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１. 18年 3月期の連結業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年 3月 31日）
(1)連結経営成績 (百万円未満：切捨て）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期 64,303 15.2 5,016 4.1 5,202 9.5

17年 3月期 55,814 26.3 4,817 78.4 4,748 97.7

  
１ 株 当 た り
当期純利益

潜在株式調整
後１株当たり当

期純利益

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本
経常利益率

売 上 高
経常利益率

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

18年 3月期 2,125 5.5 47.13 - 8.4 7.3 8.1

17年 3月期 2,014 50.3 45.72 - 10.6 8.0 8.5

(注)①持分法投資損益 18年 3月期    △184百万円 17年 3月期    52百万円

     ②期中平均株式数（連結） 18年 3月期    43,748,789株 17年 3月期    42,412,351株

     ③会計処理の方法の変更 有

     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年 3月期 79,204 29,375 37.1 590.64

17年 3月期 62,882 21,373 34.0 491.19

（注）期末発行済株式数（連結） 18年 3月期    49,626,918株       17年 3月期    43,359,647株

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 3月期 4,793 △ 10,903 11,828 12,127

17年 3月期 4,547 △ 5,067 1,565 6,334

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
    連結子会社数  25　社   持分法適用非連結子会社数　0　社   持分法適用関連会社数　1　社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
    連結（新規）1　社  （除外）1　社   持分法（新規）0　社  （除外）　0　社

２. 19年 3月期の連結業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）
　

百万円 百万円 百万円

中間期 34,500 2,400 1,300

通　　期 70,000 6,000 3,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   60 円 45 銭 

※上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって変動する可能性があります。

売    上    高 営  業  利  益 経  常  利  益

当期純利益

総  資  産 株  主  資　本 株主資本比率 １株当たり株主資本

現金及び現金同等物
期　末　残　高

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

売　　上　　高 経　常　利　益 当　期　純　利　益

財務活動による
キャッシュ・フロー
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添付資料 

１．企業集団の状況 
   
 当企業集団はイーグル工業株式会社（当社）および子会社 30 社、関連会社 8 社により構成されております。

当企業集団が営んでいる事業は、メカニカルシールおよび特殊バルブ等の製造ならびに販売を主に、これらに

附帯する保守・工事等を行っています。 
  以上の企業について図示すると次のとおりであります。 
 
           [国内]               [海外] 

 
 
 製品・役務 
 の供給 

   
 
 
 
 原材料の供給 
 
 製品の供給 
 

 

 

 製 品 の 供 給     

 

 
 
 

 製 品 の 供 給   製品の供給 

生産拠点（9 社） 
 
子会社 
☆島根イーグル㈱ 
☆岡山イーグル㈱ 
☆イーグル・エンジニアリング・ 
 エアロスペース㈱ 
☆イーグルサービス㈱      
☆北海道イーグル㈱ 
☆イーグルブルグマンジャパン㈱ 

（注）1 
 ㈱EKK アグリサイエンス  
☆リグナムバイター㈱ 
☆コベルコイーグル・マリンエンジニ 
 アリング㈱ 

生産および販売拠点（10 社） 

 

子会社 

☆イーグル インダストリー台湾 CORP. 

                （台湾） 

☆イーグル ニュージーランド LTD. 

            (ニュージーランド)

☆NOK イーグル コリア CO.,LTD.(韓国)(注）4

☆イーグル インダストリー（タイランド） 

  CO.,LTD.                      (タイ) 

☆P.T. イーグル インダストリー インドネシア C

（インドネシア）

☆イーグルインダストリー(WUXI)CO.,LTD. 

(中華人民共和国）

 イーグルブルグマン WUXI CO.,LTD. 

(中華人民共和国）(注）2

関連会社 

  ジムラックス GmbH               （ドイツ）

＊イーグル ヴィッツェンマン S.A.S.（フランス）

  イーグル プナワラ インダストリーLTD.(インド)

 

イ 

ー 

グ 

ル 
工 

業 

株 

式 

会 

社 

 

製品・半製品の 
供給 

販売代理店（１社） 
 

◇ＮＯＫ㈱ 
 

販売拠点（1 社） 
 
子会社 
 
☆イーグルブルグマンテクノ㈱  
 

販売拠点(11 社) 
子会社 

☆EKK イーグル インダストリー アジア 

 パシフィック PTE.LTD. (シンガポール) 

☆イーグル・エンジニアリング・エアロスペース 

 シンガポール PTE.LTD.(シンガポール) 

☆エアロスペース リサーチ＆トレーディン 

 グ INC.       (アメリカ)  

☆イーグル・エンジニアリング・エアロスペ 

ースコリア CO.,LTD.    (韓国) 

☆イーグル・エンジニアリング・エアロス 

ペース台湾 CO.,LTD.     (台湾)  

☆コベルコイーグル・マリンヨーロッパ LTD.(英国）

☆コベルコイーグル・マリン Inc.   (米国) 

☆コベルコイーグル・マリン 

  アジアパシフィック PTE.LTD (シンガポール）

その他 2 社 

関連会社 

 イーグル インダストリー（マレーシア） 

  SDN.BHD.                     (マレーシア)

その他（１社） 
関連会社 
 
 ＮＯＫグループサービス㈱ 
 

（☆：連結子会社、＊：持分法適用会社、無印：非連結・持分法非適用会社、◇：その他の関係会社） 

その他（6社） 

子会社 

☆EKK  INC.        (アメリカ)  

 イーグル Europa GmbH     (ドイツ） 

☆EBI ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ PTE.LTD.（シンガポール)(注)3

関連会社 

  EBI アトランティック AS.   (デンマーク)(注)3

  EBI ミドルイースト AS.    (デンマーク)(注)3

  EBI アジア PTE.LTD.       (シンガポール)(注)3
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（注）1．平成 18 年 1 月 1 日付けでイーグルブルグマン㈱はイーグルブルグマンジャパン㈱に社名変更

しております。 
（注）2．平成 17 年 12 月にイーグルブルグマン(WUXI)CO.,LTD.を設立いたしました。 
（注）3．平成 17 年 10 月に EBI アジアパシフィック PTE.LTD.、EBI アジア PTE.LTD.、EBI アトラ

ンティック AS.、EBI ミドルイースト AS.に出資し EBI アジアパシフィック PTE.LTD.を連結

子会社としております。 
（注）4．平成 18 年４月 1 日付けで NOK イーグル コリア CO.,LTD.は社名を NEK CO.,LTD.に変更し

ております。 
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２． 経営方針 
 

（１）経営の基本方針 

当社の経営に対する基本的な考えは「企業は株主・従業員・地域社会の３者の共有物であり、こ

れにお客様、サプライヤー、金融機関等を加えたいわゆるステイクホルダーのすべてが常に誇りを

持てる会社となる」ということであります。そのために遵法精神に則り、社会に貢献する商品を通

して高い収益力を持った強い会社となるよう、不断の企業活動を展開しております。 

（２）利益配分に関する基本方針 

利益の配分につきましては、配当と企業体質強化のための内部留保とのバランスをとり、長期的

かつ安定して株主各位へ報いることが基本であると考えております。内部留保金につきましては、

引き続き、中期経営計画に沿っての新製品開発および設備投資に充てさせて頂きたいと存じます。 

なお、配当回数につきましては、従来どおり中間および期末の年２回を基本に考えております。 

（３）中長期的な経営戦略 

当社は平成１６年度より中・長期的な安定成長・安定収益確保の礎となる新経営計画を推進して

おり、概要は以下の通りであります。 

１．基本方針  「グローバル対応力の構築」 

２．期間    平成１６年度から１８年度 

３．主要推進項目 

（１）グローバルマーケッティングの実践と人材の確保 

（２）ブルグマン社（ドイツ）とのアライアンスの成果 大化 

（３）材料開発の独自性追求とトライボロジー分野への応用促進 

（４）AI 次世代品目の育成と儲かる GI 新商品の開発 

（５）キャッシュフローマネージメントの徹底 

（注）AI:自動車業界 

   GI:一般産業機械業界 

（４）投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

当社は、長期安定的な投資家の株式保有を促進すると同時に、投資家層の拡大を図ることを、資

本政策上の重要課題としております。今後の株式市場の趨勢や株価推移等を綜合的に勘案し、慎重

に検討を進めてまいります。 

（５）対処すべき課題 

当社グループは自動車業界と一般産業機械・半導体製造装置・航空宇宙・造船業界等を中心とし

た販売活動を展開しております。 

自動車業界は世界的には安定成長基調にあり、市場拡大が見込まれることから自動車業界向け製

品の供給体制をグローバルに構築する必要がありますので、 適生産拠点においてコスト・品質面
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での競争力ある製品をタイムリーに供給するための施策を進めていきます。 

一般産業機械業界向け製品は国内においては大幅な伸びは期待できないものの安定的な成長局面

にあるとみられ、引き続き品質向上、グローバルな見地からのコスト削減および製品納期維持を推

進してまいります。また、ブルグマン社とのアライアンスに基づき、世界各地での合弁事業展開を

推進しています。 

造船業界は引き続き世界の建造隻数は増加しておりますが、顧客要求納期確保と鋼材をはじめと

した原材料値上げのコスト吸収努力が課題となっております。 

（６）親会社等に関する事項 

ａ．親会社等の商号等 

会  社  名： ＮＯＫ株式会社 

属     性： 上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 

議決権所有割合： 30.1％（内間接所有 1.1%） 

上場証券取引所： 東京証券取引所 

ｂ．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けや親会社等からの独立性の確保の状況等 

当社は、昭和 39 年 10 月にＮＯＫ株式会社の回転軸シールの一種であるメカニカルシール部門が

独立し、設立された企業であります。ＮＯＫ株式会社は、当社の議決権の 30.１％を所有する筆頭

株主であり、当社はＮＯＫグループに属しております（当社は同社の持分法適用関連会社）。同社

の代表取締役会長兼社長である鶴正登が当社の取締役会長を兼務する等、従来より同グループと連

携した経営および事業展開を行っております。 

また、当社は、ＮＯＫ株式会社との間で販売代理店契約を締結しており、同社に対して自動車用

を中心とした製品を販売しております。 

ｃ．親会社等との取引に関する事項 

親会社等との取引に関する事項につきましては、「関連当事者との取引」に関する注記をご参照

ください。 
 

３．経営成績及び財政状態 
 

（１）経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年度に引続き米国およびアジアの経済成長を反映し内需

外需とも拡大基調にあり、設備投資、個人消費が共に堅調に推移いたしました。自動車業界、造船業

界をはじめとする基幹産業においても好調な輸出に支えられ堅調に推移いたしました。一方、原油価

格急騰による鉄鋼等原材料値上げ、米国の貿易赤字拡大等の経済的不透明要素に加え、長引くイラク

情勢の混迷、イランの核開発問題等政治情勢における海外景気の失速懸念材料もあり、収益環境は楽

観できない状況にあります。 
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このような経済情勢のなか、当社グループは各部門とも受注が堅調のため海外子会社を含め生産能

力の拡充と生産体制の整備を推進してまいりました。 

その結果、当連結会計年度の連結売上高は 643 億３百万円（前期比 15.2％増）、連結経常利益は 52

億 2 百万円（前期比 9.5％増）、連結当期純利益は 21 億 25 百万円（前期比 5.5％増）となりました。 

部門別の状況は次のとおりであります。 

メカニカルシール部門につきましては、自動車・建設機械・一般産業機械の各業界向け製品すべて

が増加し、売上高は 284 億３百万円（前期比 12.0％増）となりました。 

特殊バルブ部門につきましては、電力業界向け製品は若干減少いたしましたが、自動車業界向け製

品が大きく増加し、売上高は 157 億 70 百万円（前期比 33.8％増）となりました。 

その他製品部門につきましては、航空宇宙業界向け製品および半導体製造装置業界向け製品が減少

いたしましたが、舶用業界向け製品の増加により、売上高は 201 億 30 百万円（前期比 7.9％増）とな

りました。 

今後の見通しにつきましては、日本経済には金利上昇による景気減速の警戒感も一部には出ており

ますが、当社グループの現時点での各製品群毎の受注動向指標においては堅調な推移をしてゆくもの

と想定されます。当社グループにおいても顧客要求納期への適切な対応、品質向上に注力し業績の向

上に邁進していきます。 

次期の見通しとしましては、連結売上高 700 億円（前期比 8．9％増）、連結経常利益 60 億円（前

期比 15．3％増）、連結当期純利益 30 億円（前期比 41．1％増）を見こんでいます。 

（２）財政状態 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 121 億 27

百万円となり、前連結会計年度末対比 57 億 92 百万円の増加となりました。 

各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。 

（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 47 億 93 百万円（前年同期比 5.4％増）となりました。これは主に

税金等調整前当期純利益 49 億 95 百万円、減価償却費 28 億 66 百万円等があったものの法人税等の支

払額 25 億 65 百万円等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 109 億３百万円（前年同期比 115.2％増）となりました。これは主

に設備取得等に伴う支出 47 億 15 百万円、投資有価証券の取得 34 億 50 百万円及び子会社株式の取得

23 億 97 百万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果増加した資金は 118 億 28 百万円（前年同期比 655.7％増）となりました。これは

主に増資による収入 55 億 36 百万円、短期借入金の純増額 48 億８百万円、長期借入金の純増額 16 億



 － 6 － 

88 百万円及び配当金の支払い３億 90 百万円等によるものです。 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

 平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 

株主資本比率(%) 30.2 31.4 29.7 34.0 37.1 

時価ベースの株主

資本比率(%) 
28.0 32.3 49.7 52.3 72.2 

債務償還年数（年） 6.2 4.6 4.1 4.4 5.4 

インタレスト・カ

バレッジ・レシオ 
5.6 8.5 12.1 10.4 10.8 

※株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

１．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息支払額 

いずれの指標も連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出してお

ります。 
３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は貸借対照

表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

（３）事業等のリスク 

a. 自動車業界等への依存について 

当社グループが営んでいる事業は、メカニカルシール、特殊バルブ及びその他密封装置関連製品の

製造ならびに販売を主に、これらに附帯する保守・工事等を行っております。当社グループの製品は、

密封装置を必要とする各種機器等の部品として組み込まれており、自動車、建設機械、航空機、半導

体製造及び各種産業機械等の幅広い分野で利用されております。 

当社グループの製品のうち、約 4割は自動車業界及び自動車部品業界向けが占めており、自動車生

産及び販売動向の影響を受けております。なお、自動車業界及び自動車部品業界向けの販売について

は、当社のその他の関係会社であるＮＯＫ㈱と国内における販売代理店契約を締結しており、同社と

の協力体制の下、販売活動を行っております。自動車業界においては、自動車部品業界も含めて、グ

ローバル化の一層の進展、世界規模での販売競争と業務提携や再編、調達コスト削減が進んでおり、

加えて、国内完成車メーカー等における海外生産へのシフトも進んでおります。これに伴い、当社を

含む部品メーカーに対しては、品質向上や納期厳守は当然のことながら、抜本的な原価低減、技術革

新、グローバルな対応などの要請が従来以上に強まっており、今後においても、当社グループの業績

等はこれらの動向に影響を受ける可能性があります。 

また、自動車向け以外については、上記の通り幅広い分野で利用されていることもあり、民間設備

投資動向等の景気動向全般により影響を受ける可能性があります。 

b. 原材料価格の動向について 

当社グループの製品の主要原材料は、鋼板・鋼材及び合成ゴムであり、これらの原材料価格は、市

況及び為替動向等により変動しております。特に、鉄鋼・鋼材価格については、中国を中心とした需
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要増加等により上昇傾向にあることから、調達コストの増加が想定されております。当社グループに

おいては、合理化による原価低減及び一部は製品価格への転嫁等により吸収していく方針であります。

しかしながら、今後におけるこれら原材料価格の動向が当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。 

c. 技術変化への対応について 

当社グループでは、多岐にわたる業界の幅広い要求に対応すべく、各分野にわたって研究開発に取

組んでおり、長年にわたり蓄積した回転・固定・往復動の密封技術を基盤にシナジーある新製品の開

発を進めております。しかしながら、今後において各業界における技術革新や品質向上にかかる要求

等への対応が困難となった場合又は当社グループが保有する技術等について陳腐化が生じた場合に

は、当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

d. 舶用シール事業について 

当社グループは、従来より舶用シール事業の製造販売を重要事業の一つと位置づけております。 

今後においては、アジア地域を中心として世界の海運需要等への対応を図り、当該分野における事

業拡大を図る方針でありますが、造船需要の落ち込み等が生じた場合には、当社の連結業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

e. 設備投資計画について 

当社グループでは、長期に亘ってグループの中核となるべき成長分野に重点を置きつつ、併せて現

行製品の生産設備増強、合理化ならびに更新のための設備投資を実施しており、当社グループの想定

通り事業の拡大がなされなかった場合は減価償却費負担の増加が当社グループの財政状態及び経営

成績に影響を与える可能性があります。 

f. 海外展開について 

当社グループにおける海外展開については、顧客の需要、品質及び生産コスト等を考慮し、 適地

生産を行うことを基本方針としております。また、顧客の海外展開についても必要な対応を進めてお

り、国内に加えて、欧州、米国、台湾、韓国、タイ及びニュージーランド等の地域において、製品供

給体制を構築しております。さらに、ドイツを中心としてメカニカルシール等の製造販売を行うブル

グマン社との間で、自動車業界向けを除く一般産業機械業界向け(建設機械・舶用・航空宇宙業界向

けを除く)メカニカルシール等の製造及び販売について合弁事業を推進していますが、将来的な資本

提携の強化や合弁事業関係の強化も含めて検討していく方針であります。 

当社グループにおける海外事業の拡大に伴い、海外情勢や為替変動、海外市場の需給動向等が当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。また、ブルグマン社との今後のアライアンス及び

海外事業展開が当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 
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４． 連結財務諸表等 
(1) 連結貸借対照表 

 （単位：百万円） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在） 

期別 
 
 
科目 金  額 構成比 金  額 構成比 

増減 

（資産の部） ％  ％ 

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 12,956 6,334  6,621

２．受取手形及び売掛金 18,130 15,566  2,563

３．たな卸資産 8,354 7,535  819

４．未収入金 116 188  △71

５．繰延税金資産 825 891  △66

６．その他 1,133 683  449

７．貸倒引当金 △23 △32  9

流動資産合計 41,494 52.4 31,167 49.6 10,326

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1)建物及び構築物 8,584 8,659  △74

(2)機械装置及び運搬具 10,629 9,427  1,202

(3)工具器具及び備品 813 674  139

(4)土地 2,713 2,649  64

(5)建設仮勘定 145 171  △26

有形固定資産計 22,887 28.9 21,582 34.3 1,304

２．無形固定資産   

(1)連結調整勘定 2,317 1,616  701

(2)その他 183 161  22

無形固定資産計 2,501 3.1 1,778 2.8 723

３．投資その他の資産   

(1)投資有価証券 5,602 1,716  3,885

(2)長期貸付金 2,333 2,410  △77

(3)繰延税金資産 3,137 3,265  △127

(4)その他 1,379 1,089  289

(5)貸倒引当金 △130 △128  △2

投資その他の資産計 12,321 15.6 8,353 13.3 3,967

固定資産合計 37,710 47.6 31,714 50.4 5,996

資産合計 79,204 100.0 62,882 100.0 16,322
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  (単位：百万円)

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

期別
 
 

科目 金  額 構成比 金  額 構成比 

増減 

（負債の部） ％  ％ 

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金 5,276 4,521  755

２．短期借入金 11,212 6,327  4,885

３．一年以内に返済予定の長期借
入金 2,707 3,042  △335

４．未払金 4,074 3,236  837

５．未払法人税等 1,475 1,678  △203

６．従業員預り金 2,923 2,908  15

７．賞与引当金 1,537 1,486  50

８．その他 1,467 990  476

流動負債合計 30,675 38.7 24,192 38.5 6,483

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 8,381 6,332  2,049

２．退職給付引当金 8,461 8,463  △2

３．役員退職慰労引当金 346 364  △17

４．その他 0 6  △5

固定負債合計 17,191 21.7 15,167 24.1 2,023

負債合計 47,867 60.4 39,360 62.6 8,506

（少数株主持分の部）   

少数株主持分 1,962 2.5 2,148 3.4 △186

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 10,490 13.3 7,756 12.3 2,734

Ⅱ 資本剰余金 11,337 14.3 8,535 13.6 2,802

Ⅲ 利益剰余金 6,959 8.8 5,314 8.5 1,644

Ⅳ その他有価証券評価差額金 336 0.4 150 0.2 186

Ⅴ 為替換算調整勘定 328 0.4 △336 △0.5 665

Ⅵ 自己株式 △77 △0.1 △47 △0.1 △30

  資本合計 29,375 37.1 21,373 34.0 8,002

負債、少数株主持分及び資本合計 79,204 100.0 62,882 100.0 16,322
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（２）連結損益計算書 
  （単位：百万円）

 
当連結会計年度 

  自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 
前連結会計年度 

  自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

期別
 
 

科目 

金  額 百分比 金  額 百分比 

増減 

 ％  ％ 

Ⅰ 売上高 64,303 100.0 55,814 100.0 8,488

Ⅱ 売上原価 49,492 77.0 42,130 75.5 7,361

売上総利益 14,810 23.0 13,683 24.5 1,126

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,793 15.2 8,866 15.9 927

営業利益 5,016 7.8 4,817 8.6 199

Ⅳ 営業外収益 1,138 1.8 585 1.1 552

１．受取利息 84 71  13

２．賃貸料 279 98  180

３．持分法による投資利益 － 52  △52

４．為替差益 113 83  30

５．業務委託料 162 －  162

６．補償金収入 296 －  296

７．その他 201 278  △77

Ⅴ 営業外費用 952 1.5 654 1.2 298

１．支払利息 445 440  4

２．退職給付会計基準変更時差異 76 76  －

３. 持分法による投資損失 184 －  184

４．増資費用 44 32  11

５．その他 202 104  97

経常利益 5,202 8.1 4,748 8.5 453

Ⅵ 特別利益 38 0.1 13 0.1 25
１．固定資産売却益 5 4  0
２．貸倒引当金戻入益 16 8  8
３．投資有価証券売却益 2 0  2
４．その他 14 0  13
   

Ⅶ 特別損失 245 0.4 201 0.4 43

１．固定資産売却損 14 13  0
２．固定資産除却損 93 148  △54
３．施設利用権評価損 － 8  △8
４．投資有価証券売却損 59 －  59
５. 退職役員慰労金 － 1  △1
６．その他 77 28  48

税金等調整前当期純利益 4,995 7.8 4,560 8.2 434

法人税、住民税及び事業税 2,355 3.7 2,161 3.9 193

法人税等調整額 42 0.1 △83 △0.1 125

少数株主利益 472 0.7 467 0.8 4

当期純利益 2,125 3.3 2,014 3.6 110
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（３）連結剰余金計算書 
 （単位：百万円） 

 
当連結会計年度 

  自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 
前連結会計年度 

  自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

期別
 
 
 
科目 金  額 金  額 

増減 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 8,535 6,983 1,551

Ⅱ 資本剰余金増加高 2,802 1,551 1,250

 1.新株の発行による増加高 2,802 1,551 1,250

Ⅲ 資本剰余金期末残高 11,337 8,535 2,802

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 5,314 3,550 1,764

Ⅱ 利益剰余金増加高 2,125 2,072 52

 1.当期純利益 2,125 2,014 110

 2.連結子会社増加に伴う 
増加高 － 58 △58

Ⅲ 利益剰余金減少高 481 308 172

1.配当金 390 243 146

2.役員賞与 

3.連結子会社増加に伴う 
 減少高 

75

15

65 
 

－ 

10

15

Ⅳ 利益剰余金期末残高 6,959 5,314 1,644
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円） 

 
当連結会計年度 

  自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 
前連結会計年度 

  自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

期別
 
 
 
科目 金  額 金  額 

増減 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益 4,995 4,560 434 
減価償却費 2,866 2,461 405 
持分法による投資損益 184 △52 237 
連結調整勘定償却額 157 84 72 
施設利用権評価損 － 8 △8 
貸倒引当金増減額 △7 △4 △3 
賞与引当金増減額 40 99 △59 
退職給付引当金増減額 △26 263 △290 
役員退職慰労引当金増減額 △17 65 △82 
受取利息及び受取配当金 △119 △92 △27 
支払利息 445 440 4 
有形固定資産売除却損 92 162 △69 
売上債権の増減額 △178 △1,497 1,319 
たな卸資産の増減額 △705 △859 154 
その他の資産の増減額 4 249 △245 
仕入債務の増減額 108 582 △474 
割引手形の増減額 △399 △99 △299 
その他の負債の増減額 359 52 307 
役員賞与支払額 △82 △69 △12 
その他の増減額 △36 △10 △25 

小計 7,681 6,343 1,338 
利息及び配当金の受取額 122 91 31 
利息の支払額 △445 △438 △6 
法人税等の支払額 △2,565 △1,448 △1,117 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,793 4,547 245 
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（単位：百万円） 
 

当連結会計年度 
  自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 
前連結会計年度 

  自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

期別
 
 
 
科目 金  額 金  額 

増減 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △4,715 △4,994 278 
有形固定資産の売却による収入 474 171 303 
投資有価証券の取得による支出 △3,450 △28 △3,422 
投資有価証券の売却による収入 314 1 313 
子会社株式の売却による収入 85 － 85 
連結子会社株式の追加取得による支出 △2,397 － △2,397 
定期預金の預入 △523 － △523 
貸付による支出 △148 △100 △48 
その他の収支 △542 △117 △425 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,903 △5,067 △5,836 
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入 23,366 10,352 13,013 
短期借入金の返済による支出 △18,557 △10,134 △8,422 
長期借入れによる収入 5,218 2,029 3,188 
長期借入金の返済による支出 △3,530 △3,346 △183 
増資による収入 5,536 3,058 2,478 
自己株式の取得による支出（純額） △30 △14 △16 
親会社による配当金の支払額 △390 △243 △146 
少数株主への配当金の支払額 △148 △94 △53 
少数株主への株式発行収入 363 － 363 
その他の収支 0 △40 40 

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,828 1,565 10,263 
Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 74 7 66 
Ⅴ現金及び現金同等物の増減額 5,792 1,053 4,739 
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 6,334 4,606 1,728 
Ⅶ新規連結子会社の現金及び現金同等
物の期首残高 － 674 △674 

Ⅷ現金及び現金同等物の期末残高 12,127 6,334 5,792 
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連結財務諸表作成の基本となる事項 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社・・・・・・25 社 

連結子会社はイーグルブルグマンジャパン㈱、イーグル・エンジニアリング・エアロスペース㈱、岡

山イーグル㈱、島根イーグル㈱、イーグルブルグマンテクノ㈱、コベルコイーグル・マリンエンジニ

アリング㈱、イーグル インダストリー 台湾 CORP.、NOK イーグル コリア CO.,LTD.、EKK イーグル イ

ンダストリー アジア パシフィック PTE.LTD.他であります。 

なお、当連結会計年度において新たに出資をした EBI アジアパシフィック PTE.LTD.を連結子会社と

しております。 

非連結子会社・・・・・・5 社 

非連結子会社はイーグル EUROPA GmbH 他であります。 

なお、非連結子会社の総資産額、売上高、当期純利益及び利益剰余金等の各合計額は、連結財務諸表

上の総資産額、売上高、当期純利益及び利益剰余金等に対し、いずれも僅少であり、全体として連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。 

 
２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用関連会社・・・・・・１社 

非連結子会社（5 社）及び関連会社（8 社）のうち、イーグル ヴィッツェンマン S.A.S. について、

持分法を適用しております。 

なお、他の 12 社は連結損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としてもその影

響の重要性がないため持分法の適用を除外しております。 

 

３．連結子会社の決算日等に関する事項 

連結子会社のうち、イーグル インダストリー 台湾 CORP.、EKK イーグル インダストリー アジ

ア パシフィック PTE.LTD.、NOK イーグル コリア CO.,LTD.、イーグル インダストリー (タイラ

ンド) CO., LTD.、コベルコイーグル・マリン ヨーロッパ Ltd.、コベルコイーグル・マリン Inc.、コ

ベルコイーグル・マリン アジアパシフィック Pte.,Ltd. 、イーグル ニュージーランド LTD.、P.T. イ
ーグル インダストリー インドネシア CO.,LTD.、イーグル インダストリー(WUXI)CO.,LTD.、イーグ

ル・エンジニアリング・エアロスペースシンガポール PTE. LTD.、エアロスペースリサーチ&トレーデ

ィング INC.、イーグル・エンジニアリング・エアロスペースコリア CO.,LTD.、イーグル・エンジニア

リング・エアロスペース台湾 CO.,LTD.、EKK INC.、EBI アジアパシフィック PTE.LTD.の決算日は平成

17 年 12 月 31 日であり、連結決算日との差異が 3 ヶ月を超えていないため、当該事業年度の財務

諸表に基づき連結をしております。 

なお、当該決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な修正を行う

こととしております。 
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４．会計処理基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① たな卸資産 

製 品         ・・・・・・ 主として先入先出法による原価法 

仕 掛 品         ・・・・・・ 主として総平均法による原価法 

原材料及び貯蔵品 ・・・・・・ 主として移動平均法による原価法 

② 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの ･ ･ ･ ･ ･ ･ 決算日の市場価格に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均

法による） 
時価のないもの  ･ ･ ･ ･ ･ ･ 移動平均法による原価法 

③ デリバティブ 

時価法（金利スワップについては特例処理の用件を満たしている場合は特例処理を採用しており

ます。） 
（2）重要な固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

当社は定率法によっており、連結子会社は主として定額法によっております。 

ただし平成 10 年 4 月 1日以降取得の建物（建物付属設備を除く）については定額法を採用し

ております。 

在外連結子会社については所在国の会計基準に基づく定額法によっております。 

② 無形固定資産 

当社及び連結子会社は定額法によっております。 

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

法によっております。 

③ 長期前払費用 

均等償却をおこなっております。 

④ 少額減価償却資産 

国内連結会社においては、取得時に全額費用処理しております。 

（3）繰延資産の処理方法 

新株発行費用 

支出時に全額費用処理しております。 

（4）重要な引当金の計上基準   

① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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、個別に債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上し

ております。ただし、在外連結子会社については、所在地国の会計基準に基づく必要額を計上し

ております。 

② 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、国内連結会社においては、主として賞与の当期負担額を支給

見込額基準により計上しております。 
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③ 退職給付引当金 

当社及び一部の連結会社においては、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお

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おります。 

なお、会計基準変更時差異については、10 年による按分額を費用処理しております。 

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

年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ翌連結会計年度から費用処理すること

としております。 

また、過去勤務債務は、そ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年数（10

年）による定額法により費用処理しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

当社及び一部の国内連結子会社においては、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規によ

る必要額を計上しております。 

 

（5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し処理しております。な

お、在外子会社等の資産、負債及び収益、費用は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。 

 

（6）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

（7）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

特例処理の用件を満たしている金利スワップについて、特例処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ａ．ヘッジ手段…金利スワップ 

  ｂ．ヘッジ対象…借入金 

③ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する権限規定に基づき、ヘッジ対象に関わる金利変動リスクを一定の範

囲内でヘッジしております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっている金利スワップのため、有効性の評価を省略しております。 

 

（8） 消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 
 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は全面時価評価法によっております。 
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６．連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定は、発生起因別に償却期間を定め、均等償却を行うこととしております。ただし、

金額が僅少な場合は、発生年度に全額償却する方法によっております。 

 

７．利益処分項目の取扱い 

連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。 

 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引出し

可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得

日から 3 ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

９．財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日）及び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日）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。 

10．表示方法の変更 

当連結会計年度より、従来「営業外収益」の「その他」に含めて表示していた「業務委託料」を、

その金額が増加し重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「業務委託料」は60百万円であります。 

 
注記事項 

 
（連結貸借対照表関係） 

（単位：百万円） 
当連結会計年度      前連結会計年度 

1. 有形固定資産の減価償却累計額    23,186   21,931 

2. 担保に供している資産      3,716    3,847 

3. 保証債務          314      411 

4. 受取手形割引高         800    1,200 

5. 受取手形裏書譲渡高      1,776    3,625 

6. 自己株式数     130,903 株   98,174 株 
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（連結損益計算書関係） 

（単位：百万円） 

当連結会計年度       前連結会計年度 
1. 販売費及び一般管理費の主要な項目 

給料手当・賞与        2,991   2,730 

賞与引当金繰入額         506     417 

退職給付引当金繰入額         495     493 

役員退職慰労引当金繰入額         78      66 

減価償却費          233     162 

連結調整勘定償却費         157      84 

研究開発費         (579)    (551) 

（注）研究開発費はすべて一般管理販売費の各科目に含まれております。 
(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 

（単位：百万円） 

        当連結会計年度    前連結会計年度 

 現金及び預金勘定     12,956    6,334 

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金    △829       － 

 現金及び現金同等物     12,127    6,334 
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（リース取引関係） 
１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：百万円）

当連結会計年度 前連結会計年度  

取 得 価 額 

相 当 額 
減価償却累

計額相当額 
期 末 残 高

相 当 額

取 得 価 額

相 当 額 
減価償却累

計額相当額 
期 末 残 高

相 当 額 
工具・器具及び備品 643 295 256 572 345 227

機械装置及び運搬具 327 156 118 322 169 153

合 計 970 451 374 894 514 380

取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 
２． 未経過リース料期末残高相当額 

（単位：百万円）

 当連結会計年度 前連結会計年度 

１ 年 内 150 161 

１ 年 超 224 219 

合   計 374 380 

リース物件の未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 
 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

（単位：百万円）

 当連結会計年度 前連結会計年度 

支 払 リ ー ス 料 193 210 

減 価 償 却 費 相 当 額 193 210 

減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっており

ます。 
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５．セグメント情報 

（１）事業の種類別セグメント 
当社および連結子会社は、主にメカニカルシール、バルブ、ベローズ等密封装置関連製品を製造･

販売しておりますが、当該製品は単一の事業分野において営業活動を行っておりますので、事業の種

類別セグメント情報は作成しておりません。 
（２）所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自平成 16 年４月 1 日 至平成 17 年 3 月 31 日) 
 日本 

（百万円） 
アジア・ 
オセアニア 
（百万円） 

その他の地域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高 
外部顧客に対する売

上高 
セグメント間の内部

売上高又は振替高 

 

 

47,797 

 

4,719 

5,572

1,908

2,444

190

55,814

6,817

 

 

－ 

 

△6,817 

55,814

－

計 52,516 7,481 2,634 62,631 △6,817 55,814

営業費用 48,545 6,761 2,484 57,790 △6,793 50,996

営業利益又は 
営業損失（△） 3,971 719 150 4,841 △23 4,817

資産 55,094 6,549 1,238 62,882 － 62,882

 
当連結会計年度(自平成 17 年４月 1 日 至平成 18 年 3 月 31 日) 
 日本 

（百万円） 
アジア・ 
オセアニア 
（百万円） 

その他の地域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高 
外部顧客に対する売

上高 
セグメント間の内部

売上高又は振替高 

 

 

53,672 

 

4,362 

7,839

2,640

2,790

296

64,303

7,300

 

 

－ 

 

△7,300 

64,303

－

計 58,034 10,480 3,087 71,603 △7,300 64,303

営業費用 54,476 9,308 2,829 66,613 △7,327 59,286

営業利益又は 
営業損失（△） 3,558 1,171 258 4,989 27 5,016

資産 65,280 12,756 1,168 79,204 － 79,204

(注) １．国又は地域は地理的近接により区分しております。 
２．各区分に属する主要な地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1) アジア…シンガポール、台湾、インドネシア、タイ、韓国、中国、ニュージーランド 
 (2) その他の地域…米国、英国他 

３．営業費用は全額各セグメントに配布されております。 
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（海外売上高） 

   
アジア・ 
オセアニア

北米 その他 合計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,517 2,190 5,788 15,495

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － 55,814
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

Ⅲ 
 

海外売上高の連結売
上高に占める割合(%) 

13.5 3.9 10.4 27.8

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,800 2,700 5,387 17,887

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － 64,303
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

Ⅲ 
 

海外売上高の連結売
上高に占める割合(%) 

15.2 4.2 8.4 27.8

(注)１．国又は地域は地理的近接により区分しております。 
２．各区分に属する主要な地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1)アジア・オセアニア…シンガポール、台湾、中国、インドネシア、タイ、韓国、ニュージー

ランド他 
 (2)北米…米国、カナダ 
 (3)その他…ヨーロッパ及びその他の地域 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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６．生産、受注及び販売の状況 

当連結会計年度の生産、受注及び販売の状況を各部門別に示すと次のとおりであります。 
(1)生産実績 

事業部門の名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

メカニカルシール部門（百万円） 33,815 27.4 

特殊バルブ部門（百万円） 11,862 12.9 

その他製品部門（百万円） 15,873 12.8 

合計 61,550 20.4 

（注）１．金額は販売価格によっております。 
 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  
(2)受注実績 

事業部門の名称 受注高（百万円） 前年同期比(％)受注残高（百万円）前年同期比(％)

メカニカルシール部門 28,614 9.4 4,328 5.1 

特殊バルブ部門 16,475 36.2 2,020 53.6 

その他製品部門 21,146 15.7 1,868 119.2 

合計 66,235 17.2 8,216 30.7 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
 
(3)販売実績 

事業部門の名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

メカニカルシール部門（百万円） 28,403 12.0 

特殊バルブ部門（百万円） 15,770 33.8 

その他製品部門（百万円） 20,130 7.9 

合計 64,303 15.2 

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
２．前連結会計年度及び当連結会計年度の主な相手先別の販売実績は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 
NOK株式会社 

13,595 24.3 18,062 28.1 
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７．有価証券の時価等 

（前連結会計年度） 

有価証券 
（1）その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

 
取得原価（百万円） 

連結貸借対照表計上額
（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 260 516 256 

(2)債券 － － － 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 20 20 0 

合計 281 537 256 

（2）時価のない有価証券の主な内容 
前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

 
連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)その他の有価証券  

  非上場株式 355 

 
（当連結会計年度） 
有価証券 
（1）その他有価証券で時価のあるもの 

当連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

 
取得原価（百万円） 

連結貸借対照表計上額
（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 270 835 565 

(2)債券 － － － 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 270 835 565 

（2）時価のない有価証券の主な内容 
当連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

 
連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)その他の有価証券  

  非上場株式 209 
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８．デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

（前連結会計年度） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

（1）通貨関連 
前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

区分 種類 
契約額等 
（百万円） 

契約額等のうち
１年超（百万円）

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

通貨オプション取引     

売建     

コール     

ユーロ 701 
(14) － 6 △8 

買建     

プット     

ユーロ 701 
(14) － 14 △0 

市場取引以
外の取引 

     

合計 － － － △8 

 
（2）金利関連 

前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

区分 種類 
契約額等 
（百万円） 

契約額等のうち
１年超（百万円）

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

金利スワップ取引     

市場取引以
外の取引 変動受取・固定支払 50 － 49 △0 

合計 50 － 49 △0 

（注）特例処理を適用している取引は記載しておりません。 
 



 － 25 － 

（当連結会計年度） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

（1） 通貨関連 
当連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

区分 種類 
契約額等 
（百万円） 

契約額等のうち
１年超（百万円）

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

通貨オプション取引     

売建     

コール     

ユーロ 818 
(30) － 13 △17 

買建     

プット     

ユーロ 818 
(4) 

－ 13 △9 

為替予約取引     

買建     

市場取引以
外の取引 

米ドル 127 77 118 △8 

合計 － － － △34 

 
（2） 金利関連 

該当事項はありません。 
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９. 関連当事者との取引 

（1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 
役員の兼務等属

性 
会社名 住所 資本金 

事業の

内容 

議決権等の

所有（被所

有）割合 当社

役員

当社

従業員

事業上の関係
取引内容 取引金額 科目 期末残高

  百万円  (被所有) 人 人   百万円  百万円そ

の

他

の

関

係

会

社 

NOK㈱ 
東京都

港区 
23,335 

ｵｲﾙｼｰﾙ

等 の 製

造販売 

直接 29.0%

間接  1.1% 
6 －

当社と代理店

契約を締結し

ており、当社

製品の販売を

行っている。

当社のﾒｶﾆ

ｶﾙｼｰﾙ製品

等の販売
18,062 売掛金 1,986

１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

（１）製品の販売価格については、市場価格、総原価等を勘案し交渉の上決定しております。 

（２）上記金額の内、取引金額は消費税等を含まず、残高は消費税等を含んでおります。 

 
（2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 会社名 住所 資本金 事業の

内容 

議決権等

の 所 有

（ 被 所

有）割合 
役員の
兼任等 事業上の関係 

取引内容 取引金額 科目 期末残高 

   百万円   人   百万円  百万円

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等 

正和地
所㈱ 

東京都 
港区 120 

不動
産賃
貸業 

－ 1 － 建物等
の賃借 63 賃借料 － 

 （注）１．上記金額の内、取引金額は消費税等を含んでおりません。 
 ２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 正和地所㈱との賃借については、市場の実勢価格等を勘案し、交渉の上決定しております。 
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１０．退職給付 

(１) 採用している退職給付制度の概要 
当社及び一部の連結子会社は確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職

一時金制度を設けております。 
なお、一部の海外連結子会社でも確定給付型の制度を設けております。 
 

(２) 退職給付債務に関する事項 
（単位：百万円） 

      当連結会計年度    前連結会計年度 
a. 退職給付債務       △16,363      △13,960 

b. 年金資産           5,470         4,207 
c. 未積立退職給付債務（a + b）     △10,892       △9,752 

d. 会計基準変更時差異の未処理額          305           382 

e. 未認識数理計算上の差異         2,706         1,557 

f. 未認識過去勤務債務（債務の減額）      △ 581         △650 

g. 連結貸借対照表計上額純額 (c + d + e + f)  △8,461       △8,463 

h. 前払年金費用     －     － 

i. 退職給付引当金 ( g – h )      △8,461       △8,463 

（注）１．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 
 

(３) 退職給付費用に関する事項 
（単位：百万円） 

当連結会計年度   前連結会計年度 
a. 勤務費用             739    668 

b. 利息費用             343    346 

c. 期待運用収益（減算）         △105   △74 

d. 会計基準変更時差異の費用処理額           76     76 

e. 数理計算上の差異の費用処理額          229    230 

f. 過去勤務債務の費用処理額         △69    △40 

g. 退職給付費用 ( a + b + c + d + e + f )       1,214         1,205 

h. 厚生年金基金の代行部分返上に伴う損益          －          

i. 計( g + h ）          1,214         1,205 

（注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「a.勤務費用」に計上しております。 
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(４) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当連結会計年度  前連結会計年度 

a. 割引率      2.50％   2.50% 

b. 期待運用収益率   

(a)厚生年金基金制度    0.40％   0.40% 

(b)適格退職年金制度    2.50％   2.50% 

c. 退職給付見込額の期間配分方法    期間定額基準    期間定額基準 

d. 過去勤務債務の処理年数     10 年    10 年 

e. 会計基準変更時差異の処理年数    10 年    10 年 

f. 数理計算上の差異の処理年数    10 年    10 年 

 

１１.１株当たり情報 
      当連結会計年度  前連結会計年度 
（1）１株当たり純資産額             590.64円      491.19円 
（2）１株当たり当期純利益        47.13円       45.72円 

なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 
 

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 
１株当たり当期純利益金額   当連結会計年度  前連結会計年度 

 当期純利益（百万円）                       2,125        2,014 
 普通株主に帰属しない金額(百万円)         63    75 

 （内利益処分による役員賞与金）       （63）   (75) 

普通株式に係る当期純利益(百万円)            2,061        1,939 

期中平均株式数（千株）                 43,748       42,412 


