定負債   

新株予約権付社債 40,000 40,000

長期借入金 43,649 38,555

退職給付引当金 23,499 22,783

役員退職慰労引当金 332 709

土地売却費用引当金 2,500 2,800

債務保証損失引当金 7 13

その他 6,168 4,306

固定負債合計 116,158 109,168

負債合計 418,602 438,192

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 5,143 7,315

自己株式 △149 △146

株主資本合計 131,490 133,665

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,538 259

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 △10,159 △12,514

評価・換算差額等合計 △8,620 △12,254

少数株主持分 2,759 2,852

純資産合計 125,629 124,263

負債純資産合計 544,231 562,456
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 98,017 93,772

売上原価 83,218 75,189

売上総利益 14,799 18,583

販売費及び一般管理費 20,970 19,222

営業損失（△） △6,171 △638

営業外収益   

受取利息 199 90

受取配当金 124 45

為替差益 － 718

その他 455 173

営業外収益合計 778 1,027

営業外費用   

支払利息 818 817

為替差損 794 －

持分法による投資損失 18 13

その他 107 190

営業外費用合計 1,739 1,020

経常損失（△） △7,132 △632

特別利益   

固定資産売却益 288 5

特別退職金戻入額 806 －

貸倒引当金戻入額 － 181

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － 287

その他 62 131

特別利益合計 1,156 605

特別損失   

固定資産廃却損 172 13

投資有価証券評価損 209 341

関係会社整理損 － 1,150

特別退職金 － 542

その他 76 9

特別損失合計 458 2,057

税金等調整前四半期純損失（△） △6,434 △2,083

法人税等 △2,946 △202

少数株主利益又は少数株主損失（△） △219 100

四半期純損失（△） △3,267 △1,982
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △2,083

減価償却費 3,887 5,692

引当金の増減額（△は減少） 5,788 721

固定資産売却損益（△は益） △288 4

受取利息及び受取配当金 △323 △136

支払利息 818 817

売上債権の増減額（△は増加） 65,775 55,362

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,994 △3,407

仕入債務の増減額（△は減少） △20,557 △24,580

その他 4,415 3,864

小計 40,087 36,255

利息及び配当金の受取額 461 1,126

利息の支払額 △704 △637

法人税等の支払額 △3,810 △2,563

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,033 34,181

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 7

固定資産の取得による支出 △7,324 △8,726

投資有価証券の売却による収入 50 1

投資有価証券の取得による支出 △1,167 △32

その他の投資に係る収入又は取得支出(純額) △786 △45

貸付金の回収による収入 1,407 709

貸付けによる支出 △1,666 △406

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,863 △8,493

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 9,272

短期借入金の返済による支出 △10,700 △25,354

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 △86

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 △2

配当金の支払額 △3,168 －

少数株主への配当金の支払額 △184 △696

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,830 △16,867

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,152 919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29,187 9,739

現金及び現金同等物の期首残高 69,160 77,194

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）

－ 3,137

現金及び現金同等物の四半期末残高 98,347 90,071
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