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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 209,470 △6.0 2,399 ― 1,084 ― △1,143 ―

21年3月期第2四半期 222,877 ― △3,579 ― △4,302 ― △2,661 ―

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2四半期 △2.71 ―

21年3月期第2四半期 △6.30 ―

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2四半期 537,385 126,606 23.0 292.86
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2四半期  123,694百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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 500,000 △0.2 11,000 ― 8,000 ― 3,500 ― 8.29

－1－



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  
(注)詳細は、６ページ定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧下さい。 

(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  

(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、６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、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５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。 
２．平成22年3月期の期末配当金は未定であります。今後の収益状況を見極めたうえで検討することとしており、現時点では未定であるため、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2四半期 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2四半期  360,012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2四半期 422,372,714株 21年3月期第2四半期 422,441,358株
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（参考）平成22年３月期第２四半期（３ヶ月）の連結業績 

（平成21年７月１日～平成21年９月30日） 

（百万円未満切捨て）

連結経営成績（３ヶ月）                       （％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 ％

22年３月期第２四半期  115,697 △7.3  3,038 17.2  1,716 △38.6  838 38.2

21年３月期第２四半期 124,859   ― 2,592  ― 2,796 ― 606 ―

  
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２四半期      1 98       1 87     

21年３月期第２四半期    1 44   1 39    
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 （１）業績の状況  

  当第２四半期連結会計期間（３ヶ月）における事業環境は、海外では各国政府の景気刺激策が下支えし、

悪期は脱した感があります。米国においては住宅販売、製造業生産が上向くなど景気が底を打った兆候が見ら

れました。ヨーロッパではフランス、ドイツなど一部の国で個人消費に持ち直しが見られるなど、下げ止まり

の兆候が散見されました。アジアでも、中国を中心に生産が増加するなど景気回復傾向が見られました。 

  国内では、民間部門においては在庫調整が進み生産が上向きましたが、建設着工、設備投資は低調に推移し

厳しい状況でした。一方、公共部門は政権交代に伴う不透明感があるものの、政府の景気刺激策により底堅く

推移するなど、全般的には景気の低迷が続いていますが、持ち直し傾向が見られました。 

  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２年目として、「継続的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きました。 

  同会計期間における業績については前年同四半期と比べ、受注高は、エンジニアリング事業と精密・電子事

業においてはほぼ横ばいを維持したものの、風水力事業における民間設備投資延期・抑制の影響による受注減

により全体としては減少しました。売上高は、エンジニアリング事業において増加しましたが、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、エンジニアリング事業における追加損

失引当による減益の影響はあったものの、全社規模の固定費削減施策の効果や風水力事業の採算性向上などに

より全体としては増加しました。 

  当第２四半期連結会計期間における売上高は前年同四半期比7.3％減の1,156億97百万円、営業利益は前年同

四半期比17.2％増の30億38百万円、経常利益は前年同四半期比38.6％減の17億16百万円、四半期純利益は前年

同四半期比38.2％増の８億38百万円となりました。 

  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 

       風水力事業における事業環境は、海外市場では世界的な景気の底打ち感が見られ、オイル&ガス業界は原油

価格が上昇傾向に転じるなどの好材料もありましたが、設備投資は十分に回復しておらず、厳しい状況が続き

ました。このような状況の中、サービス拠点・体制の強化を図ると共に、中長期的に拡大が見込まれるエネル

ギー・水環境分野へ注力しました。     

     一方、国内市場においても、製造業等では生産が増加しつつあるものの設備投資の回復までには至らず大き

な改善は見られませんが、今後の設備投資の回復時に備え、新製品の開発や、アフターサービス事業、リニュ

ーアル事業をきめ細かく推進しました。 

        当第２四半期連結会計期間における同事業の売上高は、前年同四半期比3.1％減の739億78百万円となり、営

業利益は前年同四半期比47.8％増の64億60百万円となりました。 

     エンジニアリング事業 

            エンジニアリング事業における事業環境は、公共部門では市況は引き続き厳しいものの比較的安定して推移

しましたが、民間部門においては低迷している設備投資の回復が弱く厳しい状況が続きました。インフラ整備

が成熟期を迎えた国内においては、官民を問わず老朽化施設の延命・更新需要や、施設の建設から維持管理・

運営を含めた事業ニーズの増加が見られます。 

            このような状況の中、EPCの豊富な納入実績と技術力、O&Mの全国サービス網の一体運営を進め、延命化・長

寿命化案件やPFI等の民間活用案件(DBO案件)への取り組みを積極的に行ってきました。その結果、公共部門に

おいて、延命化工事を含む補修工事関連の受注が堅調に推移しました。 

        当第２四半期連結会計期間における同事業の売上高は前年同四半期比10.5％増の293億22百万円、営業損失

は固定費削減やコストダウンを進めたものの、海外焼却炉案件の損失引当40億円を計上したため、前年同四半

期比12億86百万円悪化し34億64百万円となりました。 

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
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    精密・電子事業 

            精密・電子事業における事業環境は、半導体業界では一部 先端企業の設備投資再開の動きが出たものの、

アジアを中心としたDRAM業界及びロジック業界では設備投資の低迷が続いております。またLED業界では量産

投資が動き始めておりますが、太陽電池業界の設備投資は一巡した状況にあり、全体として設備投資動向は予

断を許さない状況にあります。 

            このような状況の中、固定費削減を継続し、リードタイム短縮などによる原価低減施策を進めることによ

り、収益力の強化を進めました。また、グローバルな営業及びサポートネットワークを通して、ユーザーの生

産性向上ニーズの掘り起こしを中心としたアフターサービス事業の強化を推進しました。 

     当第２四半期連結会計期間における同事業の売上高は、前年同四半期比43.5％減の123億97百万円となり、

前年後半から悪化継続中のため、営業利益は前年同四半期比82.4％減の75百万円となりました。 

  

  当第２四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ250億70百万円減少し、5,373億85百万円となりまし

た。受取手形及び売掛金が436億64百万円減少し、たな卸資産が52億38百万円増加し、有形固定資産が142億98百

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274億13百万円減少して4,107億78百万円となりました。支払手形及び買掛

金が349億65百万円減少し、有利子負債が76億45百万円増加したことが主な要因です。 

 純資産は、四半期純損失11億43百万円を計上したこと及び為替換算調整勘定が24億48百万円増加したことなど

により前連結会計年度末比23億42百万円増加して1,266億6百万円となりました。 

 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。  

  

   平成22年３月期の通期業績につきましては、本年10月30日「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 

《事業のセグメント別業績見通し》 

( )内は構成比 

  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。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

 連結通期業績  

売上高 5,000億円 (△0.2%) 

営業利益 110億円 (―%)

経常利益 80億円 (―%) 

当期純利益 35億円 (―%) 

  売上高 営業利益 

風水力事業 3,150億円 (63.0%) 140億円 (―%) 

エンジニアリング事業 1,400億円 (28.0%) 10億円 (―%) 

精密・電子事業 450億円 (9.0%) △40億円 (―%) 

全体 5,000億円 (100%) 110億円 (―%) 
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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、納期遅延違約金、カントリーリスク) 

３. ドイツ・インフラサーブ・プロジェクトによる影響（追加コスト発生） 

４．事業再編等による影響 

５．為替リスクによる影響  

６. 金利変動リスクによる影響 

７．災害や社会インフラの障害発生にかかる影響  

８. 繰延税金資産による影響 

９. 資材調達による影響 

10．訴訟リスクによる影響  

11. 法的規制による影響  

  

 該当事項はありません。 

  

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２四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。 

  

(会計処理基準に関する事項の変更) 

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期１年超、請負金額１億円以上の長期請負工事について

は工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していましたが、「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間の期首に

存在する工事契約を含む全ての工事契約において当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確

実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用しています。 

  これにより、売上高は69億91百万円増加し、営業利益、経常利益はそれぞれ12億60百万円増加し、税金等調整

前四半期純損失は15億48百万円減少しています。 

  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。 

  (連結の範囲に関する事項の変更) 

  第１四半期連結会計期間より、連結の範囲に関する重要性の判断基準にしたがって以下の子会社を連結の範囲

に含めることとしました。 

  ㈱イースクエア 

 波崎ウインドファーム㈱ 

 荏原機械(中国)有限公司 

 荏原博ポンプポンプ業有限公司(ポンプの中国語表記は石の下に水です) 

 Hood-EIC,LLC 

 また、当第２四半期会計期間より、㈱荏原総合研究所は清算結了のため、連結の範囲から除外しています。 

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）

（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

（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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 79,285 76,037

受取手形及び売掛金 143,039 186,703

有価証券 2,591 1,156

商品及び製品 12,555 10,081

仕掛品 46,598 41,382

原材料及び貯蔵品 21,567 24,019

その他 58,198 42,169

貸倒引当金 △1,001 △1,124

流動資産合計 362,835 380,426

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 40,190 28,395

機械装置及び運搬具（純額） 34,931 29,601

その他（純額） 36,147 38,974

有形固定資産合計 111,269 96,971

無形固定資産 10,386 10,127

投資その他の資産   

投資有価証券 22,035 20,649

その他 34,760 58,341

貸倒引当金 △3,884 △3,955

投資評価引当金 △17 △103

投資その他の資産合計 52,894 74,931

固定資産合計 174,550 182,029

資産合計 537,385 562,456

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 96,215 131,181

短期借入金 63,774 81,554

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

賞与引当金 6,076 6,536

役員賞与引当金 75 117

完成工事保証損失引当金 9,902 9,755

製品保証引当金 912 863

工事損失引当金 18,172 19,230

債務保証損失引当金 41 41

訴訟損失引当金 172 172

土地売却費用引当金 2,998 2,706

その他 54,489 56,863

流動負債合計 272,830 329,023
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 66,789 38,555

退職給付引当金 22,024 22,783

役員退職慰労引当金 348 709

土地売却費用引当金 2,427 2,800

債務保証損失引当金 6 13

その他 6,351 4,306

固定負債合計 137,948 109,168

負債合計 410,778 438,192

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 5,981 7,315

自己株式 △151 △146

株主資本合計 132,326 133,665

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,434 259

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 △10,066 △12,514

評価・換算差額等合計 △8,631 △12,254

少数株主持分 2,912 2,852

純資産合計 126,606 124,263

負債純資産合計 537,385 562,456
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 222,877 209,470

売上原価 183,261 169,322

売上総利益 39,616 40,148

販売費及び一般管理費 43,195 37,748

営業利益又は営業損失（△） △3,579 2,399

営業外収益   

受取利息 434 183

受取配当金 394 153

受取保険金 － 255

持分法による投資利益 13 36

その他 767 443

営業外収益合計 1,610 1,072

営業外費用   

支払利息 1,715 1,740

為替差損 97 －

その他 521 647

営業外費用合計 2,334 2,387

経常利益又は経常損失（△） △4,302 1,084

特別利益   

固定資産売却益 319 170

特別退職金戻入額 806 －

貸倒引当金戻入額 － 208

退職給付制度間移行利益 653 238

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － 287

債務免除益 － 474

その他 113 42

特別利益合計 1,892 1,422

特別損失   

固定資産廃却損 423 323

投資有価証券評価損 1,770 363

関係会社整理損 296 1,150

特別退職金 － 587

その他 73 130

特別損失合計 2,564 2,554

税金等調整前四半期純損失（△） △4,974 △48

法人税等 △1,707 850

少数株主利益又は少数株主損失（△） △606 245

四半期純損失（△） △2,661 △1,143
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 124,859 115,697

売上原価 100,042 94,132

売上総利益 24,817 21,564

販売費及び一般管理費 22,224 18,526

営業利益 2,592 3,038

営業外収益   

受取利息 235 92

受取配当金 270 107

受取保険金 － 249

為替差益 696 －

持分法による投資利益 32 49

その他 312 254

営業外収益合計 1,547 754

営業外費用   

支払利息 896 923

為替差損 － 660

その他 447 492

営業外費用合計 1,343 2,076

経常利益 2,796 1,716

特別利益   

固定資産売却益 31 164

退職給付制度間移行利益 653 238

債務免除益 － 474

その他 85 3

特別利益合計 769 881

特別損失   

固定資産廃却損 250 309

投資有価証券評価損 1,560 25

関係会社整理損 261 －

その他 33 227

特別損失合計 2,106 562

税金等調整前四半期純利益 1,459 2,035

法人税等 1,239 1,052

少数株主利益又は少数株主損失（△） △386 144

四半期純利益 606 838
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △4,974 △48

減価償却費 7,621 7,348

引当金の増減額（△は減少） △655 △2,857

固定資産売却損益（△は益） △286 △106

受取利息及び受取配当金 △828 △336

支払利息 1,715 1,740

売上債権の増減額（△は増加） 64,302 46,730

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,053 △2,001

仕入債務の増減額（△は減少） △36,825 △37,499

その他 6,276 471

小計 21,291 13,441

利息及び配当金の受取額 890 1,233

利息の支払額 △1,844 △1,640

法人税等の支払額 △6,161 △390

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,176 12,643

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 6,694 410

固定資産の取得による支出 △13,650 △12,761

投資有価証券の取得による支出 △1,170 △35

その他の投資に係る収入又は取得支出(純額) △112 219

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 9,146 39

定期預金の払戻による収入 1,100 －

貸付金の回収による収入 2,074 141

貸付けによる支出 △3,271 △1,278

投資活動によるキャッシュ・フロー 810 △13,265

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 14,971 11,258

短期借入金の返済による支出 △16,763 △40,897

長期借入れによる収入 － 32,100

長期借入金の返済による支出 △196 △410

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 △7 △5

配当金の支払額 △3,168 －

少数株主への配当金の支払額 △449 △696

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,620 1,348

現金及び現金同等物に係る換算差額 △846 818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △479 1,545

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 68,681 81,877
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 該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで) 

  

当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで) 

前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで) 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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 76,374 26,541 21,943 124,859 ― 124,859 

(２）セグメント間の内部売上 

   高又は振替高 
310 1,122 3 1,435 (1,435) ― 

計 76,684 27,663 21,946 126,295 (1,435) 124,859 

営業利益又は営業損失（△） 4,369 △2,178 432 2,623 (31) 2,592 

  
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 73,978 29,322 12,397 115,697 ― 115,697 

(２）セグメント間の内部売上 

   高又は振替高 
255 1,074 7 1,337 (1,337) ― 

計 74,233 30,396 12,404 117,034 (1,337) 115,697 

営業利益又は営業損失（△） 6,460 △3,464 75 3,071 (33) 3,038 

  
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 139,399 47,794 35,684 222,877 ― 222,877 

(２）セグメント間の内部売上 

     高又は振替高 
476 2,406 10 2,893 (2,893) ― 

計 139,875 50,200 35,695 225,770 (2,893) 222,877 

営業利益又は営業損失（△） 6,429 △10,604 556 △3,618 (△39) △3,579 
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当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで) 

 （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 

２．会計処理基準に関する事項の変更 

  前第２四半期連結累計期間 

        (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。 

        （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２四半期連結累計期間における精密・電子事業の売上高は24

億86百万円、営業利益は10億10百万円減少しています。 

          当第２四半期連結累計期間 

       （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

             第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年

12月27日）を適用しています。これにより、従来の方法に比べ、当第２四半期連結累計期間におけ

る売上高は風水力事業において48億32百万円、エンジニアリング事業において21億58百万円それぞ

れ増加し、営業損益は風水力事業において7億94百万円、エンジニアリング事業において4億65百万

円それぞれ改善しています。 

    ３．追加情報 

       前第２四半期連結累計期間 

        (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２四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21百万円、精密・電子事業

において1億82百万円減少し、営業損失はエンジニアリング事業において18百万円増加しています。

  
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 136,318 51,953 21,198 209,470 ― 209,470 

(２）セグメント間の内部売上 

     高又は振替高 
514 2,054 7 2,575 (2,575) ― 

計 136,832 54,007 21,205 212,046 (2,575) 209,470 

営業利益又は営業損失（△） 10,288 △4,922 △2,966 2,399 (0) 2,399 

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 
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前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで) 

  

当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで) 

前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで) 

   

当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで) 

〔所在地別セグメント情報〕

  
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 92,084 19,480 13,294 124,859 ― 124,859 

  (２）セグメント間の内部売上 

    高又は振替高 
3,964 1,115 1,540 6,620 (6,620) ― 

計 96,049 20,595 14,834 131,479 (6,620) 124,859 

営業利益又は営業損失（△） △102 2,066 1,649 3,614 (1,021) 2,592 

  
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 85,131 20,504 10,061 115,697 ― 115,697 

   (２）セグメント間の内部売上 

    高又は振替高  
1,687 406 1,312 3,405 (3,405) ― 

計 86,818 20,911 11,373 119,103 (3,405) 115,697 

営業利益又は営業損失（△） △1,113 2,748 1,292 2,927 (△111) 3,038 

  
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 166,436 33,475 22,965 222,877 ― 222,877 

(２）セグメント間の内部売上 

 高又は振替高 
6,326 2,454 2,862 11,643 (11,643) ― 

計 172,763 35,930 25,827 234,521 (11,643) 222,877 

営業利益又は営業損失（△） △10,369 3,414 2,653 △4,302 (△723) △3,579 

  
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 151,764 39,350 18,355 209,470 ― 209,470 

(２）セグメント間の内部売上 

 高又は振替高 
3,521 1,181 2,957 7,660 (7,660) ― 

計 155,285 40,532 21,312 217,130 (7,660) 209,470 

営業利益又は営業損失（△） △4,558 5,059 2,013 2,514 (114) 2,399 
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 （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．会計処理基準に関する事項の変更 

       前第２四半期連結累計期間 

        (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。 

        （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２四半期連結累計期間における所在地が日本の売上高は24億

86百万円減少し、営業損失は10億10百万円増加しています。 

          当第２四半期連結累計期間 

       （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

             第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年

12月27日）を適用しています。 

これにより、従来の方法に比べ、当第２四半期連結累計期間における所在地が日本の売上高は69億

91百万円増加し、営業損失は12億60百万円減少しています。 

     ４．追加情報 

       前第２四半期連結累計期間 

        (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２四半期連結累計期間における所在地が日本の営業損失は2億22百万円増加しています。 

  

  

前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで) 

  

当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで) 

〔海外売上高〕

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 21,071 10,919 12,528 11,868 56,388 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         124,859 

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合 (％) 
16.9 8.7 10.0 9.5 45.2 

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  20,519 13,761 10,400 9,456 54,138 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     115,697 

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合 (％) 
17.7 11.9 9.0 8.2 46.8 
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前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで) 

  

当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで) 

（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 

   前第２四半期連結累計期間  

（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 

   当第２四半期連結累計期間 

（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、ロシア 

（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。 

４．会計処理基準に関する事項の変更 

   当第２四半期連結累計期間 

    （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

          第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年

12月27日）を適用しています。 

これにより、従来の方法に比べ、当第２四半期連結累計期間における海外売上高がアジアにおいて

14億55百万円、その他の地域26億39百万円それぞれ増加しています。   

  

 該当事項はありません。 

  

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 35,729 19,912 24,591 20,702 100,935 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         222,877 

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合 (％) 
16.0 8.9 11.0 9.3 45.3 

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 33,625 24,809 20,835 16,849 96,119 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     209,470 

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合 (％) 
16.1 11.8 9.9 8.0 45.9 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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受注及び販売の状況 

①受注の状況 

②販売の状況 

③受注残高の状況 

(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。 

   ２．風水力事業及びエンジニアリング事業の売上高は、公共事業が占める割合が大きいため、年度末に集中

     する季節変動特性を有しています。  

  

６．その他の情報

事業区分 

前第２四半期 

連結累計期間 

(20.４.１～20.９.30) 

(百万円) 

当第２四半期 

連結累計期間 

(21.４.１～21.９.30) 

(百万円) 

前連結会計年度 

(20.４.１～21.３.31) 

(百万円) 

風水力事業 158,216 113,689  307,150 

エンジニアリング事業 72,633 74,320  138,210 

精密・電子事業 23,843 19,915  36,038 

合計 254,694 207,926  481,398 

事業区分 

前第２四半期 

連結累計期間 

(20.４.１～20.９.30) 

(百万円) 

当第２四半期 

連結累計期間 

(21.４.１～21.９.30) 

(百万円) 

前連結会計年度 

(20.４.１～21.３.31) 

(百万円) 

風水力事業 139,399  136,318  302,343 

エンジニアリング事業 47,794 51,953  146,045  

精密・電子事業 35,684 21,198  52,760  

合計 222,877 209,470  501,149  

事業区分 

前第２四半期 

連結累計期間 

(20.４.１～20.９.30) 

(百万円) 

当第２四半期 

連結累計期間 

(21.４.１～21.９.30) 

(百万円) 

前連結会計年度 

(20.４.１～21.３.31) 

(百万円) 

風水力事業 225,188 190,790  204,627  

エンジニアリング事業 156,428 147,428  124,065  

精密・電子事業 20,473 13,446  14,331  

合計 402,090 351,666  343,025  
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