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株主の皆様へご提供しております。 



―1― 

  
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

2 0 1 9 年 1 月 1 日 か ら

201 9年12月31日まで
 

（単位：百万円） 
 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 79,066 80,296 135,715 △5,439 289,639 

会計方針の変更による累
積的影響額 

－ － 424 － 424 

会計方針の変更を反映した
当期首残高 

79,066 80,296 136,140 △5,439 290,063 

当期変動額      

新株の発行 88 88   176 

剰余金の配当     △5,877   △5,877 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

    23,349   23,349 

連結範囲の変動   947  947 

自己株式の取得      △15,004 △15,004 

自己株式の処分  △0  0 0 

自己株式の消却  △5,536 △14,733 20,269 － 

米国税制改正法に関連す
る米国会計基準変更に伴
う影響額 

－ － 1,848 － 1,848 

株主資本以外の項目の 
当期変動額 (純額) 

          

当期変動額合計 88 △5,448 5,535 5,264 5,440 

当期末残高 79,155 74,848 141,675 △174 295,504 

 

 

その他の包括利益累計額 

新 株 
予 約 権 

非 支 配 
株主持分 

純資産合
計 

そ の 他 
有価証券 
評価差額

金 

繰 延 
ヘ ッ ジ 
損 益 

為替換算 
調整勘定 

退職給付 
に 係 る 
調整累計

額 

その他の 
包括利益 
累計額合

計 

当期首残高 381 △57 △1,226 △9,096 △9,999 1,152 5,985 286,778 

会計方針の変更による累
積的影響額 

       424 

会計方針の変更を反映した
当期首残高 

381 △57 △1,226 △9,096 △9,999 1,152 5,985 287,202 

当期変動額         

新株の発行        176 

剰余金の配当        △5,877 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

       23,349 

連結範囲の変動        947 

自己株式の取得        △15,004 

自己株式の処分        0 

自己株式の消却        － 

米国税制改正法に関連す
る米国会計基準変更に伴
う影響額 

       1,848 

株主資本以外の項目の 
当期変動額 (純額) 

△148 32 △1,665 △71 △1,852 △20 1,057 △815 

当期変動額合計 △148 32 △1,665 △71 △1,852 △20 1,057 4,625 

当期末残高 233 △24 △2,891 △9,168 △11,852 1,132 7,043 291,827 
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連 結 注 記 表 

 

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

1. 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

 連結子会社の数 65社 

 主要な連結子会社の名称 株式会社荏原エリオット 

  荏原冷熱システム株式会社 

  株式会社荏原電産 

  株式会社荏原風力機械 

  荏原環境プラント株式会社 

  株式会社荏原フィールドテック 

  株式会社荏原エージェンシー 

  EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA. 

  荏原機械（中国）有限公司 

  荏原機械淄博有限公司 

  嘉利特荏原泉業有限公司 

  Ebara Engineering Singapore Pte.Ltd. 

  Ebara Pumps Europe S.p.A. 

  Elliott Company 

  Elliott Ebara Singapore Pte. Ltd. 

  荏原冷熱システム（中国）有限公司 

  青島荏原環境設備有限公司 

  Ebara Technologies Incorporated 

  上海荏原精密機械有限公司 

  Ebara Precision Machinery Korea Incorporated 

  台湾荏原精密股份有限公司 

  Ebara Precision Machinery Europe GmbH 

(2) 連結の範囲の変更  

 

連結の範囲に関する重要性の判断基準に従って、トータルサービス株式会社、Ebara Fluid 

Machinery Korea Co., Ltd. 、 Ebara Pumps Australia Pty. Ltd. 、 Ebara Thermal Systems 

(Thailand) Co.,Ltd.、荏原電産 (青島) 科技有限公司、西安荏原精密機械有限公司を連結の範囲

に含めています。 

連結子会社であったEbara International Corporation及びHood-EIC,LLCは、連結子会社である

Elliott Companyを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外していま

す。 

(3) 主要な非連結子会社の名称  

 EBARA MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED 

       連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等のいずれも重要性が 

乏しいため連結の範囲から除いています。 
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2. 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称 

 持分法を適用した非連結子会社数      

   該当事項はありません。 

 持分法を適用した関連会社数         1社  

  水ing株式会社  

(2) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等  

 EBARA MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED  

    持分法を適用しない理由 

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は、その当期純損益及び利益剰余金等の 

いずれも重要性が乏しいため持分法の適用の範囲から除いています。 

(3) 持分法を適用した関連会社の事業年度等に関する事項 

 
持分法適用会社は、決算日が3月31日であるため、連結計算書類の作成にあたり、連結決算

日に実施した仮決算に基づく計算書類を使用しています。 

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。 

4. 会計方針に関する事項 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

 有価証券  

  満期保有目的の債券  償却原価法（定額法） 

  その他有価証券  

 

  時価のあるもの  決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、

全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法に

より算定） 

   時価のないもの 総平均法による原価法 

 デリバティブ 時価法 

 たな卸資産  

 

 商品及び製品、原材料及び貯蔵品 主として総平均法（精密・電子事業は移動平均法）によ

る原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定) 

 
 仕掛品 個別原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定) 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

主として、定額法を採用しています。 

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税

法に規定する方法により、3年間で均等償却する方法を採用しています。 

② 無形固定資産及び投資その他の資産（リース資産を除く） 

主として、法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法を採用しています。 

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定

額法を採用しています。 

③ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産） 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 

(3) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金  

 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。 

② 賞与引当金  

 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。 
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③ 役員賞与引当金  

 
役員賞与の支給に充てるため、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計

上しています。 
 

④ 役員退職慰労引当金  

 
国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を引

当計上しています。 

⑤ 完成工事補償引当金  

 
完成工事に係る瑕疵担保費用の支出に備えるため、完成工事高に対し合理的に算出した発生

比率を乗じた見積補償額を計上しています。 

⑥ 製品保証引当金  

 
売買契約に係る瑕疵担保費用の支出に備えるため、製品売上高に対し合理的に算出した発生

比率を乗じた見積保証額を計上しています。 

⑦ 工事損失引当金 

 

請負工事の損失発生に備えるため、未引渡工事のうち損失が発生する可能性が高く、工事損

失額を期末において合理的に見積ることができる工事については、当該損失見込額を引当計

上しています。 

⑧ 土地売却費用引当金  

 旧本社・羽田工場の土地売却に伴う、原状復旧費用の見込額を計上しています。  

(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっています。 

② 重要なヘッジ会計の方法 

 ⅰ) ヘッジ会計の方法 

 

繰延ヘッジ処理を採用しています。また、振当処理の要件を満たす為替予約、通貨オプション等

が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を行い、特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては特例処理を採用しています。 

 ⅱ) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段……為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引 

 ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務及び借入金 

 ⅲ) ヘッジ方針 

 
当社の内部規程であるリスク管理方針に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジし

ています。 

 ⅳ) ヘッジの有効性評価の方法 

 上記ⅱ)に係る金利変動リスク 

 

ヘッジ取引開始から有効性判定時点までのヘッジ対象及びヘッジ手段それぞれのキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、ヘッジの有効性を判定しています。ただし、特例処理の要件を満たす

金利スワップについては有効性の判定を省略しています。 

 上記ⅱ)に係る為替変動リスク 

 
ヘッジ取引ごとにヘッジ対象とヘッジ手段の対応を確認することで有効性の判定に代えていま

す。 

③ のれんの償却方法及び償却期間 

 
のれんは20年以内の合理的な償却期間を設定し、定額法により償却しています。また重要性の乏

しいものについては当該勘定が生じた期の損益として処理しています。 

④ 退職給付に係る負債の計上基準 

 ⅰ) 退職給付見込額の期間帰属方法 

 
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっています。 

 ⅱ) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により

費用処理しています。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理していま

す。 
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 ⅲ) 小規模企業等における簡便法の採用 

 
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しています。 

⑤ 収益及び費用の計上基準 

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

 

当連結会計年度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。 

⑥ 連結納税制度の適用 

 
連結納税制度を適用しています。 

 

会計方針の変更に関する注記 

(米国会計基準「顧客との契約から生じる収益」の適用) 

米国会計基準を採用している在外連結子会社において、米国財務会計基準審議会(FASB)が公表した会計基準

の改訂第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」(Topic 606)を当連結会計年度より適用しています。 

これにより、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得る

と見込む対価を反映した金額で収益を認識しています。当該会計基準の適用については、経過的な取扱いに

従って、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用し、当連結会計年度の期首の

利益剰余金に加減しています。 

この結果、当連結会計年度の利益剰余金の期首残高は424百万円増加しています。なお、当連結会計年度にお

いて、連結計算書類に与える影響は軽微です。 

  

表示方法の変更に関する注記 

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用) 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等を当連結会計年度

の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区

分に表示しています。 
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連結貸借対照表に関する注記 

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務 

 (1) 担保に供している資産 

建物及び構築物 3,702百万円

その他 453百万円

     計 4,155百万円

 (2) 担保に係る債務 

短期借入金 203百万円

長期借入金 129百万円

     計 333百万円
 
2. 有形固定資産の減価償却累計額 215,848百万円
 
3. 保証債務 

(1) 従業員の銀行借入に対する保証 42百万円

(2) 非連結子会社及び関連会社の銀行借入等に対する保証 
 

株式会社いせEサービス 643百万円

株式会社えんがるEサービス 30百万円

株式会社よこてEサービス 28百万円

EBARA PUMPS SAUDI ARABIA LLC 17百万円

株式会社ふなばしEサービス 2百万円

     計 722百万円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記 

1. 発行済株式の種類及び総数 

株式の種類 
当連結会計年度 

期首株式数 (株) 

当連結会計年度 

増加株式数 (株) 

当連結会計年度 

減少株式数 (株) 

当連結会計年度末 

株式数 (株) 

普通株式 101,957,853 72,000 6,900,000 95,129,853 

(注) 1.普通株式の発行済株式総数の増加72,000株は、新株予約権の行使による増加55,400株、譲渡制限付

株式報酬としての新株式発行による増加16,600株です。 

2.普通株式の発行済株式総数の減少6,900,000株は取締役会決議による自己株式の消却によるもので

す。 

 

2. 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

2019年3月28日 

定時株主総会 
普通株式 3,000 30.00 2018年12月31日 2019年3月29日 

2019年8月9日 

取締役会 
普通株式 2,876 30.00 2019年6月30日 2019年9月10日 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

2020年3月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり 

提案しています。 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 
配当の原資 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

2020年3月27日 

定時株主総会 
普通株式 2,853 利益剰余金 30.00 2019年12月31日 2020年3月30日 

3. 新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数 

新株予約権 普通株式 412,400株
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金融商品に関する注記 

1. 金融商品の状況に関する事項 

 (1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、設備投資等の長期的な必要資金を銀行借入や社債発行等により調達しています。短

期的な運転資金は、必要額を銀行等から調達し、一時的な余剰資金は、安全性の高い金融資産で運用

しています。また、デリバティブは、実需に基づきリスクを回避するために利用しており、投機的な

取引は行わない方針です｡ 

 (2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク  

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています｡また、

グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒さ

れています。為替の変動リスクについて、当社は、外貨建の債権債務をネットしたポジションに対し

て、外貨借入又は外貨預金を利用してヘッジしており、連結子会社は、為替予約を利用してヘッジし

ています。 

有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金、MMF、金融機関及び取引先企業等の株式であり、市場

価格の変動リスクに晒されています。 

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、ほとんどが1年以内に決済されます。その

一部には、原動機等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、総じ

て同じ外貨建の売掛金残高の範囲内にあります。また、変動金利であるため金利の変動リスクに晒さ

れている一部の借入金について、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしていま

す。 

デリバティブ取引は、外貨建の営業債権・債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした

先物為替予約取引、及び借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワッ

プ取引があります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効

性の評価方法等については、前述の「4.会計方針に関する事項 (4)その他連結計算書類の作成のため

の基本となる重要な事項」に記載されている「②重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。 

 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理 

営業債権については、当社は、内部規程である債権管理規程に基づき、財務部門と営業部門が連携し

て主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するととも

に、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。連結子会社についても、同

様の管理を行っています。 

満期保有目的の債券は、内部規程である資金運用規程に従い、格付の高い債券のみを対象としている

ため、信用リスクは僅少です。 

当連結会計年度の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸

借対照表価額により表されています｡ 

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理 

為替の変動リスクに対しては、外貨建の債権債務を通貨別に把握した上で、外貨借入と外貨預金でヘ

ッジしています。また、外貨建の債権債務に対して、先物為替予約を利用してヘッジしています。な

お、為替相場の状況により、予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建債権債務に対しても、

先物為替予約でヘッジを行っています。金利の変動リスクに対しては、金利スワップ取引でヘッジし

ています。 

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、

また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的

に見直しています。 

デリバティブ取引については、内部規程である金融商品管理規程に基づき、連結子会社を含めて適用

し管理を行っています。 

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理 

当社は、各部署からの報告に基づき、財務部門が資金繰計画を作成及び更新するとともに、事業状況

に応じた適正規模の手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しています。また代

替流動性となるコミットメントラインも一定量を確保しており、流動性リスクに対処しています。 

 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 

また、「2. 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等について

は、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 

2019年12月31日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額については、次のとおりです。 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

(1)  現金及び預金 94,014 94,014 ― 

(2)  受取手形及び売掛金       

(3)  電子記録債権 

182,944 

9,218 
 

 

 

     貸倒引当金 (*1) (2,107)   

 190,056 190,017 (38) 

(4)  有価証券及び投資有価証券 3,286 3,286 ― 

(5)  支払手形及び買掛金 (60,580) (60,580) ― 

(6)  電子記録債務 (59,847) (59,847) ― 

(7)  短期借入金 (50,965) (50,965) ― 

(8)  社債 (10,000) (10,034) (34) 

(9) 長期借入金 (18,340) (18,473) (132) 

(10) デリバティブ取引 (*2) 1 1 ― 

(*1) 貸倒引当金は全額を控除しています。なお、貸倒引当金は、受取手形、売掛金、電子記録債権、未収入

金に対する控除科目として一括し掲記しています。 

(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額表示しており、合計で正味の債務となる項目

については（ ）で示しています。 

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

(1) 現金及び預金 

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

(2) 受取手形及び売掛金並びに(3) 電子記録債権 

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味

した利率により割り引いた現在価値によっています。 

(4) 有価証券及び投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から

提示された価格によっています。また、譲渡性預金は短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等 し

いことから、当該帳簿価額によっています。 

(5) 支払手形及び買掛金、(6) 電子記録債務並びに(7) 短期借入金 

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

(8) 社債並びに(9) 長期借入金 

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い

て算定する方法によっています。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされて

おり（下記(10)参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行

った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。 

(10) デリバティブ取引 

① ヘッジ会計が適用されていないもの 

重要性が乏しいため、記載を省略しています。 

② ヘッジ会計が適用されているもの 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引の時価の算定方法は、取引金融機関等から提示された

価格等に基づき計算しています。ただし、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされ

ている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記

載しています（上記(9)参照）。 

(注2) 非上場株式・関係会社株式等（連結貸借対照表計上額17,477百万円）については、市場価格がなく、

時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 有価証券及び投資有価証券」に含めていま

せん。 
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1株当たり情報に関する注記 

1. 1株当たり純資産額 2,981円91銭

2. 1株当たり当期純利益 241円79銭
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 
2019年1月1日から 

2019年12月31日まで 
 

（単位：百万円） 
 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 79,066 82,995 5,536 88,531 96,054 96,054 

当期変動額       

新株の発行 88 88   88     

剰余金の配当         △5,877 △5,877 

当期純利益         15,978 15,978 

自己株式の取得             

自己株式の処分   △0 △0   

自己株式の消却     △5,536 △5,536 △14,733 △14,733 

株主資本以外の項目の 
当期変動額 (純額) 

            

当期変動額合計 88 88 △5,536 △5,448 △4,632 △4,632 

当期末残高 79,155 83,083 － 83,083 91,421 91,421 

  

 

株主資本 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

その他有価証
券評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 △5,281 258,370 244 244 1,152 259,767 

当期変動額       

新株の発行  176    176 

剰余金の配当  △5,877    △5,877 

当期純利益  15,978    15,978 

自己株式の取得 △15,004 △15,004    △15,004 

自己株式の処分 0 0    0 

自己株式の消却 20,269 －    － 

株主資本以外の項目の 
当期変動額 (純額) 

  △197 △197 △20 △217 

当期変動額合計 5,264 △4,727 △197 △197 △20 △4,944 

当期末残高 △17 253,643 47 47 1,132 254,822 
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個 別 注 記 表 

 
重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1. 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

  有価証券  

     満期保有目的の債券      償却原価法（定額法） 

     子会社及び関連会社株式     総平均法による原価法 

     その他有価証券  

      時価のあるもの        決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、 

                                       全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法に 

                                       より算定） 

      時価のないもの        総平均法による原価法 

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法 

  デリバティブ           時価法 

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   たな卸資産               

    製品、原材料及び貯蔵品      総平均法（精密・電子事業は移動平均法）による原価法 

                    (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方 

                                       法により算定)  

     仕掛品              個別原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価 

                    切下げの方法により算定) 

2. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しています。 

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税

法に規定する方法により、3年間で均等償却する方法を採用しています。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法を採用しています。 

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額

法を採用しています。 

(3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産） 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 

3. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。 

(2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に充てるため、当事業年度末において発生していると認められる額を計上していま

す。 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費

用処理しています。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数に

よる定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。 

なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除

した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しています。 

(5) 完成工事補償引当金 

完成工事に係る瑕疵担保費用の支出に備えるため、完成工事高に対し合理的に算出した発生比率を

乗じた見積補償額を計上しています。 

(6) 製品保証引当金 

売買契約に係る瑕疵担保費用の支出に備えるため、製品売上高に対し合理的に算出した発生比率を

乗じた見積保証額を計上しています。 
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(7) 工事損失引当金 

請負工事の損失発生に備えるため、未引渡工事のうち損失が発生する可能性が高く、工事損失額を

期末において合理的に見積ることができる工事については、当該損失見込額を引当計上しています。 

(8) 土地売却費用引当金 

旧本社・羽田工場の土地売却に伴う、原状復旧費用の見込額を計上しています。 

4. 収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当事業年度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。 

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっています。 

(2) ヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しています。また、振当処理の要件を満たす為替予約、通貨オプション等が

付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を行い、特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては特例処理を採用しています。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引 

ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務及び借入金 

 ③ ヘッジ方針 

内部規程であるリスク管理方針に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしています。 

 ④ ヘッジの有効性評価の方法 

上記②に係る金利変動リスク 

ヘッジ取引開始から有効性判定時点までのヘッジ対象及びヘッジ手段それぞれのキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、ヘッジの有効性を判定しています。ただし、特例処理の要件を満たす

金利スワップについては有効性の判定を省略しています。 

上記②に係る為替変動リスク 

ヘッジ取引ごとにヘッジ対象とヘッジ手段の対応を確認することで有効性の判定に代えています。 

(3) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しています。 

 
 
表示方法の変更に関する注記 

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用) 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等を当事業年度の期

首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に

表示しています。 
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貸借対照表に関する注記 

1. 有形固定資産の減価償却累計額  114,574百万円 

2. 保証債務 

(1) 従業員住宅資金の銀行借入に対する保証  38百万円 
 

(2) 関係会社の銀行借入等に対する保証  6,552百万円 

 連結会社   

Elliott Company  6,181百万円 

株式会社荏原電産  262百万円 

Ebara Thermal Systems (Thailand) Co.,Ltd.  90百万円 

 連結会社計  6,535百万円 

 非連結会社   

EBARA PUMPS SAUDI ARABIA LLC  17百万円 

 非連結会社計  17百万円 

3. 関係会社に対する金銭債権債務 

関係会社に対する短期金銭債権  48,255百万円 

関係会社に対する長期金銭債権  589百万円 

関係会社に対する短期金銭債務  24,505百万円 

   

損益計算書に関する注記 

   関係会社との取引高 

営業取引による取引高 

 売上高 60,755百万円 

 仕入高 25,903百万円 

営業取引以外の取引高 16,404百万円 
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株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 株式の種類 
当事業年度期首 
の株式数(株) 

当事業年度 
 増加株式数(株) 

当事業年度 
減少株式数(株) 

当事業年度末 
株式数(株) 

普通株式 1,933,423 4,972,406 6,900,045 5,784 

(注)1. 普通株式の自己株式の株式数の増加4,972,406株は、単元未満株式の買取りによる増加1,606株、取

締役会決議による自己株式の取得による増加4,970,800株です。 

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少6,900,045株は取締役会決議による自己株式の消却による減少

6,900,000株、単元未満株式の売渡しによる減少45株です。 

 

 
  
税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

繰延税金資産   

 賞与引当金  727百万円 

 赤字工事進行基準による売上損失  514百万円 

 退職給付引当金  1,881百万円 

 税務上の繰越欠損金  2,487百万円 

 投資有価証券等評価損  54百万円 

 関係会社株式評価損  2,400百万円 

 たな卸資産評価損  1,489百万円 

 固定資産除却損  1,065百万円 

 減価償却費  710百万円 

 完成工事補償等引当金  4,168百万円 

 貸倒引当金繰入限度超過額  1,110百万円 

 未払金  563百万円 

 その他  2,133百万円 

 繰延税金資産小計  19,307百万円 

 評価性引当額  △13,584百万円 

 繰延税金資産合計  5,723百万円 

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金  20百万円 

 その他  692百万円 

 繰延税金負債合計  713百万円 

繰延税金資産の純額  5,009百万円 
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関連当事者との取引に関する注記 

子会社及び関連会社等 
（単位：百万円） 

種 類 
会社等 
の名称 

議決権等の 
所有(被所有） 

割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 
株式会社 
荏原エリオット 

所有 
 間接100％ 

・当 社 がコ ン プレ ッ

サ・タービン等を購入 

・当社が工場及び建物

を賃貸 

・当社が資金を貸付 

・役員1名兼任 

資金の貸付(注3) 
受 取 利 息 
資金の借入(注3) 
支 払 利 息 

 2,155 
 10  

 2,391 
 1 

 
短期貸付金 

 
2,115 

子会社 
株式会社 
荏原フィールド 
テック 

所有 
 直接100％ 

・当社のコンポーネン

ト機器・半導体製造装

置の販売及びアフター

サービス 

・当社が工場及び建物

を賃貸 

・当社が資金を借入  

売 上  16,298 
受 取 手 形 
売 掛 金 

7,188 
4,881 

子会社 
荏原環境プラント
株式会社 

所有 
 直接100％ 

・当社がポンプ・ポン

プ部品を販売 

・当社が工場での電力

を調達 

・当社が建物を賃貸 

・当社が資金を借入 

・役員2名兼任 

資金の借入(注3) 
支 払 利 息 

 △2,344 
27 

短期借入金 7,170 

子会社 Elliott Company 所有 
 間接100％ 

・当 社 がコ ン プレ ッ

サ・タービン等を購入 

・当社が債務を保証 

・役員3名兼任 

債務保証(注4 ) 6,181 - - 

子会社 
台湾荏原精密股份
有限公司 

所有 
 直接100％ 

・当社のコンポーネン

ト機器・半導体製造装

置の販売及びアフター

サービス、コンポーネ

ント機器の製造 

売 上 10,326 売 掛 金 4,835 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)1. 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定し

ています。 

2. 資金の貸付及び借入の利率は、市場金利を勘案して決定しています。 

3. 資金の貸付及び借入は、CMS(キャッシュマネジメントシステム)による取引であり、取引金額は

当期首残高からの増減額を表示しています。 

4. 債務保証は、銀行借入等の債務保証を行ったものであり、保証料を受領しています。 

 

1株当たり情報に関する注記 

1. 1株当たり純資産額 2,666円94銭

2. 1株当たり当期純利益 165円46銭
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