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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 286,034 11.0 8,903 28.0 9,398 32.5 3,648 25.5
25年3月期第3四半期 257,601 △2.6 6,956 14.7 7,093 201.3 2,907 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 15,578百万円 （343.5％） 25年3月期第3四半期 3,512百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 7.86 7.07
25年3月期第3四半期 6.88 6.68

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 498,531 205,225 39.8
25年3月期 504,576 191,788 37.0
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 198,356百万円 25年3月期 186,885百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
配当予想の修正については、本日公表いたしました「平成26年３月期 期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

年間配当金
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

25年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
26年3月期 ― 2.50 ―
26年3月期（予想） 5.00 7.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 434,000 1.8 29,000 15.6 28,000 9.1 15,000 △2.0 32.30



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料Ｐ.４「サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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25年11月８日に公表した平成26年３月期の連結業績予想を修正しています。詳細については、添付資料Ｐ.３「連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧ください。
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
の業績は様々な要因により大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、添付資料Ｐ.３「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 465,160,829 株 25年3月期 465,118,658 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 862,101 株 25年3月期 703,461 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 464,326,256 株 25年3月期3Q 422,364,783 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(１) 経営成績に関する説明 

《業績の全般的概況》 

 当第３四半期連結累計期間における事業環境は、米国において景気は引き続き緩やかに回復しつつあり、

ヨーロッパでも持ち直しの動きが見られます。アジアでは、一部に見られた景気の減速が下げ止まりを見

せ、全体的に緩やかな拡大傾向が継続しています。国内では、公共部門の投資が堅調に推移するとともに、

民間部門においても設備投資に加えて個人消費や住宅建設に持ち直しが見られ、景気は緩やかに回復しつ

つある状況です。 

 このような経済情勢のもと当社グループは、平成25年度を目標年度とする３ヵ年の中期経営計画「E-

Plan2013」の 終年度として、①重点地域での“域産域消”を推進すると同時にグローバルな視点に基づ

く 適地生産及び製品供給体制を確立する、②中核事業の領域拡大により新市場への進出を図る、③科学

的アプローチにより“ものづくり”プロセスの 適化を図る、④事業領域のグローバル化に即して本社機

能を拡充する、という４つの基本方針のもと、より確実で安定した事業構造の確立に取り組んでいます。 

 当第３四半期連結累計期間の受注高及び売上高は、全ての事業で前年同期を上回りました。営業利益は、

精密・電子事業で減少したものの、風水力事業とエンジニアリング事業で改善したため、全体としては増

益となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における売上高は2,860億34百万円（前年同期比11.0％増）、営業利益は89億

３百万円（前年同期比28.0％増）、経常利益は93億98百万円（前年同期比32.5％増）、四半期純利益は36

億48百万円（前年同期比25.5％増）となりました。 

 

《セグメント別の概況》 

(風水力事業) 

 ポンプ事業では、海外において、石油・ガス市場における石油精製プラント案件、化学市場におけるシ

ェールガス生産拡大等に伴う肥料プラント案件、電力市場における発電プラント案件の引合いが増加して

おり、受注が好調でした。国内においても、民間部門では建設投資が緩やかな回復基調にあり、公共部門

では社会インフラの更新・補修に対する投資の伸びを受け、受注は好調に推移しました。 

 コンプレッサ・タービン事業では、エネルギー需要の増加やシェールガス生産拡大を背景に、中東、中

国・インド等のアジア地域や北米での石油・ガス市場の案件が増加しており、好調に推移しました。 

 冷熱機械事業では、中国における需要の伸びは減速傾向にあるものの、受注は前期並みに推移しました。 

 当第３四半期連結累計期間における同事業の売上高は2,099億58百万円（前年同期比14.5％増）、セグメ

ント利益は52億36百万円（前年同期比110.3％増）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では、新規建設工事（EPC）や施設建設から運転管理・事業運営までを含めた事業

型案件（DBO）に関しては、需要は前期よりもやや縮小しています。廃棄物処理施設の維持管理（O&M）に

おいては、既存施設に対する大規模な改修、温暖化ガス排出抑制のための基幹的設備改良工事や長期包括

運営契約などを含めてほぼ例年通りに推移しています。このような状況の中、基幹的設備改良工事の受注

は堅調に推移しました。 

 当第３四半期連結累計期間における同事業の売上高は320億49百万円（前年同期比5.0％増）、セグメン

ト利益は31億45百万円（前年同期比10.5％増）となりました。 

 なお、カザフスタンにおけるアスタナ市上下水プロジェクトの引渡完了に伴う工事事務所閉鎖に向けた

税務調査において、法人所得税等（39億テンゲ、邦貨約27億円、付帯税含む）の納付通知を受けました。

当社は、当該プロジェクトは日本・カザフスタン両国で締結の開発援助契約に基づき免税との見解により

異議申立てを行っております。 

 

(精密・電子事業) 

 精密・電子事業では、半導体市場において、パソコンやサーバに対する需要は依然として低迷していま

すが、スマートフォンやタブレット型等のモバイル端末に対する需要が市場全体を牽引しています。一方、

フラットパネルディスプレイや太陽電池、LED等の市場は低調な状態が続いています。 

 このような状況の中、モバイル端末に対する好調な需要を受けたメモリメーカやファウンダリ等におけ

る半導体設備投資回復の動きに伴い、受注は回復してきました。 

 当第３四半期連結累計期間における同事業の売上高は427億78百万円（前年同期比0.9％増）、セグメン

ト利益は15百万円（前年同期比98.5％減）となりました。 
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(２) 財政状態に関する説明 

   (資産) 

 当第３四半期連結会計期間末における資産総額は、仕掛品が103億３百万円増加した一方、有価証券が

165億96百万円、受取手形及び売掛金が151億56百万円それぞれ減少したことなどにより、前年度末に比べ

て60億45百万円減少し、4,985億31百万円となりました。 

 

(負債) 

 当第３四半期連結会計期間末における負債総額は、社債100億円を発行したものの、１年内償還予定の新

株予約権付社債200億円を償還したこと、長期借入金が72億80百万円減少したことなどにより、前年度末に

比べて194億82百万円減少し、2,933億５百万円となりました。 

 

(純資産) 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、配当金を23億21百万円支払ったものの、四半期純利益

を36億48百万円計上したほか、為替換算調整勘定が86億62百万円、少数株主持分が17億71百万円それぞれ

増加したことなどにより、前年度末に比べて134億37百万円増加し、2,052億25百万円となりました。自己

資本は1,983億56百万円で、自己資本比率は39.8％となりました。 

 

(３) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の業績については、前回決算発表時（平成25年11月８日）以降の業績の動向等を踏まえ、

売上高の予想を以下のとおり修正いたします。 

 また、平成26年３月期の期末配当金の予想を従来の２円50銭から５円に修正いたします。詳細について

は、本日発表の「平成26年３月期 期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

《業績見通し》 

                  ( )内は前期比増減 

 連結業績 

売上高 4,340億円 (1.8％)

営業利益 290億円 (15.6％)

経常利益 280億円 (9.1％)

当期純利益 150億円 (△2.0％)

 

《事業のセグメント別業績見通し》 

                                      ( )内は構成比 

事業区分 売上高 セグメント利益 

風水力事業 3,200億円 (73.7％) 200億円 (69.0％)

エンジニアリング事業 500億円 (11.5％) 50億円 (17.2％)

精密・電子事業 620億円 (14.3％) 40億円 (13.8％)

その他 20億円 (0.5％) 0億円 (0.0％)

 合計 4,340億円 (100％) 290億円 (100％)

 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 

２．大型プロジェクト及び海外事業 

３．事業再編等 

４．為替リスク 

５．金利変動及び資金調達に関するリスク 

６．災害や社会インフラの障害発生にかかる影響 

７．繰延税金資産 

８．資材調達 

９．法的規制 

10．訴訟その他の紛争に関するリスク 

11．土地売却費用増加リスク 

12．輸出債権回収リスク 

㈱荏原製作所(6361) 平成26年３月期 第３四半期決算短信

- 3 -



 

13．退職給付債務 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(１) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してい

ます。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 90,752 97,010

受取手形及び売掛金 157,459 142,303

有価証券 23,553 6,956

商品及び製品 9,948 10,557

仕掛品 37,881 48,184

原材料及び貯蔵品 19,118 21,581

その他 26,286 26,891

貸倒引当金 △1,701 △2,287

流動資産合計 363,298 351,197

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 37,528 38,092

機械装置及び運搬具（純額） 22,592 22,905

その他（純額） 30,602 34,671

有形固定資産合計 90,722 95,669

無形固定資産 6,889 7,236

投資その他の資産   

投資有価証券 23,195 25,264

その他 23,694 21,970

貸倒引当金 △3,224 △2,806

投資その他の資産合計 43,665 44,428

固定資産合計 141,277 147,333

資産合計 504,576 498,531

㈱荏原製作所(6361) 平成26年３月期 第３四半期決算短信

- 5 -



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 95,886 90,454

短期借入金 66,015 68,877

1年内償還予定の新株予約権付社債 20,000 －

賞与引当金 7,558 4,471

役員賞与引当金 257 213

完成工事保証損失引当金 3,169 2,947

製品保証引当金 2,768 3,133

工事損失引当金 5,585 6,272

土地売却費用引当金 1,846 1,843

その他 42,643 47,563

流動負債合計 245,730 225,778

固定負債   

社債 － 10,000

新株予約権付社債 20,000 19,997

長期借入金 31,338 24,057

退職給付引当金 9,629 7,600

役員退職慰労引当金 172 167

資産除去債務 1,825 1,844

その他 4,092 3,859

固定負債合計 67,057 67,526

負債合計 312,787 293,305

純資産の部   

株主資本   

資本金 68,613 68,620

資本剰余金 72,543 72,550

利益剰余金 53,886 55,304

自己株式 △284 △379

株主資本合計 194,758 196,096

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,662 3,132

繰延ヘッジ損益 11 13

為替換算調整勘定 △9,547 △885

その他の包括利益累計額合計 △7,873 2,260

新株予約権 547 742

少数株主持分 4,356 6,127

純資産合計 191,788 205,225

負債純資産合計 504,576 498,531

㈱荏原製作所(6361) 平成26年３月期 第３四半期決算短信

- 6 -



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 257,601 286,034

売上原価 197,552 214,524

売上総利益 60,048 71,509

販売費及び一般管理費 53,092 62,606

営業利益 6,956 8,903

営業外収益   

受取利息 123 135

受取配当金 266 232

為替差益 562 1,455

貸倒引当金戻入額 520 －

その他 894 448

営業外収益合計 2,367 2,272

営業外費用   

支払利息 1,680 1,264

持分法による投資損失 234 237

その他 314 276

営業外費用合計 2,230 1,777

経常利益 7,093 9,398

特別利益   

固定資産売却益 26 65

投資有価証券売却益 0 25

事業譲渡益 1 －

その他 － 0

特別利益合計 27 91

特別損失   

固定資産売却損 169 18

固定資産廃棄損 51 88

減損損失 － 172

投資有価証券評価損 47 －

関係会社整理損 45 －

出資金評価損 246 －

会員権売却損 － 9

特別退職金 276 －

その他 15 0

特別損失合計 852 289

税金等調整前四半期純利益 6,268 9,200

法人税等 2,480 4,287

少数株主損益調整前四半期純利益 3,788 4,913

少数株主利益 880 1,265

四半期純利益 2,907 3,648
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,788 4,913

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △294 1,465

繰延ヘッジ損益 △0 1

為替換算調整勘定 21 9,148

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 48

その他の包括利益合計 △275 10,664

四半期包括利益 3,512 15,578

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,583 13,782

少数株主に係る四半期包括利益 928 1,795
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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利益 6,268 9,200

減価償却費 8,524 8,987

減損損失 － 172

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △2 △24

引当金の増減額（△は減少） △7,219 △4,164

固定資産売却損益（△は益） 143 △46

受取利息及び受取配当金 △390 △368

支払利息 1,680 1,264

売上債権の増減額（△は増加） 37,325 19,596

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,899 △10,428

仕入債務の増減額（△は減少） △24,430 △7,182

その他 5,235 5,410

小計 20,235 22,415

利息及び配当金の受取額 707 625

利息の支払額 △1,511 △1,229

法人税等の支払額 △4,088 △5,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,343 16,792

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △7,288 △10,770

固定資産の売却による収入 36 100

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △5,527 △6,967

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

3,111 23,785

定期預金の預入による支出 △603 △852

定期預金の払戻による収入 533 824

貸付けによる支出 △2,376 △1,633

貸付金の回収による収入 2,229 1,759

子会社出資金の取得による支出 △992 －

その他 309 321

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,566 6,569
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

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） △3,839 1,979

長期借入れによる収入 915 275

長期借入金の返済による支出 △14,788 △8,561

社債の発行による収入 － 10,000

社債の償還による支出 － △20,000

自己株式の取得処分による収支 △3 △95

配当金の支払額 △3,167 △2,321

少数株主からの払込みによる収入 96 －

少数株主への配当金の支払額 △84 △105

その他 △598 △544

財務活動によるキャッシュ・フロー △21,469 △19,374

現金及び現金同等物に係る換算差額 153 2,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,538 6,658

現金及び現金同等物の期首残高 87,294 93,792

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）

－ 14

現金及び現金同等物の四半期末残高 70,756 100,465
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(４) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

 該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

 該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
風水力事業 

エンジニア

リング事業

精密・電子

事業 
計 

その他

(注)１
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期

連結損益

計算書

計上額

(注)３

売上高    

  外部顧客への売上高 183,396 30,510 42,409 256,316 1,284 257,601 － 257,601

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
247 4 － 251 2,833 3,085 (3,085) －

計 183,644 30,514 42,409 256,568 4,118 260,686 (3,085) 257,601

セグメント利益 2,490 2,846 1,042 6,379 485 6,864 91 6,956

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビジネスサポートサービ

ス等を含んでいます。 

  ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。 

  ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

 

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日） 

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
風水力事業 

エンジニア

リング事業

精密・電子

事業 
計 

その他

(注)１
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期

連結損益

計算書

計上額

(注)３

売上高    

  外部顧客への売上高 209,958 32,049 42,778 284,786 1,247 286,034 － 286,034

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
102 8 7 118 2,417 2,536 (2,536) －

計 210,061 32,058 42,785 284,905 3,665 288,570 (2,536) 286,034

セグメント利益 5,236 3,145 15 8,397 449 8,846 56 8,903

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビジネスサポートサービ

ス等を含んでいます。 

  ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。 

  ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

 

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 

 

㈱荏原製作所(6361) 平成26年３月期 第３四半期決算短信

- 12 -



 

 

４．補足情報 

 受注及び販売の状況 

① 受注の状況                                    (単位：百万円) 

セグメントの名称 
前第３四半期 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日)

当第３四半期 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日)

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日)

 風水力事業 207,517 252,192 297,999

 エンジニアリング事業 43,162 95,900 66,631

 精密・電子事業 41,070 46,314 62,212

  報告セグメント計 291,751 394,407 426,842

 その他 1,270 1,248 1,697

合計 293,021 395,655 428,540

 

② 販売の状況                                    (単位：百万円) 

セグメントの名称 
前第３四半期 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日)

当第３四半期 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日)

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日)

 風水力事業 183,396 209,958 305,586

 エンジニアリング事業 30,510 32,049 52,495

 精密・電子事業 42,409 42,778 66,503

  報告セグメント計 256,316 284,786 424,585

 その他 1,284 1,247 1,716

合計 257,601 286,034 426,302

 

③ 受注残高の状況                                  (単位：百万円) 

セグメントの名称 
前第３四半期 

(平成24年12月31日) 

当第３四半期 

(平成25年12月31日) 

前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

 風水力事業 176,097 203,937 153,827

 エンジニアリング事業 102,608 169,364 104,144

 精密・電子事業 10,791 12,251 8,292

  報告セグメント計 289,496 385,554 266,265

 その他 2 0 －

合計 289,499 385,554 266,265

 

（注）上記①～③の金額はいずれも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。 
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