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平成 23 年 4 月 28 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 執行役員経理財務統括部長 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 23 年 2 月 4 日に公表しました平成 23 年 3 月期の業績予想を

下記のとおり修正しましたので、お知らせいたします。 

記 

 

１． 平成 23 年 3 月期 連結通期業績予想の修正（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 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 円前回発表予想 (A) 

（平成23年2月4日発表） 405,000 26,000 23,000 11,000 26.06 

今回修正予想 (B) 401,500 31,500 29,000 28,500 67.51 

増減額   (B)－(A) △3,500 5,500 6,000 17,500 ― 
増減率     (%) △0.9% 21.2% 26.1% 159.1% ― 
（ご参考）      

485,889 18,953 16,749 5,441 12.89 前期実績 
（平成22年3月期）      

２．業績予想修正の理由 
売上高は、エンジニアリング事業及び精密・電子事業において増加したものの、風水力事業に

おける減少により、前回発表予想の 4,050 億円から 35 億円減少し 4,015 億円となる見通しです。 

営業利益は、各事業における生産効率の向上や調達コストダウンが寄与し、前回発表予想の

260 億円から 55 億円増加し 315 億円となる見通しです。なお、ドイツ・インフラサーブ・プロジェク

トの竣工(PTO: Provisional Taking Over)が平成 23 年７月に 4 ヶ月延期される見込となったた

め、追加費用として当第４四半期において 30 億円（通期では 50 億円）の工事損失引当金を計上

する予定ですが、この状況につきましては、本日同時に開示しました「ドイツ・インフラサーブ・プロ

ジェクトの現状に関するお知らせ」をご参照下さい。 

経常利益は、営業利益が増加することに伴い前回発表予想の 230 億円から 60 億円増加し 290
億円となる見通しです。また、当期純利益は経常利益の増加に加え、繰延税金資産の見直しによ

り、前回発表予想の 110 億円から 175 億円増加し 285 億円となる見通しです。 
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３．セグメントごとの業績見通し 
  

風水力事業
エンジニア

リング事業

精密･電子

事業 その他 全体 

前回発表予想 (A) 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

(平成23年2月4日発表) 280,000 48,000 67,000 10,000 405,000 

今回修正予想  (B) 269,000 51,500 68,000 13,000 401,500 

増減額   (B) － (A) △11,000 3,500 1,000 3,000 △3,500 

売 
上 
高 

増減率     (%) △3.9% 7.3% 1.5% 30.0% △0.9% 

前回発表予想 (A) 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

(平成23年2月4日発表) 19,000 0 7,000 0 26,000 

今回修正予想  (B) 21,500 1,000 8,000 1,000 31,500 

増減額   (B) － (A) 2,500 1,000 1,000 1,000 5,500 

セ 
グ 
メ 
ン 
ト 
利 
益 

増減率     (%) 13.2% ― 14.3% ― 21.2% 
 

(風水力事業) 
売上高は、前回発表予想の 2,800 億円から 110 億円減少して 2,690 億円となる見通しです。

セグメント利益は、調達コストダウンなどの収益改善活動によって、前回発表予想の 190 億円か

ら 25 億円増加して 215 億円となる見通しです。 

(エンジニアリング事業) 
売上高は、前回発表予想の 480 億円から 35 億円増加して 515 億円となる見通しです。セグ

メント利益は、ドイツ・インフラサーブ・プロジェクトに係る損失引当金を当第４四半期において

30 億円（通期では 50 億円）計上する予定ですが、既設設備の維持管理・保守(O&M)の増加

や固定費の削減などによって、10 億円を確保する見通しです。 

(精密・電子事業) 
売上高は、前回発表予想の 670 億円から 10 億円増加して 680 億円となる見通しです。セグ

メント利益は、売上の増加に加え、生産効率の向上施策等によって、前回発表予想の 70 億円

から 10 億円増加して 80 億円となる見通しです。 

 

なお、平成 23 年 3 月期の当社の期末配当については、平成 23 年 2 月 4 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」から変更はありません。 

※上記の予想は本資料の発表日現在において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。実際の業績等は、今後様々な要因によって異なる可能性があります。 

以   上 
 


