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平成 21 年 10 月 30 日 
各    位 
 

 会 社 名 株式会社 荏  原  製  作  所 
 代表者名 代表取締役社長 矢後 夏之助 
 (コード番号 6361  東証第 1 部  札証 ) 
 問合せ先 管理室長 長木 健悟 

                                            (電話 03－3743－6111) 
 
 

業績予想の修正に関するお知らせ 
 

最近の業績の動向等を踏まえ、平成 21 年 8 月 10 日に公表しました平成 22 年 3 月期連結累計期間の

第 2 四半期及び通期の業績予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 

1. 平成 22 年 3 月期第 2 四半期連結累計期間連結業績予想の修正（平成 21 年 4 月 1 日～9 月 30 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期 
純利益 

1 株当たり 
四半期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭前回発表予想 (A) 
(平成21年8月10日発表) 200,000 0 △1,000 △1,000 △2 37
今回修正予想  (B) 209,500 2,400 1,100 △1,100 △2 60
増減額   (B) - (A) 9,500 2,400 2,100 △100 ― 
増減率     (%) 4.8% ― ― ― ― 
(ご参考) 前年同期実績 222,877 △3,579 △4,302 △2,661 △6 30

  (修正の理由) 

当累計期間の売上高は、風水力事業、エンジニアリング事業、精密・電子事業の各事業におい

て堅調に推移し、前回発表予想を 4.8%上回る 2,095 億円となる見通しです。 

営業利益は、風水力事業においては、海外案件を中心に比較的採算の良い売上が計上されたた

め、103 億円となる見込みです。エンジニアリング事業においては、グループを挙げて固定費削

減に努め、水処理、廃棄物処理ともに一層のコストダウンを推し進めたことから採算が向上しま

した。しかしドイツ・インフラサーブ・プロジェクトにおける工事損失増加に備え 40 億円を追

加引当する予定のため、営業損失は 49 億円となる見込みです。精密・電子事業においては、固

定費削減及び売上高増加により営業損失が 30 億円となる見込みです。これらの結果、全体の営

業利益は前回発表予想の±0 から 24 億円となる見込みです。 

経常利益は、営業利益が増加したことにより前回発表予想の△10 億円から 21 億円改善して

11 億円の黒字に転じる見通しです。 
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四半期純利益については、経常利益は改善するものの税金費用等の負担が増加することから、

前回発表予想の△10 億円から 1 億円悪化し△11 億円となる見込みです。 

なお、事業セグメントごとの業績見通しについては下表の通りです。 

(事業のセグメント別業績見通し) 
 風水力事業 

エンジニア 
リング事業 

精密･電子 
事業 全体 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
売上高 136,300 52,000 21,200 209,500 
営業利益 10,300 △4,900 △3,000 2,400 

    
また、ドイツ・インフラサーブ・プロジェクトの直近の進捗状況、損益見込みおよび今後の課

題等については、3 ページ～4 ページの「3.ドイツ・インフラサーブ・プロジェクトの現況」に

記載しております。 

2. 平成 22 年 3 月期通期連結業績予想の修正（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日） 

 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 銭前回発表予想 (A) 
(平成21年8月10日発表) 500,000 10,000 7,000 3,000 7 10
今回修正予想  (B) 500,000 11,000 8,000 3,500 8 29
増減額   (B) - (A) ― 1,000 1,000 500 ― 
増減率     (%) ― 10.0% 14.3% 16.7% ― 
(ご参考) 前期実績 501,149 637 △2,383 △13,113 △31 04

 (修正の理由) 

売上高は、第 2 四半期にかけては堅調に推移しましたが、第 3 四半期以後の景気動向が依然

として不透明であり需要の減衰も懸念されることから、通期見通しは前回発表予想から変更あり

ません。 

営業利益は、風水力事業において、第 2 四半期にかけて好調な推移が見込まれるものの第 3
四半期以後に現羽田工場の千葉県富津への移転に伴うコスト増加や、建築設備関連及び国内公共

関連での市況回復の遅れ、為替市場における円高の進行等が懸念されます。それらを勘案し、通

期では前回発表予想の 130 億円から 10 億円増加して 140 億円となる見通しです。エンジニアリ

ング事業では、ドイツ・インフラサーブ・プロジェクト損失の追加引当を踏まえ、更なる固定費

削減とコストダウンに努めることにより通期では前回発表予想の 20 億円から 10 億円の減少に

留まり 10 億円となる見通しです。精密・電子事業では、一部半導体製造会社で 先端ラインへ

の投資が再開され受注環境が上向きつつありますが、今年末から来年にかけての見通しは依然と

して不透明であるため、通期では前回発表予想の損失 50 億円から 10 億円改善に留まる 40 億円

の損失となる見通しです。これらの結果、営業利益全体では前回発表予想の 100 億円から 10 億

円増加し 110 億円となる見通しです。 
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経常利益は、営業利益の好転に伴い前回予想の 70 億円から 10 億円増加し 80 億円となる見通

しです。 

特別損益においては、燃料電池事業撤退に伴う清算損などの損失を見込んでおります。この結

果、当期純利益は前回予想の 30 億円から 5 億円増加し 35 億円となる見込みです。 

なお、事業セグメントごとの業績見通しについては下表の通りです。 

(事業のセグメント別業績見通し) 
  

風水力事業
エンジニア 
リング事業 

精密･電子 
事業 

全体 

前回発表予想 (A) 百万円 百万円 百万円 百万円

(平成21年8月10日発表) 317,000 140,000 43,000 500,000 
今回修正予想  (B) 315,000 140,000 45,000 500,000 
増減額   (B) - (A) △2,000 ― 2,000 ― 

売 
上 
高 

増減率     (%) △0.6% ―  4.7% ― 
前回発表予想 (A) 百万円 百万円 百万円 百万円 
(平成21年8月10日発表) 13,000 2,000 △5,000 10,000 
今回修正予想  (B) 14,000 1,000 △4,000 11,000 
増減額   (B) - (A) 1,000 △1,000 1,000 1,000 

営 
業 
利 
益 

増減率     (%) 7.7% △50.0% ― 10.0% 
注) 第 3 四半期以後の為替相場は 1 米ﾄﾞﾙ 90 円を想定しています。 

3. ドイツ・インフラサーブ・プロジェクトの現況 

(1) プロジェクト概要 
  事業名称：The Planning, Delivery, Construction and Commissioning of Combustion Plant 

for Thermal Use of Refused Derived Fuels at the site of the Hoechst Industrial 
Estate in Frankfurt am Main 

    事業概要：一括請負方式による弊社内部循環型流動床式ボイラ(ICFB)3 系列を用いた廃プラス

チック燃料(RDF :Refused Derived Fuels)による発電設備建設事業。日量約 1,700
トンの RDF 燃焼により 68,300kWh を送電 

  顧客名称：Thermal Conversion Compound Industriepark Hoechst GmbH 
  焼却能力：1,749 Ton/Day (583Ton/Day x 3 系列) 
  採用機種：内部循環型流動床式ボイラ (ICFB) 
  契約金額：Euro214,896,560.00 (邦貨 303 億円)   
  竣工予定：平成 22 年 5 月 
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(2) 進捗状況 
プラント建設工事は平成 21 年 9 月末現在で全体で約 90%弱まで進捗しております。排ガス処

理装置では仕上げとなる保温工事を実施中であり、電気計装設備工事では平成 21 年 12 月のボ

イラ火入れに向けて受電を行いました。土木建築工事は内装工事や空調等の設備工事、外構工

事等を進めております。しかしながら、8 月後半に建設過程でボイラ過熱器に多数の溶接不良が

発見されました。補修には 2～3 ヶ月程度を要する見込みですが、工程調整等により工事全体で

は 1 ヶ月強の遅延に収まり、プラント竣工は平成 22 年 5 月初旬を予定しております。 
 

(3) 工事損益見込み 

溶接補修による工期延長に対応するための工程調整や、プラント建設作業が 1 千人規模に増

大したことに対応した品質管理強化のための管理人員追加を余儀なくされました。また同時期

に電気計装設備工事や土木建築工事の終盤局面で想定を超える仕様変更や計装機器追加等の必

要性が判明しました。このため現時点で合理的に見込める 大限の損失を見積り、当第 2 四半

期決算において 40 億円の工事損失追加引当を行う見込みです。追加引当の主な内訳は次の通り

です。なお、追加引当の中には、プラント引渡後の初期運転状況監視要員の 24 ヶ月常駐費用も

含んでおります。 
 
ボイラ溶接補修による工期延長及び管理体制強化に伴う費用増加  15 億円 
土木建築工事における設計変更等に伴う費用増加         11 億円 
電気計装設備工事の仕様変更及び計装機器等の追加に伴う費用増加  8 億円 
ダクト・配管・鉄骨工事における設計変更等に伴う費用増加     6 億円 
追加費用合計                         40 億円 

 
この結果、誠に遺憾ながら、現段階で想定されるプロジェクト損失は、前期までに既に計上し

た損失と合わせ納期遅延違約金を含めて総額で 298 億円となる見込みです。 
 

(4) 今後のリスクと対応策 

平成 21 年 12 月のボイラ火入れに向けて、ボイラ過熱器の補修管理や工事全体の工程管理が

当面の課題となっております。本プロジェクトは海外における元請による初めての大型焼却炉

建設工事であり、現場管理やドイツにおける環境法規、安全基準等に関し想定を超える事態も

懸念されます。 
 
工事損失の拡大を防ぐために、現地エンジニアの増員や日本人エンジニアの追加派遣を行い、

発注額の増額交渉や現地下請業者との折衝のためにコンサルタントを起用する等により 善の

手段を尽くしてプロジェクト遂行に努めてまいります。 
 

以  上 

※ 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。 


