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登壇 

 

 

大﨑：お待たせいたしました。本日はご多用のところ、株式会社荏原製作所の 2022 年 12 月期第

3 四半期決算説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただ今より、会を始めさせていただきます。 

それでは、私どもの出席者をご紹介いたします。グループ経営戦略、経理財務統括部執行役、細田

修吾でございます。 

細田：細田でございます。よろしくお願いします。 

大﨑：司会は私、経営企画部、大﨑が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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本日のスケジュールでございますが、決算概要を細田より説明させていただき、その後に皆様から

のご質問をお受けいたします。 

それでは、細田より説明に入らせていただきます。 

細田：では私、細田からご説明をいたします。 

当社の決算説明会にお集まりくださいまして、誠にありがとうございます。 

当社は、12 月決算会社ですので、今回が今年度の第 3 四半期決算になります。 
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初めに、当決算におけるポイントについて説明します。 

まず第 3 四半期累計期間の連結業績ですが、精密・電子事業と風水力事業が牽引しまして、全社の

受注、売上、営業利益はいずれも、第 3 四半期累計期間としましては、過去最高業績を更新しまし

た。 

原材料価格の高騰などのネガティブな因子は引き続き存在しておりますが、中国におけるコロナの

ロックダウンからの回復や中国以外の海外売上の拡大に加えまして、円安による下支えもありまし

て、前年同期比から増収増益という結果になっております。 

通期業績予想につきましては、各事業における業績の進捗や事業環境を踏まえまして、若干の修正

を行っております。全社として、受注を 330 億円上方修正、売上は若干調整しまして、140 億円の

下方修正としています。 

営業利益は、全社としては前回の開示から今回は据え置きとしておりますが、セグメント間で若干

調整がございます。 
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今回の決算のトピックとしましては、10 月 3 日付のリリースでも既にお伝えしておりますが、標

準ポンプ事業の海外戦略の一環で、カナダに本社を持ちますポンプミキサーメーカの Hayward 

Gordon 社の買収を完了しまして、本決算から連結に組み入れていることが挙げられます。 

以上がポイントでして、ここから先は詳細の説明ですが、まず 4 ページ目をご覧ください。 

 

第 3 四半期累計期間の連結業績です。 

受注は 177 億円、前年同期から増加しまして 5,945 億円。売上は、前年同期から 601 億円増加し

て 4,800 億円。営業利益は、56 億円増加しまして 426 億円です。営業利益率につきましては、

8.9%となっています。親会社の所有者に帰属する四半期利益は、前年同期から 28 億円増加しまし

て、272 億円という結果でした。 

為替レートにつきましては、米ドル、ユーロ、中国人民元などの主要通貨に対しまして、前年同期

比から円安方向になっておりまして、円建ての業績に対しましては、プラス方向に寄与しておりま

す。 
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営業利益で前年同期比 56 億円の増加と申し上げましたが、その中で、8 割ぐらいが為替の影響で

下支えされて底上げされた分と思っていただければよろしいかと存じます。 

 

続きまして、5 ページ目をご覧ください。 

セグメント別の決算のサマリです。 

風水力事業では、受注、売上営業利益ともに、いずれも前年同期を上回っています。中国・アジア

を除く海外、主に欧州や米州、中東などで需要が堅調に伸びまして、価格改定の効果なども見ら

れ、円安の恩恵も受けて、受注、売上が増加しております。営業利益は、第 2 四半期累計期間まで

は前年同期比で減益でしたが、今回の第 3 四半期累計期間から前年より増益に転じております。 

環境プラント事業につきましては、前年同期の受注水準が非常に高かったこともあって、前年同期

比で受注は、427 億円の減少となっておりますが、今期もゴミ処理施設の大型案件を複数件受注し

ておりまして、計画どおり推移しています。売上は、前年同期を上回っておりますが、営業利益に

関しましては、一過性の費用計上などによって、前年同期を下回っている状況でした。 
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精密・電子事業につきましては、昨年に引き続きまして、市場が旺盛な半導体需要の状況で、それ

に対応してきたことで、受注、売上、営業利益は、いずれも前年同期比を上回っている状況です。

詳細は、後ほどセグメント別に説明をさせていただきます。 

 

次のページは、地域別の売上収益の構成です。 

第 3 四半期累計期間における地域別です。 

日本国内は、前年同期マイナスですが、それ以外の海外は、全地域で前年同期比プラスとなってお

ります。 

セグメントごとで見ますと、精密・電子事業はアジアを中心に売上が伸びておりまして、風水力事

業においては、欧州、米州、中東などの海外地域が主な伸びている領域です。 

中国が少し伸びてはいますが、若干伸び率は他と比べて低い状況ではあります。中国地域は、上期

にロックダウンの影響があって、少し市場として低迷している状況から、業績は回復傾向にはあり

ますが、まだゼロコロナ政策などが維持されている状況などを踏まえまして、経済成長が低調な状

況です。業況は、各事業によって、良い事業も悪い事業もあるような濃淡が見られています。 
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セグメント別の地域別売上収益に関しましては、18 ページにもう少し詳しく掲載しておりますの

で、そちらも併せてご参照ください。 
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続きまして、各セグメント別の業績の細かい説明に入ります。 

7 ページ目が、まず風水力事業です。 

風水力事業のサブセグメント、ポンプ、コンプレッサ・タービン、冷熱別の詳細をご説明します。

サブセグメント別の詳細は、14 ページ以降の補足説明資料にも数値として掲載しておりますが、

そちらも併せてご確認いただければと思います。 

風水力事業に関しましては、受注は、前年同期から 281 億円増加の 2,866 億円。売上は、324 億円

増加の 2,702 億円。営業利益は、26 億円増加の 176 億円で着地しております。 

サブセグメントで言いますと、ポンプ事業は前年同期比で増収増益でした。 

中でも、標準ポンプ事業に関しましては好調でして、海外、国内ともに、お客様からの早期発注等

で受注が増加しています。価格改定の効果などが見られまして増収増益でした。 

一方で、カスタムポンプ事業は、主に中国においての経済成長減速により需要は低調で、石油・ガ

ス市場向けの売上が伸び悩み、減収減益といった状況でした。 
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次に、コンプレッサ・タービン事業ですが、インフレの状況やウクライナの情勢などによる不透明

感を受けまして、お客様がなかなか投資判断を先に進めない、全般的に慎重な投資判断の状況が継

続しておりまして、製品の受注は低調に推移しております。 

一方で、サービス＆サポートは、コロナによる行動制限の緩和などから、お客様がこれまで先送り

をしていました定修工事などが今期、需要が増加してきておりまして、サービス＆サポートが非常

に好調になっております。それもありまして、コンプレッッサ・タービン事業として増収増益と着

地しております。 

冷熱事業に関しましては、中国の市場の需要が堅調でして、増収増益でした。脱炭素施策下におけ

る市場環境の中で、製品需要の取り込みが功を奏しているような状況です。 

風水力事業全般では、固定費の増加が見られますが、前期の業績を踏まえた業績連動賞与の増加分

や、あとはビジネスボリュームの拡大によって事業活動費が増加しており、全体として固定費が増

加しております。 

以上、風水力事業の業況です。 
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続きまして 8 ページ、環境プラント事業です。 

受注は、先ほど申し上げましたが、前年同期比から 427 億円減の 768 億円。768 億円というの

は、前年同期比からは下がりましたが、例年と比べて比較的順調な状況です。売上は、22 億円増

の 522 億円。営業利益は、36 億円減の 4 億円で増収減益となっております。 

受注案件は、左下のリストにございますとおり、第 3 四半期にごみ処理施設 DBO 案件を 1 件受注

しておりまして、今期は合計 4 件の大型案件を受注したことになっております。受注の状況は計画

どおりの推移です。 

売上に関しましては、EPC の工事案件の工事進捗が進み、それも含めて売上としては増収となっ

ております。 

営業利益につきましては、前年同期から 36 億円という大きな減少となっておりますが、要因は、

先ほど申し上げましたとおり、EPC 工事案件の進捗が進んだことによって、EPC、O＆M 比率の中

の EPC の部分が多くなっているという意味で、全体として、収益性が低いタイミングの売上であ

るということを踏まえまして、それ以外に、今期特有の要因が三つございまして、結果として 36

億円の減少となっています。 

その三つのうちの一つ目に関しましては、第 2 四半期決算の際にもご説明しましたが、国内の

EPC 案件で、もう既に完工しておりますが、今期完工の国内 EPC 案件の中で、追加コストが発生

するトラブルが発生しまして、数億円レベルの追加コストが発生していること。 

それから二つ目の要因は、中国の子会社で機器製造委託を受けて製造しておりますが、そこでの追

加コストが発生していること。あとは、同じ中国の子会社で、比較的収益性の高い海外案件がお客

様の理由によりまして、来期へ期ずれしたこと。その二つによって、中国の子会社でのマイナスが

発生しているというのが二つ目の要因です。 

三つ目の要因は、ごみ処理施設でのごみ発電をベースに行っている当社の売電事業におきまして、

電力調達コストが想定より膨らんだというような事象がございまして、その結果として、収益性が

低下し、今回の前年同期比マイナス 36 億円という状況になっています。 

今期特有の要因におきましては、将来的に同じようなロスが発生しないようには再発防止策を展開

しております。 
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精密・電子事業です。 

こちらは好調で、受注が前年同期比から 326 億円増加の 2,299 億円。売上は 256 億円増の 1,564

億円。営業利益は 75 億円増の 255 億で、受注、売上、営業利益ともに精密・電子事業として過去

最高を更新しています。 

半導体市場の減速懸念によって、一部のお客様の中で、設備投資計画の見直しや工場稼働率低下な

どの不透明感が高まっているという状況もございますが、現在までのところ、半導体市場における

当社のお客様の設備投資は、依然として高水準で推移しております。引き続きお客様からの先行発

注の動きも見られ、コンポーネント、CMP の両サブセグメントともに好調に推移してきておりま

す。 

売上につきましては、部材不足による出荷遅れは、第 2 四半期のときもご説明しましたが、第 3 四

半期でも継続しておりますが、製品売上は増加しており、お客様の工場稼働率も高いことから、サ

ービス＆サポート売上も増加している状況です。 
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営業利益におきましては、増収効果と、それから、ドライ真空ポンプの自動化工場の稼働率上昇が

功を奏しまして、収益性が上がっていること、それからサービス&サポートが好調で、サービス＆

サポート売上比率も増加したことなどが貢献して、全体として収益性増加、増益となっておりま

す。 

固定費は、引き続き需要増に対応した人材採用などの影響がありまして増加傾向にはございます

が、それを加味しても営業利益増加となっております。 

第 3 四半期の連結業績に関する説明は、以上でございます。 

 

続きましては、通期の業績予想に関するご説明をさせていただきます。 

10 ページ目でございます。 

世界的なインフレ、ロシア・ウクライナ情勢や中国経済減速など、当社を取り巻く事業環境におき

ましては、さまざまな厳しいファクターも存在しておりますし、現在、資源価格の高騰や部材の調

達の入手などについては、年内その影響は継続すると見ております。サプライチェーン体制の拡充
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や、各種施策を継続強化しておりまして、売上計画を着実に遂行してまいりたいと思っておりま

す。 

それを踏まえまして、通期の業績予想につきましては、各事業の第 3 四半期までの進捗や今後の需

要見通しなどから、この表のとおり若干の修正を加えております。 

前回の公表から受注は、330 億円増加の 7,835 億円。売上は、若干 2%ぐらい減らしまして 6,700

億円で、通期着地する見込みとしております。 

営業利益は、前回から変わらず 675 億円で着地する見通しですが、セグメントごとでの修正、調

整があります。 

当期利益以下も、変わらず 465 億円としています。 

このとおり着地したときの営業利益率は 10.1%。ROIC は 10.1%となる見込みです。 

一株当たりの配当金予想、それから想定している為替レートに関しましては、前回開示から変更あ

りません。 
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キャッシュフロー計画に関しまして、補足資料 20 ページに掲載しておりますが、早期の部品在庫

の確保などにより、棚卸資産の増加傾向に起因しまして、営業活動キャッシュフローが前回計画よ

り悪化する見込みです。 

 

セグメントごとの業績予想修正につきましては、次ページでご説明します。 

次のページをご覧ください。 

セグメント別です。 

サブセグメント別は、14 ページ以降にも、補足説明資料にも掲載しておりますので、そちらも併

せてご覧いただければと思います。 

まず、受注のセグメント別です。連結全体で、先ほども申し上げましたとおり 330 億円の増加で

すが、その内訳は風水力事業が主にポンプ事業で 100 億円増加。精密・電子事業におきまして

は、主に CMP で 230 億円の増加、合わせて 330 億円の増加と考えております。 
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次に、売上に関しましては、先ほど申し上げましたが、連結全体で 140 億円の減少、下方修正と

しておりますが、これは主に精密・電子事業の部品不足などによる期ずれに起因するもので、精

密・電子事業の CMP およびコンポーネント両サブセグメントで発生している売上の未達です。 

最後に、営業利益に関しましては、連結全体では、先ほど申し上げたとおり、前回計画から変更は

ありませんがが、内訳には入り繰りが生じています。 

まず、風水力事業では、30 億円の増加。これは主にサービス＆サポートが好調なコンプレッサ・

タービン事業で、30 億円増加となる見込みです。 

環境プラント事業は、先ほど申し上げたとおり、想定外の今期特有の追加コストなどが発生してお

りますこともありまして、15 億円の減少。 

それから精密・電子事業では、10 億円の減少。これは売上の減少に伴った利益の減少です。 

それから、その他事業を 5 億円の営業利益減としておりますが、これは主に本社系の連結子会社の

清算に関連して発生する一時的な費用として計上している結果です。 
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次のページお願いします。 

今期の事業環境の変化に対して、先ほど申し上げました今期の業績予想に対して見込んでいるリス

クと、リスクに対する営業利益の具体的な影響額を示したスライドです。 

第 2 四半期決算のときにもご説明しておりますが、通期の営業利益の影響額を原材料価格の高騰、

部材調達難、それから中国でのロックダウン等のネガティブファクターによって、第 2 四半期決算

時点では、マイナス 45 億円からマイナス 55 億円ぐらいネガティブに影響すると申し上げており

ましたが、若干調整して第 2 四半期決算時点よりは多くなっています。マイナス 50 億円からマイ

ナス 60 億円ぐらいのレンジで、通期ではネガティブファクターの影響は、さまざまな対策を立て

た上で、このくらいの影響額になると、今のところ見通しております。 

さまざまな対策として、価格改定の効果などもやっておりまして、その効果も上期から徐々に効果

が出てきておりますが、それらの施策によって、引き続き販売と調達の両面から、リスクの最小化

を図っていくようにしていきたいと考えております。 

中国のロックダウンは、上期で中国子会社において、工場停止や物流停滞などの影響を受けており

ますが、既に行動制限が解除されておりますので、行動制限解除後の増産によって上期の遅れをリ

カバリーする状況です。 

為替変動による影響額の見通しは、現状為替レートがスライドに記載ございますとおり、米ドルで

125 億円、ユーロで 135 億円、中国人民元で 19 円となっていますが、それを前提にしますと、前

期と比べて 60 億円程度の増益効果が見込まれると考えております。原材料高騰や部材調達難によ

るネガティブな影響と為替のポジティブな影響が、前期比でほぼ同水準になるという見込みに関し

ましては、期初の想定から変わっていない状況です。 

第 4 四半期に対する為替感応度に関しましては、現在の想定レートに対して、米ドルで 1 円変化し

た場合の為替感応度は、営業利益に対する通期の着地点に対する影響度は 1 億円程度、ユーロで

0.1 億円、中国元で 1 億円程度という感応度で考えています。 

以上が、想定されるポジティブリスク、ネガティブリスクに対する今期着地点の考え方でございま

す。 
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最後に今期の決算に対するトピックの話ですが、標準ポンプ事業の海外戦略の進捗に関しまして、

ご説明します。 

中期経営計画の中で、グローバル市場においての人口増加、それから経済成長や産業の発展等が期

待できる地域や国での投資やリソースの配分を拡大していくことを掲げております。3 年間の中期

経営計画、20 年から 22 年の 3 年間で、10 カ所以上の拠点を設立していこうということを目標に

して進めてきています。20 年にメキシコ、ベトナムの 2 拠点、21 年にトルコのポンプメーカーの

買収を含めて、トルコ、カナダで 2 拠点。さらに今年度になりまして、ケニア、ルーマニア、そし

て 9 月に、先ほど申し上げましたとおり、カナダに本社がございます Hayward Gordon 社の買収

が完了しまして、今年度 3 拠点まで拡大をしてきている状況です。今回、買収を行いました

Hayward Gordon 社に関する説明をしますが、買収目的は、北米地域における標準ポンプ事業の事

業拡大を目指しております。 

もともと北米地域においての当社のプレゼンスがそれほど高くありませんので、そこの拡大という

ことと、それからあとは、北米地域における公共下水や産業装置、プロセス市場向けの製品のライ

ンナップ拡充といったところで、シナジーがあると見込んでいます。 
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今後も引き続き、受注機会の拡大に向けたターゲット地域の拠点施設設置を目指していく所存で

す。 
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私からのご説明は、以上でございまして、ご質問をお受けしたいと思います。 


