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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 10,607 5.8 1,366 36.1 1,377 30.7 736 16.0
21年12月期第1四半期 10,029 ― 1,003 ― 1,054 ― 634 ―

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12月期第1四半期 127.22 ―
21年12月期第1四半期 109.67 ―

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12月期第1四半期 22,654 5,331 23.5 921.31
21年12月期 19,113 4,521 23.7 781.34

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  5,331百万円 21年12月期  4,521百万円

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   

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12月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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  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

第2四半期 
連結累計期間

14,500 0.0 750 △9.7 800 △8.5 430 6.1 74.31

通期 26,000 △0.1 680 0.3 750 0.4 400 63.0 69.12
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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、４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、４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 
 上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後の様々な要
因により、予想と異なる結果となる可能性があります。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の３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」をご参照下さい。 

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12月期第1四半期 6,640,000株 21年12月期  6,640,000株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  853,237株 21年12月期  853,167株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 5,786,814株 21年12月期第1四半期 5,786,910株
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当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）のわが国経済は、国内外における景気

対策の効果や企業努力により改善の方向に向かいつつありますが、雇用情勢の悪化、デフレの進行、個人消費の低迷

など依然として先行きに対する不透明感は払拭できない状況にあります。当社グループを取り巻く環境装置機械業界

においても、設備投資意欲の冷え込みや公共予算の縮減などから厳しい状況で推移しました。 

 このような事業環境のもと、当社グループは、自社製品の製造・販売を行う「環境関連」の利益拡大を目指し、特

に計測・医療・省エネ・水資源・脱臭の各分野において、開発スピードのアップやアライアンスの強化を図るととも

に、海外を含めた販路の拡大を進めております。 

これらの活動の結果、当第１四半期の受注高は4,996百万円（前年同期比0.1％増）、売上高は10,607百万円（前年

同期比5.8％増）、営業利益は1,366百万円（前年同期比36.1％増）、経常利益は1,377百万円（前年同期比30.7％

増）、四半期純利益は736百万円（前年同期比16.0％増）となりました。  

当第１四半期のセグメント別営業状況は次のとおりであります。 

（１）環境関連 

環境関連製品の製造・販売を手掛ける当セグメントは、総じて堅調に推移し、特に海水ろ過や排水の高度処理な

どに使用される「エコスイング」などの水処理設備や感染症の予防を主目的とした各種医療用機器類の販売が堅調

だったことに加え、下水処理場向けの脱臭剤である「ボエフ」も底堅く推移しました。 

これらの結果、当セグメントの受注高は1,729百万円（前年同期比76.6％増）、売上高は2,702百万円（前年同期

比12.1％増）となりました。 

（２）水処理関連 

上・下水道向けの設計・施工を手掛ける当セグメントは、事業仕分けなどによる公共予算の縮減などから新設需

要は減少し、施設の更新や長寿命化の分野で案件の増加が見られました。また、予算規模の縮小から競争が激化

し、より付加価値の高いサービスの提供が不可欠となっています。このような中、政令指定都市への営業強化や原

価低減を目的とした積算部門の強化などに注力しました。 

これらの結果、当セグメントの受注高は1,080百万円（前年同期比27.3％減）、売上高は5,143百万円（前年同期

比0.4％増）となりました。 

（３）風水力冷熱機器等関連  

主にポンプ、冷凍機、省エネ空調機器などを商社として販売する当セグメントは、民間の設備投資は徐々に回復

傾向にあるものの未だ力強さが見えない中、増改築、耐震化、長寿命化の分野では需要が見られたものの、特に商

業施設を中心とした新設向けの販売が伸び悩みました。 

これらの結果、当セグメントの受注高は2,186百万円（前年同期比13.4％減）となり、売上高は2,761百万円（前

年同期比10.6％増）となりました。  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ3,541百万円増加し、22,654百万円となりまし

た。当社グループは受注高に占める官公庁比率が高く、年度末である３月は公共物件の売上高が集中することから、

前連結会計年度末に比べ受取手形及び売掛金が3,361百万円増加し、棚卸資産が427百万円減少したこと、また保有有

価証券の時価上昇により投資有価証券が175百万円増加したことなどが主な変動要因であります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ2,731百万円増加し、17,322百万円となりまし

た。３月に公共物件の売上高が集中することにより支払手形及び買掛金が3,264百万円増加し、前受金が1,197百万円

減少していること、また四半期純利益の増加により未払法人税等が535百万円増加したことなどが主な変動要因であ

ります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ809百万円増加し、5,331百万円となりました。

四半期純利益736百万円によって利益剰余金が620百万円増加したこと、保有有価証券の時価上昇によってその他有価

証券評価差額金が189百万円増加したことなどが主な変動要因であります。なお、自己資本比率は前連結会計年度末

の23.7％から23.5％となりました。 

  

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は2,267百万円となり、前

連結会計年度末より83百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果得られた資金は573百万円となりました。 

税金等調整前四半期純利益1,226百万円、仕入債務3,265百万円の増加が主な増加要因であり、売上債権3,361百

万円の増加、前受金1,197百万円の減少が主な減少要因であります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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荏原実業㈱　（6328）　平成22年12月期　第１四半期決算短信



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は423百万円となりました。 

定期預金の預入による支出300百万円、有価証券の取得による支出135百万円が主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は66百万円となりました。 

短期借入金50百万円の増加、配当金115百万円の支払が主な要因であります。 

  

当第１四半期連結累計期間までの業績は概ね計画通り推移しており、当期の業績予想につきましては、「平成21年

12月期 決算短信」において発表した同予想から変更しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（工事契約に関する会計基準の適用） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額３億円以上かつ工期１年以上の工事については

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おりましたが、「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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間

に着手した工事契約から、当第１四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

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,341 2,316

受取手形及び売掛金 10,830 7,469

商品及び製品 728 671

仕掛品 156 137

未成工事支出金 1,347 1,795

原材料及び貯蔵品 232 285

繰延税金資産 220 143

その他 344 218

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 16,199 13,033

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,063 2,049

減価償却累計額 △1,032 △1,014

建物及び構築物（純額） 1,030 1,034

機械装置及び運搬具 127 120

減価償却累計額 △91 △89

機械装置及び運搬具（純額） 35 31

工具、器具及び備品 405 400

減価償却累計額 △331 △320

工具、器具及び備品（純額） 74 79

土地 991 991

その他 15 15

減価償却累計額 △1 △0

その他（純額） 13 14

有形固定資産合計 2,145 2,151

無形固定資産 23 20

投資その他の資産   

投資有価証券 1,597 1,421

保険積立金 1,134 1,106

投資不動産（純額） 763 765

繰延税金資産 112 235

その他 808 506

貸倒引当金 △129 △129

投資その他の資産合計 4,286 3,906

固定資産合計 6,455 6,079

資産合計 22,654 19,113
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,910 8,645

短期借入金 1,458 1,408

未払法人税等 575 39

未払消費税等 138 89

前受金 1,168 2,365

賞与引当金 137 －

工事損失引当金 224 224

その他 390 509

流動負債合計 16,003 13,281

固定負債   

長期借入金 150 150

退職給付引当金 533 530

役員退職慰労引当金 574 562

その他 61 67

固定負債合計 1,319 1,310

負債合計 17,322 14,591

純資産の部   

株主資本   

資本金 957 957

資本剰余金 787 787

利益剰余金 4,618 3,997

自己株式 △1,376 △1,376

株主資本合計 4,986 4,365

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 277 88

為替換算調整勘定 67 67

評価・換算差額等合計 345 155

純資産合計 5,331 4,521

負債純資産合計 22,654 19,113

－ 6 －
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 10,029 10,607

売上原価 7,859 8,069

売上総利益 2,170 2,538

販売費及び一般管理費 1,166 1,171

営業利益 1,003 1,366

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 0 0

投資不動産賃貸料 26 25

為替差益 16 0

その他 24 2

営業外収益合計 71 31

営業外費用   

支払利息 8 5

不動産賃貸費用 12 10

貸倒引当金繰入額 － 0

その他 － 2

営業外費用合計 21 19

経常利益 1,054 1,377

特別利益   

工事損失引当金戻入額 22 －

特別利益合計 22 －

特別損失   

減損損失 4 －

投資有価証券評価損 53 150

特別損失合計 57 150

税金等調整前四半期純利益 1,019 1,226

法人税、住民税及び事業税 258 572

法人税等調整額 126 △81

法人税等合計 384 490

四半期純利益 634 736
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,019 1,226

減価償却費 23 38

減損損失 4 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 118 137

工事損失引当金の増減額（△は減少） △21 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 11

受取利息及び受取配当金 △4 △2

支払利息 8 5

投資有価証券評価損益（△は益） 53 150

売上債権の増減額（△は増加） △2,568 △3,361

たな卸資産の増減額（△は増加） 349 428

仕入債務の増減額（△は減少） 2,302 3,265

前受金の増減額（△は減少） △1,285 △1,197

未払又は未収消費税等の増減額 97 49

その他 29 △135

小計 131 621

利息及び配当金の受取額 6 3

利息の支払額 △10 △6

法人税等の支払額 △20 △45

法人税等の還付額 － 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 106 573

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 － △300

拘束性預金の増減額（△は増加） 4 57

有価証券の取得による支出 － △135

有形固定資産の取得による支出 △170 △1

無形固定資産の取得による支出 － △2

投資有価証券の取得による支出 △9 △9

その他 △20 △33

投資活動によるキャッシュ・フロー △194 △423

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） 174 50

配当金の支払額 △115 △115

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 58 △66

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29 83

現金及び現金同等物の期首残高 525 2,183

現金及び現金同等物の四半期末残高 495 2,267
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該当事項はありません。 

  

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

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品及び工事・商品 

事業区分は商品・製品及び工事の類似性及び販売市場別に区分しております。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結累計期間より、従来「風水力冷熱機器等関連」に含めておりました計測器・医療本部における感

染症関連事業は、想定外に需要が拡大し、継続的に需要が見込めることとなったため、取扱部署及び製品内容を勘案

し、オゾン・医療関連事業として「環境関連」に含めて区分することに変更しております。 

この変更に伴い、従来の方法に比較して当第１四半期連結累計期間の売上高は、「環境関連」が192百万円（う

ち、外部顧客に対する売上高192百万円）増加し、「風水力冷熱機器等関連」が192百万円（うち、外部顧客に対する

売上高192百万円）減少しております。また、営業利益は、「環境関連」が14百万円増加し、「風水力冷熱機器等関

連」が14百万円減少しております。 

（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〕

  
環境関連 
(百万円) 

水処理関連 
(百万円) 

風水力冷熱
機器等関連 
(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  2,410  5,122  2,496  10,029  －  10,029

(2)セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －  －

計  2,410  5,122  2,496  10,029  －  10,029

営業利益  281  718  173  1,173  △169  1,003

  
環境関連 
(百万円) 

水処理関連 
(百万円) 

風水力冷熱
機器等関連 
(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  2,702  5,143  2,761  10,607  －  10,607

(2)セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －  －

計  2,702  5,143  2,761  10,607  －  10,607

営業利益  465  810  253  1,530  △164  1,366

事業区分 主要品目 

環境関連 

オゾン濃度計、オゾン空気殺菌脱臭装置、液相脱臭装置、腐植質脱臭剤、感染症対策製品、栽

培漁業関連装置、廃棄物処理・水処理プラント、水景施設浄化装置、栽培漁業施設、水景施設

などの計画・設計・施工及び製造・販売、緩衝材の製造・販売、微細藻類の培養による有用物

質の製造・販売 

水処理関連 
上水道処理施設、下水道処理施設、ポンプ取水場施設、産業用排水処理施設、水景施設などの

プラント類の計画・設計・製作・施工・販売 

風水力冷熱機器等関連 
ポンプ、送風機、圧縮機、冷凍機、冷却塔、ボイラ、全熱交換機、冷温水機、パッケージエア

コン、工業用薬品などの販売、空調、給排水・衛生、冷凍機、冷却塔などの設備工事 
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前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める本邦以外の割合が10％未満であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

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

（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

   

＜生産、受注及び販売の状況＞  

（１）生産実績 

  

（２）受注実績 

  

（３）販売実績 

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 前年同四半期比(％) 

環境関連 (百万円)  1,762  94.8

水処理関連 (百万円)  3,691  110.5

風水力冷熱機器等関連 (百万円)  725  132.5

合計 (百万円)  6,178  107.5

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比(％) 受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

環境関連  1,729  176.6  2,543  156.1

水処理関連  1,080  72.7  4,089  71.8

風水力冷熱機器等関連  2,186  86.6  2,365  76.0

合計  4,996  100.1  8,998  86.2

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 前年同四半期比(％) 

環境関連 (百万円)  2,702  112.1

水処理関連 (百万円)  5,143  100.4

風水力冷熱機器等関連 (百万円)  2,761  110.6

合計 (百万円)  10,607  105.8

－ 10 －

荏原実業㈱　（6328）　平成22年12月期　第１四半期決算短信




