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

22年3月期第3四半期 316,368 △4.8 6,599 ― 5,279 ― △3,933 ―

21年3月期第3四半期 332,215 ― △4,443 ― △6,240 ― △11,738 ―

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3四半期 △9.31 ―

21年3月期第3四半期 △27.79 ―

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3四半期 557,391 122,207 21.4 282.19
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3四半期  119,156百万円 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  有  
 

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）

0.00 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  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

通期 490,000 △2.2 14,000 ― 11,000 ― 3,500 ― 8.29
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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、６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、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．平成21年11月11日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。 
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。 

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3四半期 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3四半期  468,999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3四半期 422,357,539株 21年3月期第3四半期 422,430,661株
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（参考）平成22年３月期第３四半期（３ヶ月）の連結業績 

（平成21年10月１日～平成21年12月31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３四半期  106,897 △2.2  4,200  ―  4,195  ―  △2,789  ― 

21年３月期第３四半期  109,337   ―  △863   ―  △1,937  ―  △9,077  ― 

  
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３四半期  △6 61 ―     

21年３月期第３四半期  △21  49 ―    
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(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、海外では各国の景気対策の効果もあり、景気は緩

やかな持ち直し傾向が見られました。米国においては雇用環境の改善が遅れているものの、製造業での回復が見

られ、ヨーロッパでは失業率が高水準ではありますが、政策効果により個人消費が上向きました。アジアでは中

国向けの輸出が増加するなど、景気が回復しつつあります。 

 国内では、民間部門においては、輸出の増加により生産が上向きましたが、建設着工、設備投資は引き続き低

調に推移しました。一方、公共部門は補正予算等の効果により底堅く推移し、全般的には厳しい状況にあるもの

の、景気は持ち直しが見られました。 

 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、風水力事業における市場低迷の影響によ

り減少しました。売上高は、精密・電子事業において増加しましたが、風水力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いて大きく改善するなど、全社規模の採算性改善などによ

り全体として大幅に改善しました。  

 なお、連結子会社の株式譲渡に伴い、当第３四半期連結会計期間に特別損失74億70百万円を計上しました。 

 詳細は平成22年２月９日発表の「子会社株式の譲渡及びこれに伴う特別損失の発生に関するお知らせ」をご参

照ください。  

 当第３四半期連結会計期間における売上高は前年同四半期比2.2％減の1,068億97百万円、営業利益は前年同四

半期比50億64百万円改善の42億円、経常利益は前年同四半期比61億32百万円改善の41億95百万円、四半期純損失

は前年同四半期比62億87百万円改善の27億89百万円となりました。 

 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、海外では景気の底打ち感が見られ、主要顧客であるオイル&ガス業界は原油価

格の上昇などによって大型プロジェクト案件も増加傾向に転じましたが、価格競争の激化や円高の影響などによ

り受注環境は厳しい状況が続きました。このような状況の中、調達コストの削減や生産性の向上などにより収益

の向上に努めました。 

 一方、国内では、製造業等では生産が増加しつつあるものの景気後退以前の生産量には戻りきらず、設備投資

の回復には至りませんでしたが、省エネルギー製品への買い替えの促進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３四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7.6％減の618億5百万円となり、営業利

益は前年同四半期比51.9％減の16億46百万円となりました。 

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、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るものの、公共部門では関連予算確定の遅れ等から設備更新等の

案件の具体化にも遅れが見られ、また民間の環境関連設備投資は厳しい状況が続いています。 

 このような状況の中、公共部門はO&Mを中心に比較的安定的に推移し、延命化工事を含む補修工事関連の受注が

引き続き堅調に推移しました。水処理事業、廃棄物処理事業におけるグループ内再編も完了し、延命化・長寿命

化案件やPFI等の民間活用案件(DBO案件)への取り組みの強化や重点機種の拡販等の施策を実施しています。ま

た、これまで損益改善に向けて実施してきた原価低減や固定費削減への取り組みの成果が表れてきています。 

 当第３四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1.3％増の317億24百万円、営業利益は前

年同四半期比54億57百万円改善し26億74百万円となりました。  

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、新興国を中心とした低価格パソコンの市場拡大を背景

に高い稼働率が続いており、台湾、韓国の 先端客先を中心に設備増強投資が行われています。LED業界において

も、引き続き韓国客先を中心に設備増強が行われています。 

 このような状況の中、リードタイム短縮などによる原価低減および固定費削減の推進により、収益力の強化を

図りました。また、アフターサービス事業においては、グローバルサポートネットワークを通して、設備の安定

稼動維持へのサポート、生産性向上にむけた設備改造提案など客先ニーズの取り込みを図りました。 

  当第３四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20.5％増の133億68百万円となり、営業

損失は前年同四半期比14億55百万円改善の96百万円となりました。 

  

 なお、平成22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22年３

月期第１四半期決算短信（平成21年８月10日開示）及び平成22年３月期第２四半期決算短信（平成21年11月11日開

示）をご参照ください。  

  

 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50億64百万円減少し、5,573億91百万円となりまし

た。現金及び預金が118億58百万円増加し、受取手形及び売掛金が355億54百万円減少し、有形固定資産が131億

21百万円増加したことが要因です。 

  負債総額は前連結会計年度末に比べ30億8百万円減少して4,351億83百万円となりました。支払手形及び買掛金

が270億40百万円減少し、賞与引当金が29億２百万円減少し、有利子負債が262億77百万円増加したことが要因で

す。 

 純資産は、四半期純損失39億33百万円を計上したこと及び為替換算調整勘定が11億28百万円増加したことなど

により前連結会計年度末比20億56百万円減少して1,222億７百万円となりました。 

 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月期の通期業績予想について、前回発表(平成21年11月11日発表)以降の業績の動向等を踏まえ、売

上高、営業利益、経常利益の予想を以下のとおり修正いたします。詳細につきましては、平成22年２月９日公表

の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

     《業績見通し》 

( )内は前期比増減 

  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. 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  

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 4,900億円 (△2.2%) 

営業利益 140億円 (―%)

経常利益 110億円 (―%) 

当期純利益 35億円 (―%) 
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 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います。 

 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３四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97億35百万円増加し、営業利益、経常利益はそれぞれ17億71百万円増加し、税金等調整

前四半期純損失は20億59百万円減少しています。 

  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 

 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。 

 当第３四半期会計期間より、荏原バラード㈱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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 87,896 76,037

受取手形及び売掛金 151,148 186,703

有価証券 2,291 1,156

商品及び製品 9,362 10,081

仕掛品 55,299 41,382

原材料及び貯蔵品 19,571 24,019

その他 60,481 42,169

貸倒引当金 △954 △1,124

流動資産合計 385,096 380,426

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 40,693 28,395

機械装置及び運搬具（純額） 33,728 29,601

その他（純額） 35,671 38,974

有形固定資産合計 110,093 96,971

無形固定資産 9,714 10,127

投資その他の資産   

投資有価証券 21,226 20,649

その他 34,796 58,341

貸倒引当金 △3,529 △3,955

投資評価引当金 △7 △103

投資その他の資産合計 52,486 74,931

固定資産合計 172,294 182,029

資産合計 557,391 562,456

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 104,140 131,181

短期借入金 69,834 81,554

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

賞与引当金 3,633 6,536

役員賞与引当金 76 117

完成工事保証損失引当金 9,919 9,755

製品保証引当金 810 863

工事損失引当金 16,450 19,230

債務保証損失引当金 40 41

訴訟損失引当金 172 172

土地売却費用引当金 5,307 2,706

その他 59,539 56,863

流動負債合計 289,923 329,023
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 75,712 38,555

退職給付引当金 22,822 22,783

役員退職慰労引当金 381 709

土地売却費用引当金 － 2,800

債務保証損失引当金 5 13

その他 6,337 4,306

固定負債合計 145,259 109,168

負債合計 435,183 438,192

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 3,191 7,315

自己株式 △192 △146

株主資本合計 129,495 133,665

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,046 259

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 △11,385 △12,514

評価・換算差額等合計 △10,339 △12,254

新株予約権 41 －

少数株主持分 3,009 2,852

純資産合計 122,207 124,263

負債純資産合計 557,391 562,456
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 332,215 316,368

売上原価 274,046 254,435

売上総利益 58,169 61,932

販売費及び一般管理費 62,612 55,332

営業利益又は営業損失（△） △4,443 6,599

営業外収益   

受取利息 572 277

受取配当金 361 218

持分法による投資利益 31 73

受取補償金 － 576

その他 1,029 888

営業外収益合計 1,995 2,034

営業外費用   

支払利息 2,488 2,652

為替差損 52 52

その他 1,250 649

営業外費用合計 3,792 3,354

経常利益又は経常損失（△） △6,240 5,279

特別利益   

固定資産売却益 348 196

特別退職金戻入益 806 －

貸倒引当金戻入額 － 500

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 114 38

特別利益合計 1,922 1,737

特別損失   

固定資産廃却損 479 454

投資有価証券評価損 3,198 367

関係会社整理損 308 8,620

特別退職金 － 587

その他 130 190

特別損失合計 4,117 10,220

税金等調整前四半期純損失（△） △8,434 △3,203

法人税等 3,986 265

少数株主利益又は少数株主損失（△） △682 464

四半期純損失（△） △11,738 △3,933
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 109,337 106,897

売上原価 90,784 85,113

売上総利益 18,553 21,784

販売費及び一般管理費 19,417 17,584

営業利益又は営業損失（△） △863 4,200

営業外収益   

受取利息 138 94

受取配当金 18 65

持分法による投資利益 17 36

為替差益 44 －

受取補償金 － 576

その他 210 261

営業外収益合計 429 1,034

営業外費用   

支払利息 773 911

その他 729 127

営業外費用合計 1,502 1,039

経常利益又は経常損失（△） △1,937 4,195

特別利益   

固定資産売却益 29 26

貸倒引当金戻入額 － 292

その他 0 1

特別利益合計 30 320

特別損失   

固定資産廃却損 56 131

投資有価証券評価損 1,428 3

関係会社整理損 12 7,470

その他 56 65

特別損失合計 1,553 7,670

税金等調整前四半期純損失（△） △3,460 △3,154

法人税等 5,693 △584

少数株主利益又は少数株主損失（△） △76 219

四半期純損失（△） △9,077 △2,789
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △3,203

独禁法違反に係る損失 3 －

減価償却費 11,295 11,177

引当金の増減額（△は減少） △3,365 △6,783

固定資産売却損益（△は益） △265 △85

受取利息及び受取配当金 △934 △495

支払利息 2,488 2,652

売上債権の増減額（△は増加） 70,203 37,473

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,087 △6,304

仕入債務の増減額（△は減少） △30,413 △29,963

その他 8,117 9,038

小計 23,608 13,504

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 1,299

利息の支払額 △2,416 △2,155

法人税等の支払額 △9,060 △3,413

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,910 9,234

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 6,741 511

固定資産の取得による支出 △17,511 △16,334

投資有価証券の取得による支出 △2,763 △36

その他の投資に係る収入又は取得支出(純額) 80 277

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 18,103 100

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 1,800

貸付けによる支出 △5,079 △2,840

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,585 △16,521

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 19,233

短期借入金の返済による支出 △37,621 △43,034

長期借入れによる収入 － 42,100

長期借入金の返済による支出 △44 △410

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 △46

配当金の支払額 △3,168 －

少数株主への配当金の支払額 △453 △696

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,345 17,145

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,598 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 552 9,855

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 69,712 90,187
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 該当事項はありません。 

  

  

前第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) 

  

当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで) 

前第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) 

（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  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

  
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  61,805  31,724  13,368  106,897 ―  106,897

(２）セグメント間の内部売上 

   高又は振替高 
 565  1,042  2  1,609  (1,609) ― 

計  62,370  32,766  13,370  108,507  (1,609)  106,897

営業利益又は営業損失（△）  1,646  2,674  △96  4,224  (24)  4,200

  
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
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当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期連結累計期間 

        (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。 

          当第３四半期連結累計期間 

       （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３四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43億93百万円、エンジニアリング事業において53億42百万円それぞ

れ増加し、営業損益は風水力事業において６億78百万円、エンジニアリング事業において10億93百

万円それぞれ改善しています。 

    ３．追加情報 

       前第３四半期連結累計期間 

        (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。

  
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  198,123  83,677  34,566  316,368  ―  316,368

(２）セグメント間の内部売上 

     高又は振替高 
 1,079  3,096  9  4,185  (4,185)  ― 

計  199,203  86,774  34,576  320,553  (4,185)  316,368

営業利益又は営業損失（△）  11,934  △2,247  △3,062  6,623  (24)  6,599

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) 

  

当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで) 

前第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) 

   

当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31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  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

  
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  80,652  16,370  9,875  106,897 ―  106,897

   (２）セグメント間の内部売上 

    高又は振替高  
 3,285  351  843  4,480  (4,480) ― 

計  83,937  16,721  10,718  111,378  (4,480)  106,897

営業利益  828  2,285  1,229  4,343  (142)  4,200

  
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

  
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  232,417  55,720  28,230  316,368 ―  316,368

(２）セグメント間の内部売上 

 高又は振替高 
 6,806  1,533  3,801  12,140  (12,140) ― 

計  239,223  57,253  32,031  328,508  (12,140)  316,368

営業利益又は営業損失（△）  △3,730  7,345  3,243  6,857  (257)  6,599
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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３四半期連結累計期間 

        (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。 

              当第３四半期連結累計期間 

       （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97億

35百万円増加し、営業利益は17億71百万円増加しています。 

     ４．追加情報 

       前第３四半期連結累計期間 

        (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、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。  

  

  

前第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) 

  

当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31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）  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

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  18,646  10,126  8,253  5,325  42,351

Ⅱ 連結売上高（百万円）      106,897

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合 (％) 
 17.4  9.5  7.7  5.0  39.6
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前第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) 

  

当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期連結累計期間  

（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 

     当第３四半期連結累計期間 

（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、スイス  

（４）その他の地域 サウジアラビア、カタール、イラン 

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３四半期連結累計期間 

    （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３四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

10億78百万円、その他の地域18億58百万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）  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

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  52,272  34,935  29,088  22,174  138,471

Ⅱ 連結売上高（百万円）      316,368

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合 (％) 
 16.5  11.0  9.2  7.0  43.8

（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３四半期 

連結累計期間 

(20.４.１～20.12.31) 

(百万円) 

当第３四半期 

連結累計期間 

(21.４.１～21.12.31) 

(百万円) 

前連結会計年度 

(20.４.１～21.３.31) 

(百万円) 

風水力事業  237,227  186,907  307,150

エンジニアリング事業  97,181  99,504  138,210

精密・電子事業  33,327  32,487  36,038

合計  367,735  318,898  481,398

事業区分 

前第３四半期 

連結累計期間 

(20.４.１～20.12.31) 

(百万円) 

当第３四半期 

連結累計期間 

(21.４.１～21.12.31) 

(百万円) 

前連結会計年度 

(20.４.１～21.３.31) 

(百万円) 

風水力事業  206,323  198,123  302,343

エンジニアリング事業  79,117  83,677  146,045

精密・電子事業  46,774  34,566  52,760

合計  332,215  316,368  501,149

事業区分 

前第３四半期 

連結累計期間 

(20.４.１～20.12.31) 

(百万円) 

当第３四半期 

連結累計期間 

(21.４.１～21.12.31) 

(百万円) 

前連結会計年度 

(20.４.１～21.３.31) 

(百万円) 

風水力事業  235,965  198,163  204,627

エンジニアリング事業  149,841  141,012  124,065

精密・電子事業  18,588  12,206  14,331

合計  404,395  351,382  343,025
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