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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （百万円未満：切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 37,475 22.4 3,010 59.0 3,389 72.1

17年９月中間期 30,612 15.2 1,830 △22.7 1,969 △15.8

18年３月期 64,303  5,016  5,202  

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円　銭 円　銭

18年９月中間期 1,646 119.0 33.19 －

17年９月中間期 752 △19.8 17.35 －

18年３月期 2,125  47.13 －
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 238百万円 17年９月中間期 △86百万円 18年３月期 △184百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 49,621,479株 17年９月中間期 43,353,271株 18年３月期 43,748,789株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円　銭

18年９月中間期 84,444 33,289 36.6 670.96

17年９月中間期 66,039 22,081 33.4 509.45

18年３月期 79,204 29,375 37.1 590.64

（注）①期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 49,615,179株 17年９月中間期 43,344,335株 18年３月期 49,626,918株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 2,150 △8,996 △135 5,621

17年９月中間期 299 △2,115 732 5,310

18年３月期 4,793 △10,903 11,828 12,127

(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 34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 30社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 9社 （除外） 0社 持分法（新規） 29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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 76,000 6,500 3,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　64円50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。上記の予想に関する事項については、添付資料４ページの「３．経営成績及び財政状態」を

参照ください。
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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39社、関連会社45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。

 

生産および販売拠点（26社） 

 
☆イーグルインダストリー台湾 CORP. 

（台湾） 
☆イーグルブルグマン ニュージーランド 
LTD.   (ニュージーランド)（注）１ 
☆NEK CO.,LTD.    (韓国)（注）２ 
☆イーグル インダストリー（タイランド） 
CO.,LTD.(タイ) 

☆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・シールズ・アンド・システム
ズ・インディアLTD （インド）（注）３ 
☆PT イーグルブルグマン インドネシア          

(インドネシア) 
その他4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） 

＊KEブルグマン ブレダンAS.（デンマーク） 
その他12社 

イ 

ー 

グ 

ル 

工 

業 
株 

式 

会 

社 
 

生産拠点（９社） 

 
☆イーグルブルグマンジャパン㈱ 
☆コベルコイーグル・マリンエンジニ
アリング㈱ 

☆島根イーグル㈱ 
☆岡山イーグル㈱ 
☆イーグルサービス㈱ 
☆北海道イーグル㈱ 
☆リグナムバイター㈱ 
☆㈱バルコム 
㈱EKK アグリサイエンス 

 

販売代理店（１社） 
 
◇ＮＯＫ㈱ 

販売拠点（２社） 
 
 
☆イーグルブルグマンテクノ㈱ 
☆イーグル・エンジニアリング・エア
ロスペース㈱ 

 

その他（１社） 
 
 
 
ＮＯＫグループサービス㈱ 

[国内] [海外] 

製品・役務
の供給 

製品・半製
品の供給 

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 

子会社 

子会社 

関連会社 

子会社 

関連会社 

販売拠点(37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) 
☆イーグルブルグマン オーストラリア 
Pty.Ltd.   (オーストラリア) 

☆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 
PTE.LTD       (シンガポール) 

その他8社 
 
  
＊イーグルブルグマン フランス SAS        

(フランス) 
＊イーグルブルグマン イタリア s.r.l 
            （イタリア） 

その他21社 

その他（9社） 

 
☆EKK INC.       (アメリカ) 
イーグル Europa Gmbh  (ドイツ) 

☆EBI アジアパシフィック Pte.Ltd 
（シンガポール） 

 
＊EBIアトランティックAS.（デンマーク） 
＊EBIアジアPte.Ltd.（シンガポール） 
＊EBIミドルイーストAS.（デンマーク） 
その他3社 

子会社 

子会社 

関連会社 

関連会社 

（☆：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）

（注）１．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。

（注）２．平成18年2月13日付けでイーグル ニュージーランドLTD.は社名をイーグルブルグマン ニュージーランドLTD.

          に変更しております。

（注）３．平成18年6月26日付けでイーグル プナワラ インダストリーLTD.は社名をイーグル・シールズ・アンド・シス

　　　　　テムズ・インディア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・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、当期の配当金は、中間配当金・期末配当金ともに前期に対し1円増配しそれぞれ1株につき5円とし、年間で1株

につき10円とする予定であります。

(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最大化

(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生産・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、最適生産拠点においてコスト・品質面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。

－ 3 －



ｃ．親会社等との取引に関する事項

当中間期（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

取引内容 取引金額（百万円） 科目 期末残高（百万円）

製品の販売 9,971 売掛金 1,831

原材料の仕入 482 買掛金 90

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

製品の販売及び原材料の仕入については、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．上記の取引内容において、当社の独立性を制限する事項はありません。

３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原材料価格高騰の長期化や金利上昇などがありましたが、企業業績の

回復による設備投資の増加や、個人消費の持ち直し等により景気は緩やかながらも、拡大基調を維持して参りました。

この様な経済情勢の中、当社グループは各部門とも受注が堅調の為、主力の岡山事業場および国内子会社ならびに

海外子会社において生産設備増強、生産効率向上による更なるコスト削減に取り組んでまいりました。

その結果、当中間連結会計期間の連結売上高は374億75百万円（前年同期比22.4％増）、連結経常利益は33億89百万

円（前年同期比72.1％増）、連結中間純利益は16億46百万円（前年同期比119.0％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・一般産業機械各業界向け製品とも増加し、売上高は169億

47百万円（前年同期比25.4％増）となりました。

特殊バルブ部門につきましては自動車業界向け製品、及び電力業界向けバルブの工事が増加し、売上高は89億33百

万円（前年同期比23.3％増）となりました。

その他製品部門につきましては、半導体・液晶業界向け製品の増加等により売上高は115億95百万円（前年同期比

17.6％増）となりました。

今後の国内経済見通しにつきましては、堅調な設備投資や雇用情勢の改善を反映し、景気は引続き底堅く推移して

いくものと想定されますが、原材料価格高騰の長期化や金利上昇懸念等により、先行きの不透明感は依然として残っ

ております。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いくものと想定され、

納期の確保、品質向上に注力し、更なる業績の向上に邁進してまいります。

通期の見通しといたしましては、連結売上高760億円（前期比18.2％増）、連結経常利益65億円（前期比25.0％増）、

連結当期純利益32億円（前期比50.5％増）を見込んでいます。

(2）財政状態

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、56億21百万円と

なり、前中間連結会計期間末対比3億10百万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21億50百万円（前年同期比18億50百万円増）となりました。これは主に仕入債

務の減少11億80百万円があったものの、税金等調整前中間純利益33億71百万円、減価償却費14億98百万円等によ

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89億96百万円（前年同期比68億81百万円増）となりました。これは主に有価証

券等の取得に伴う支出86億91百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少した資金は1億35百万円（前年同期比8億67百万円減）となりました。これは主に長短借入

金の純増額1億43百万円および配当金の支払い2億64百万円等によるものです。
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　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16年３月期 平成17年３月期 平成17年９月期 平成18年３月期 平成18年９月期

自己資本比率（％） 29.7 34.0 33.4 37.1 36.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
49.7 52.3 59.4 72.2 57.2

債務償還年数（年） 4.1 4.4 66.1 5.4 12.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
12.1 10.4 1.0 1.8 7.8

時価ベースの自己資本比率：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

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

１．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。

－ 5 －



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、最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おり、

世界市場をアジアパシフィック（日本、中国及びインドを除く東アジア、東南アジア及びオセアニア）、アジア（中

国、インド）、アトランティック（ドイツを除くヨーロッパ、アフリカ及び南北アメリカ）、ミドルイースト（中東）

の四つのテリトリーに区分し、各テリトリーに共同出資の持株統轄会社を設立し、その傘下に各々の子会社を再編し

ております。

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．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前連結
会計年度
比

前連結会計年度の
 要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 5,310 5,921 △7,035 12,956

２．受取手形及び
売掛金

※4 17,657 19,495 1,365 18,130

３．たな卸資産 8,297 9,569 1,214 8,354

４．前渡金 － 1,457 1,457 －

５．繰延税金資産 898 867 41 825

６．その他 1,270 2,359 1,110 1,249

７．貸倒引当金 △30 △27 △4 △23

流動資産合計 33,403 50.6 39,644 46.9 △1,850 41,494 52.4

Ⅱ　固定資産 ※１

１．有形固定資産

(１)建物及び構
築物

15,642 16,567 15,978

減価償却累
計額

7,083 8,558 7,776 8,791 206 7,394 8,584

(２)機械装置及
び運搬具

23,178 26,164 24,222

減価償却累
計額

12,928 10,250 15,045 11,118 488 13,592 10,629

(３)工具器具及
び備品

2,794 3,623 3,015

減価償却累
計額

2,043 750 2,624 998 184 2,201 813

(４)土地 2,686 3,339 625 2,713

(５)建設仮勘定 281 436 290 145

有形固定資産
計

22,527 34.1 24,683 29.2 1,796 22,887 28.9

２．無形固定資産

(１)連結調整勘
定

1,554 － △2,317 2,317

(２)のれん － 7,488 7,488 －

(３)その他 155 240 57 183

無形固定資産
計

1,710 2.6 7,729 9.2 5,228 2,501 3.1

３．投資その他の
資産

(１)投資有価証
券

1,654 5,703 100 5,602

(２)長期貸付金 2,376 2,311 △21 2,333

(３)繰延税金資
産

3,384 3,291 153 3,137

(４)その他 1,128 1,338 △40 1,379

(５)貸倒引当金 △144 △256 △125 △130

投資その他の
資産計

8,398 12.7 12,387 14.7 65 12,321 15.6

固定資産合計 32,635 49.4 44,800 53.1 7,090 37,710 47.6

資産合計 66,039 100.0 84,444 100.0 5,240 79,204 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前連結
会計年度
比

前連結会計年度の
 要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 5,288 5,157 △119 5,276

２．短期借入金  7,057 10,910 △302 11,212

３．一年以内に返
済予定の長期
借入金

※１ 2,601 2,883 176 2,707

４．未払金 3,635 4,864 790 4,074

５．未払法人税等 1,136 1,778 302 1,475

６．従業員預り金 2,921 2,861 △62 2,923

７．賞与引当金 1,749 1,755 218 1,537

８．役員賞与引当
金

－ 37 37 －

９．前受金 － 873 873 －

10．その他 1,160 1,744 277 1,467

流動負債合計 25,551 38.7 32,867 38.9 2,191 30,675 38.7

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 7,181 9,217 836 8,381

２．退職給付引当
金

8,433 8,408 △53 8,461

３．役員退職慰労
引当金

361 410 63 346

４．負ののれん － 249 249 －

５．その他 － 0 △0 0

固定負債合計 15,976 24.2 18,287 21.7 1,096 17,191 21.7

負債合計 41,527 62.9 51,155 60.6 3,288 47,867 60.4

（少数株主持分）

少数株主持分 2,430 3.7 － － － 1,962 2.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 7,756 11.8 － － － 10,490 13.3

Ⅱ　資本剰余金 8,535 12.9 － － － 11,337 14.3

Ⅲ　利益剰余金 5,775 8.7 － － － 6,959 8.8

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

232 0.3 － － － 336 0.4

Ⅴ　為替換算調整勘
定

△158 △0.2 － － － 328 0.4

Ⅵ　自己株式 △59 △0.1 － － － △77 △0.1

資本合計 22,081 33.4 － － － 29,375 37.1

負債、少数株主
持分及び資本合
計

66,039 100.0 － － － 79,204 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前連結
会計年度
比

前連結会計年度の
 要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

 Ⅰ株主資本

1. 資本金 － － 10,490 12.4 － － －

2. 資本剰余金 － － 11,337 13.4 － － －

3. 利益剰余金 － － 8,295 9.8 － － －

4. 自己株式 － － △91 △0.1 － － －

株主資本合計 － － 30,033 35.6 － － －

 Ⅱ評価・換算差額等

1. その他有価証券
評価差額金

－ － 294 0.3 － － －

2. 為替換算調整勘
定

－ － 566 0.7 － － －

評価・換算差額
等合計

－ － 860 1.0 － － －

 Ⅲ少数株主持分 － － 2,396 2.8 － － －

純資産合計 － － 33,289 39.4 － － －

負債純資産合計 － － 84,444 100.0 － － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 30,612 100.0 37,475 100.0 6,862 64,303 100.0

Ⅱ　売上原価 23,801 77.7 28,111 75.0 4,310 49,492 77.0

売上総利益 6,811 22.3 9,364 25.0 2,552 14,810 23.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１ 4,981 16.3 6,353 17.0 1,372 9,793 15.2

営業利益 1,830 6.0 3,010 8.0 1,180 5,016 7.8

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 38 59  84

２．賃貸料 202 57  279

３．持分法による
投資利益

－ 238  －

４．為替差益 31 57  113

５.業務委託料 142 118  162

６．その他 171 587 1.9 521 1,051 2.8 464 498 1,138 1.8

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 262 244  445

２．退職給付会計
基準変更時差
異

38 38  76

３．持分法による
投資損失

86 －  184

４．増資費用 － －  44

５．その他 60 447 1.5 390 673 1.8 225 202 952 1.5

経常利益 1,969 6.4 3,389 9.0 1,419 5,202 8.1

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却
益

3 3  5

２．貸倒引当金戻
入益

1 20  16

３．投資有価証券
売却益

2 9  2

４．その他 14 21 0.1 55 89 0.3 67 14 38 0.1
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却
損

※2 12 0  14

２．固定資産除却
損

 ※3 57 53  93

３．投資有価証券
評価損

 － 29  －

４．投資有価証券
売却損

 － －  59

５．その他  60 130 0.4 23 107 0.3 △23 77 245 0.4

税金等調整前中
間（当期）純利
益

1,860 6.1 3,371 9.0 1,510 4,995 7.8

法人税、住民税
及び事業税

963 1,663  2,355

法人税等調整額 △176 786 2.5 △87 1,575 4.3 788 42 2,397 3.7

少数株主利益 321 1.1 148 0.3 △172 472 0.8

中間（当期）純
利益

752 2.5 1,646 4.4 894 2,125 3.3
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(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 8,535 8,535

Ⅱ　資本剰余金増加高

　1.新株式の発行による
増加

－ － 2,802 2,802

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

8,535 11,337

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,314 5,314

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 752 752 2,125 2,125

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 216 390

２.役員賞与 75 75

３．連結子会社増加に伴
う減少高

－ 292 15 481

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

5,775 6,959
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　　中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

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

平成18年３月31日　残高

（百万円）
10,490 11,337 6,959 △77 28,710

　中間連結会計期間中の変動額

中間純利益（百万円）   1,646  1,646

剰余金の配当（百万円）   △198  △198

役員賞与（百万円）   △73  △73

自己株式の取得（百万円）    △13 △13

連結範囲の変動（百万円）   △38  △38

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

    －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 1,336 △13 1,322

平成18年９月30日　残高

（百万円）
10,490 11,337 8,295 △91 30,033

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
336 328 664 1,962 31,337

　中間連結会計期間中の変動額

中間純利益（百万円）     1,646

剰余金の配当（百万円）     △198

役員賞与（百万円）     △73

自己株式の取得（百万円）     △13

連結範囲の変動（百万円）     △38

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△42 237 195 433 629

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△42 237 195 433 1,952

平成18年９月30日　残高

（百万円）
294 566 860 2,396 33,289

－ 13 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の連結キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間
（当期）純利益

1,860 3,371 1,510 4,995

減価償却費 1,325 1,498 172 2,866

持分法による投資損
益

86 △238 △324 184

連結調整勘定償却額 61 － △61 157

のれん償却額 － 200 200 －

投資有価証券評価損 － 29 29 －

施設利用権評価損 － 0 0 －

貸倒引当金増減額 13 125 111 △7

賞与引当金増減額 257 182 △75 40

役員賞与引当金増減
額

－ 37 37 －

退職給付引当金増減
額

△41 △89 △47 △26

退職役員慰労引当金
増減額

△3 21 24 △17

受取利息及び受取配
当金

△80 △69 11 △119

支払利息 262 244 △17 445

有形固定資産売除却
損

40 54 13 92

売上債権の増減額 △304 △417 △112 △178

たな卸資産の増減額 △678 △252 426 △705

その他の資産の増減
額

△302 △1,054 △751 4

仕入債務の増減額 664 △1,180 △1,844 108

割引手形の増減額 △1,200 899 2,099 △399

その他の負債の増減
額

144 452 307 359

役員賞与支払額 △81 △77 4 △82

その他の増減額 △7 57 64 △36

小計 2,015 3,706 1,780 7,681

利息及び配当金の受
取額

96 82 △13 122

利息の支払額 △293 △275 18 △445

法人税等の支払額 △1,518 △1,452 65 △2,565

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

299 2,150 1,850 4,793

－ 14 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の連結キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

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

△2,512 △1,650 861 △4,715

有形固定資産の売却
による収入

382 552 169 474

投資有価証券の取得
による支出

△88 △4 84 △3,450

投資有価証券の売却
による収入

20 287 92 20

連結子会社株式の売
却による収入

－ － － 85

連結子会社株式の追
加取得による支出

－ △8,691 △8,691 △2,397

定期預金の増減 － 544 544 △829

貸付による支出 － △93 △93 △148

その他の収支 81 58 150 57

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,115 △8,996 △6,881 △10,903

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

7,276 22,154 14,878 23,366

短期借入金の返済に
よる支出

△6,569 △22,326 △15,757 △18,557

長期借入れによる収
入

2,518 1,938 △580 5,218

長期借入金の返済に
よる支出

△2,122 △1,623 498 △3,530

増資による収入 － － － 5,536

自己株式の取得によ
る支出

△12 △13 △1 △30

配当金の支払額 △216 △198 18 △390

少数株主への配当金
の支払額

△142 △65 76 △148

少数株主への株式発
行収入

－ － － 363

その他の収支 － － － 0

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

732 △135 △867 11,828

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

58 133 74 74

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

△1,023 △6,847 △5,823 5,792

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

6,334 12,127 5,792 6,334

Ⅶ　新規連結子会社の現金
及び現金同等物の期首
残高

－ 341 341 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

5,310 5,621 310 12,127

－ 15 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社 (1)連結子会社 (1）連結子会社

連結子会社数 　25社

　主要な連結子会社名

イーグルブルグマン㈱

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.

イーグル インダストリー(WUXI)

CO.,LTD.

連結子会社数 　34社

　主要な連結子会社名

イーグルブルグマンジャパン㈱

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

NEK CO., LTD.

 なお、当連結中間会計期間にお

いて、新たに出資をした㈱バルコ

ム、イーグルブルグマン マレー

シア Sdn. Bhd.、PT イーグルブ

ルグマン インドネシア、イーグ

ルブルグマン オーストラリア

Pty.Ltd.、イーグルブルグマン 

タイランドCo.,Ltd.、イーグルブ

ルグマン 韓国Ltd.、イーグルブ

ルグマン シンガポールPte.Ltdの

7社を連結子会社としておりま

す。

 また、当連結中間会計期間にお

いて、イーグルブルグマン 台

湾 Co.,Ltd、イーグル・シール

ズ・アンド・システムズ・イン

ディアLTDを、その重要性が増し

たため連結子会社としております。

連結子会社数 　25社

　主要な連結子会社名

イーグルブルグマンジャパン㈱

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.

 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。

 また、当連結会計年度において

株式を売却したEKKイーグルアメ

リカINC.を連結子会社から除外し

ております。

(2)非連結子会社

 非連結子会社（㈱EKKアグリサ

イエンスほか３社）は、総資産

額、売上高、中間純損益及び利

益剰余金等の各合計が、中間連

結財務諸表上の総資産額、売上

高、中間純損益及び利益剰余金

等に対し、いずれも僅少であり、

全体として中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしておりませ

ん。

(2)非連結子会社

　非連結子会社（㈱EKKアグリ

サイエンスほか４社）は、総資

産額、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等の各合計が、連結

財務諸表上の総資産額、売上高、

当期純損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）非連結子会社

 非連結子会社（㈱EKKアグリサ

イエンスほか４社）は、総資産

額、売上高、当期純損益及び利

益剰余金等の各合計が、連結財

務諸表上の総資産額、売上高、

当期純損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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

２．持分法の適用に関する事

項

(1)持分法適用の関連会社

持分法適用の関連会社数 

　1社

　非連結子会社（４社）及び関

連会社（５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。

(1)持分法適用の関連会社

持分法適用の関連会社数 

　30社

　非連結子会社（５社）及び関

連会社（45社）のうち、イーグ

ル　ヴィッツェンマン 

S.A.S. 及び当中間連結会計期間

において新たに出資をしたEBIア

トランティック AS.、KEブルグ

マン ブレダンAS.、イーグルブ

ルグマン フランス SAS、イーグ

ルブルグマン イタリア s.r.l、

その他25社について、持分法を

適用しております。

(1）持分法適用の関連会社

持分法適用の関連会社数

　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。

(2)持分法を適用していない非連結

子会社（㈱EKKアグリサイエンス

ほか３社）及び関連会社（ジム

ラックスGmbhほか３社）は、中

間純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。

(2)持分法を適用していない非連結

子会社（㈱EKKアグリサイエンスほ

か４社）及び関連会社（ジムラック

スGmbhほか14社）は、中間純損益及

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。

(2)持分法を適用していない非連結

子会社（㈱EKKアグリサイエンス

ほか４社）及び関連会社（ジム

ラックスGmbhほか６社）は、当期

純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)持分法適用会社であるイーグル

　ヴィッツェンマンS.A.S.の中間

決算日は中間連結決算日と異なっ

ておりますが、その中間会計期間

に係る中間財務諸表を使用してお

ります。

(3)持分法適用会社であるイーグル

　ヴィッツェンマンS.A.S.他29社

の中間決算日は中間連結決算日と

異なっておりますが、その中間会

計期間に係る中間財務諸表を使用

しております。

(3)持分法適用会社であるイーグル

　ヴィッツェンマンS.A.S.の決算

日は連結決算日と異なっておりま

すが、その連結会計年度に係る財

務諸表を使用しております。

－ 17 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社のうち、下記の16社の

中間決算日は平成17年6月30日であ

り、中間連結決算日との差異が3ヶ

月を超えていないため、当該中間会

計期間の中間財務諸表に基づき連結

をしております。

　なお、当該中間決算日と中間連結

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。

・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.

・EKK イーグル アメリカ INC.

・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. 

・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.

・EKK INC.

・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・

　エアロスペース台湾CO.,LTD.

・イーグル・エンジニアリング・

　エアロスペース コリアCO.,LTD.

　海外連結子会社24社のうち、イー

グル・シールズ・アンド・システム

ズ・インディアLTDを除く23社の中

間決算日は平成18年6月30日であり、

中間連結決算日との差異が3ヶ月を

超えていないため、当該中間会計期

間の中間財務諸表に基づき連結をし

ております。

　なお、当該中間決算日と中間連結

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。

 

 連結子会社のうち、下記の16社の

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。

 ・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.

・EKK イーグル アメリカ INC.

・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. 

・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.

・EKK INC.

・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・

　エアロスペース台湾CO.,LTD.

・イーグル・エンジニアリング・

　エアロスペース コリアCO.,LTD.
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

a.有価証券

(a）その他有価証券

時価のあるもの

…中間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。)

a.有価証券

(a）その他有価証券

時価のあるもの

同左

a.有価証券

(a）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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

b.デリバティブ

時価法

c.たな卸資産

(a)製品

主として先入先出法による原

価法

b.デリバティブ

同左

c.たな卸資産

(a)製品

同左

b.デリバティブ

同左

c.たな卸資産

(a)製品

同左

(b)仕掛品

主として総平均法による原価

法

(b)仕掛品

同左

(b)仕掛品

同左

(c)原材料・貯蔵品

主として移動平均法による原

価法

(c)原材料・貯蔵品

同左

(c)原材料・貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

a.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、当社及び連結子会社は

平成10年４月１日以降に取得した

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

在地国の会計基準に基づく定額法

によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　7～50年

機械装置及び運搬具3～12年

a.有形固定資産

同左

a.有形固定資産

同左

b.無形固定資産

　当社及び連結子会社は定額法を

採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

b.無形固定資産

同左

b.無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

a.貸倒引当金

　売上債権貸付金等の貸倒れ損失

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。

a.貸倒引当金

同左

a.貸倒引当金

同左

b.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

て賞与の当中間期負担額を支給見

込額基準にて計上しております。

b.賞与引当金

同左

b.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

基準にて計上しております。

c.      ―――――― c.役員賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は役員賞

与の支出に備えて、当連結会計年度

における支給見込額の当中間連結会

計期間負担額を計上しております。

c.　　――――――

d.退職給付引当金

当社及び一部の連結子会社にお

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、当中間連結会計期

間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

した額をそれぞれ発生の翌連結会

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

生時点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。

d.退職給付引当金

　　　　同左

d.退職給付引当金

当社及び一部の連結子会社にお

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

した額をそれぞれ発生の翌連結会

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

生時点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。

e.役員退職慰労引当金

　役員の退職金の支出に備えるた

め、当社及び一部の国内連結子会

社においては、内規による必要額

を計上しております。

e.役員退職慰労引当金

同左

e.役員退職慰労引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決

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、費用は中間決算日の直物為替

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。

同左 　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。

(5）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。

同左 同左

５．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

を適用しております。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の金利

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(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。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

(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。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　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

投資とすることとしております。

同左 同左

７．その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成のた

めの重要な事項

　消費税等の会計処理

　当社及び国内連結子会社の消費

税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。

　消費税等の会計処理

同左

（1）消費税等の会計処理

同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、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。

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　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。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

30,893百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連結

財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表期即時より作成しております。

――――――

―――――― （役員賞与に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第4号　平成17年

11月29日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益は、それぞれ37百万円減少しておりま

す。

――――――

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

―――――― （中間連結貸借対照表）

　当中間連結会計期間より、従来「流動資産」の「その他」に含めて表

示しておりました「前渡金」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、前中間連結会計期間の「前渡金」は173百万円であります。

　前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として掲記されていた

ものは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示しております。

　当中間連結会計期間より、従来「流動負債」の「その他」に含めて表

示しておりました「前受金」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、前中間連結会計期間の「前受金」は132百万円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として表示され

ていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と表示してお

ります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

 １．（※１）担保に供している資産  １．（※１）担保に供している資産  １．（※１）担保に供している資産

建物及び構

築物
3,213百万円

機械装置及

び運搬具
224

土地 257

計 3,695

建物及び構

築物
118百万円

機械装置及

び運搬具
15

土地 247

計 380

建物及び構

築物
3,262百万円

機械装置及

び運搬具
206

土地 247

計 3,716

　上記物件について、一年以内に

返済予定の長期借入金803百万円、

長期借入金377百万円の担保に供

しております。

　上記物件について、一年以内に

返済予定の長期借入金258百万円、

長期借入金242百万円の担保に供

しております。

　上記物件について、一年以内に

返済予定の長期借入金457百万円、

長期借入金271百万円の担保に供

しております。

２．保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関

からの借入に対して、次のとおり

債務保証等を行っております。

２．保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関

からの借入に対して、次のとおり

債務保証等を行っております。

２．保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関

からの借入に対して、次のとおり

債務保証等を行っております。

(1)債務保証

イーグル

ヴィッツェン

マンS.A.S.

   192百万円

(1,416千EUR) 

㈱EKKアグリ

サイエンス
 50 百万円

計 242百万円

(1)債務保証

イーグル

ヴィッツェン

マンS.A.S.

133百万円

(888千EUR) 

計 133百万円

(1)債務保証

イーグル

ヴィッツェン

マンS.A.S.

  202百万円

(1,416千EUR) 

㈱EKKアグリ

サイエンス
 50百万円

計 252百万円

(2)経営指導念書

イーグル

ヴィッツェン

マンS.A.S.

   91百万円

 (674千EUR)

計 91百万円

合計 334百万円

(2)経営指導念書

イーグル

ヴィッツェン

マンS.A.S.

  46百万円

 (309千EUR)

計 46百万円

合計 179百万円

(2)経営指導念書

イーグル

ヴィッツェン

マンS.A.S.

61百万円

 (432千EUR)

計 61百万円

合計 314百万円

３．受取手形裏書譲渡

高

2,389百万円

   

３．受取手形割引高 1,699百万円

受取手形裏書譲

渡高
1,988百万円

３．受取手形割引高 800百万円

受取手形裏書譲

渡高

1,776百万円

４.　　　　―――――― ４.（※４）中間連結会計期間末日（期

末日）満期手形

当中間連結会計期間の末日は金融機

関の休日でしたが、中間連結会計期間

末日満期手形は満期日に決済が行われ

たものとして処理しており、その金額

は次のとおりであります。

受取手形 189百万円

受取手形割引高 28百万円

受取手形裏書譲渡高 188百万円

４.　　　　――――――
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．（※１）販売費及び一般管理費の

うち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

１．（※１）販売費及び一般管理費の

うち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

１．（※１）販売費及び一般管理費の

うち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

従業員給与手当 1,405百万円

賞与引当金繰入額 450

退職給付引当金繰入

額
254

役員退職慰労引当金

繰入額
36

減価償却費 132

連結調整勘定償却費 61

従業員給与手当 2,000百万円

賞与引当金繰入額 408

退職給付引当金繰入

額
268

役員退職慰労引当金

繰入額
29

減価償却費 135

のれん償却費 200

従業員給与手当 2,991百万円

賞与引当金繰入額 506

退職給付引当金繰入

額
495

役員退職慰労引当金

繰入額
78

減価償却費 233

連結調整勘定償却費 157

なお、研究開発費はすべて販売費一般

管理費に含まれており、研究開発費の

総額は269百万円であります。

なお、研究開発費はすべて販売費一般

管理費に含まれており、研究開発費の

総額は198百万円であります。

 なお、研究開発費はすべて販売費一

般管理費に含まれており、研究開発費

の総額は579百万円であります。

２．（※２）固定資産売却損 ２．（※２）固定資産売却損 ２．（※２）固定資産売却損

機械装置及び

運搬具
12百万円

機械装置及び

運搬具
0百万円

機械装置及び

運搬具
14百万円

その他 0

計 14

３．（※３）固定資産除却損の内訳 ３．（※３）固定資産除却損の内訳 ３．（※３）固定資産除却損の内訳

機械装置及び

運搬具
38百万円

工具器具備品 2

その他 17

計 57

機械装置及び

運搬具
24百万円

工具器具備品 1

その他 27

計 53

機械装置及び

運搬具
77百万円

工具器具備品 3

その他 12

計 93

　　 　設備の合理化及び更新による

ものであります。

　　 　設備の合理化及び更新による

ものであります。

　　 　設備の合理化及び更新による

ものであります。
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（中間連結株主資本変動計算書関係）

 当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当連結中間会計期間末

株式数（千株） 増加株式数（千株） 減少株式数（千株） 株式数（千株）

発行済株式

　普通株式 49,757 － － 49,757

合計 49,757 － － 49,757

自己株式

　普通株式（注） 130 11 － 142

合計 130 11 － 142

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加11千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　２．配当に関する事項

　（1）配当金支払額

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

（決議）

平成18年６月29日定時株主総会 普通株式 198 4 平成18年３月31日 平成18年６月29日

　（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

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（決議）

平成18年11月14日取締役会 普通株式 198 利益剰余金 5 平成18年９月30日 平成18年12月８日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1)現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

(1)現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

(平成17年９月30日現在) (平成18年９月30日現在) (平成18年３月31日現在)

現金及び預

金勘定
5,310 百万円 

現金及び現

金同等物
5,310 百万円 

現金及び預

金勘定
5,921 百万円 

預入期間が

３ヶ月を超

える定期預

金

△300 百万円 

現金及び現

金同等物
5,621 百万円 

現金及び預

金勘定
12,956 百万円 

預入期間が

３ヶ月を超

える定期預

金

△829 百万円 

現金及び現

金同等物
12,127 百万円 
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　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

　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

　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

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中間

期末残高相当額

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中間

期末残高相当額

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

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

工具器
具及び
備品

574 340 234

機械装
置及び
運搬具

274 142 131

合計 848 483 365

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

工具器
具及び
備品

457 257 200

機械装
置及び
運搬具

284 142 142

合計 741 399 342

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

工具器
具及び
備品

551 295 256

機械装
置及び
運搬具

274 156 118

合計 826 451 374

（注）　　取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が、

有形固定資産の中間期末残

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。

（注）　　　　同左 （注）　　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．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料期末残高相当額

1年内 145百万円

1年超 220百万円

合計 365百万円

1年内 139百万円

1年超 202百万円

合計 342百万円

1年内 150百万円

1年超 224百万円

合計 374百万円

（注）　　未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が、有形

固定資産の中間期末残高等

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。

（注）　　　同左 （注）　　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

３．支払リース料及び減価償却費相

当額

３．支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 92百万円

減価償却費相当額 92百万円

支払リース料 82百万円

減価償却費相当額 82百万円

支払リース料 193百万円

減価償却費相当額 193百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

　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。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 262 657 395

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 262 657 395

２．時価のない主な有価証券の内容

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他の有価証券

非上場株式 190

当中間連結会計期間

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 267 761 494

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 267 761 494

２．時価のない主な有価証券の内容

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他の有価証券

非上場株式 192
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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（平成18年３月31日）

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 270 836 565

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 270 836 565

２．時価のない主な有価証券の内容

前連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他の有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 204
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

種類

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

為替予約取引

買建

　米ドル 275 283 7

売建

　ユーロ 60 60 △0

通貨オプション取引

売建

コール 786   

　ユーロ (15) 18 △3

買建

プット 786   

　ユーロ (15) 4 △11

合計 － － △6

（注）１．時価の算定方法

　　　（1）為替予約取引

　　　　　期末の時価は先物相場を使用しております。

　　　（2）通貨オプション取引

　　　　　金融機関から提示された価格によっております。

　　　２．オプション取引の（ ）内の金額はオプション料であります。

金利関連

種類
前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金利スワップ取引

変動受取・固定支払 25 25 △0

合計 25 25 △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。
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当中間連結会計期間

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

種類

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

為替予約取引

買建

　米ドル 369 384 15

売建

　ユーロ    

通貨オプション取引

売建

コール 852   

　ユーロ （30） 14 △16

買建

プット 852   

　ユーロ （14） 2 △11

合計 － － △13

（注）１．時価の算定方法

　　　（1）為替予約取引

　　　　　期末の時価は先物相場を使用しております。

　　　（2）通貨オプション取引

　　　　　金融機関から提示された価格によっております。

　　　２．オプション取引の（ ）内の金額はオプション料であります。

金利関連

　該当事項はありません。
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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

通貨関連

種類

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

為替予約取引    

　 買建    

    米ドル 127 118 △8

通貨オプション取引    

売建    

　コール    

　　ユーロ 818   

買建 (30) (13) △17

　プット 818   

　　ユーロ (4) (13) △9

合計 － － △34

（注）１．時価の算定方法

　　　（1）為替予約取引

　　　　　期末の時価は先物相場を使用しております。

　　　（2）通貨オプション取引

　　　　　金融機関から提示された価格によっております。

　　　２．オプション取引の（ ）内の金額はオプション料であります。

金利関連

 該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

　当社及び連結子会社は、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・販売する単一の

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。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　当社及び連結子会社は、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・販売する単一の

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。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

当社及び連結子会社は、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・販売する単一の

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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

 

日本

（百万円）

アジア・オ

セアニア

（百万円）

その他

（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 25,908 3,255 1,448 30,612 － 30,612

セグメント間の内部売上

高又は振替高 2,172 1,317 190 3,680 △3,680 －

計 28,080 4,573 1,639 34,293 △3,680 30,612

営業費用 26,863 4,129 1,488 32,481 △3,698 28,782

営業利益又は

営業損失（△） 1,217 443 150 1,811 18 1,830

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は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、インドネシア、タイ、韓国、中国、ニュージーランド

　(2）その他…米国、英国他

３．営業費用は全額各セグメントに配賦されております。
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当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 

日本

（百万円）

アジア・オ

セアニア

（百万円）

その他

（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 29,233 6,478 1,763 37,475 － 37,475

セグメント間の内部売上

高又は振替高 2,314 1,185 174 3,674 △3,674 －

計 31,548 7,663 1,938 41,150 △3,674 37,475

営業費用 29,742 6,609 1,794 38,146 △3,681 34,465

営業利益又は

営業損失（△） 1,805 1,053 143 3,003 6 3,010

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は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、インドネシア、タイ、韓国、中国、ニュージーランド

　(2）その他…米国、英国他

３．営業費用は全額各セグメントに配賦されております。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　前連結会計期間において、全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を下回ったため、前連

結会計期間より所在地別セグメント情報を記載しております。

 

日本

（百万円）

アジア

（百万円）

その他

（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 53,672 7,839 2,790 64,303 － 64,303

セグメント間の内部売上

高又は振替高 4,362 2,640 296 7,300 △7,300 －

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

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は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

　(2）その他…米国、英国他

３．営業費用は全額各セグメントに配賦されております。

４．連結範囲の拡大に伴い、新たに所在地別セグメント情報の対象となったニュージーランドを「アジア」に組

入れ、その表記を「アジア・オセアニア」に変更しております。
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ｃ．海外売上高

アジア・オ
セアニア

北米 その他 合計

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,255 1,194 2,971 8,420

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － 30,612

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

(％)

13.9 3.9 9.7 27.5

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,520 1,331 3,362 12,214

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － 37,475

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

(％)

20.1 3.5 9.0 32.6

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

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

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．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。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 509.45円

１株当たり中間純利益 17.35円

１株当たり純資産額 670.96円

１株当たり中間純利益 33.19円

１株当たり純資産額 590.64円

１株当たり当期純利益 47.13円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式を発行

していないため記載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式を発行

していないため記載しておりません。

（注）１株当たり中間（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。

前中間連結会計期間
（自平成17年４月１日

　　至平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自平成18年４月１日

　　至平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自平成17年４月１日

　　至平成18年３月31日）

中間（当期）純利益

（百万円）
752 1,646 2,125

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － 63

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－）  (63)

普通株式に係る中間

（当期）純利益（百万円）
752 1,646 2,061

期中平均株式数（千株） 43,353 49,621 43,748
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（重要な後発事象）

　前中間連結会計期間（自平成17年4月1日　至平成17年9月30日）

　かねてより交渉を進めてまいりましたフロイデンベルグ社及びその傘下のブルグマン社との海外での事業に係る資本提

携が、平成17年10月にまとまり、合弁契約書の調印が完了致しました。持株統轄会社4社のもとに当社及びブルグマン社が

世界各地の子会社を統合させて合弁事業を進め、相互技術供与による技術力強化と生産性向上、ネットワーク活用による

営業力の拡大充実を通じ、事業の飛躍的拡大を推進してまいります。

　〔合弁契約の概要〕

1．契約相手先 Burgmann Industries GmbH & Co.KG（以下BI社)

 　　　　　　 Burgmann International GmbH(以下B Int’l社)

2．対象事業

　建設機械、船舶及び航空宇宙産業向け以外の一般産業機械業界向けメカニカルシール等の製造・販売。

3．合弁事業の概要

　持株統轄会社として次の4社を設立し、それらに当社及びBI社が管轄地域の子会社を統合し合弁事業を行い、相互技術供

与による技術力の強化と生産性の向上、世界ネットワークの活用による営業力の拡大充実を通じ、事業拡大を推進致しま

す。

　（1）EBI Asia Pte.Ltd.（所在地シンガポール）

 　　出資比率：当社　50%/B Int’l社　50%

 　　当社出資額：2.0百万ユーロ

 　　主要管轄地域：中国及びインド

　(2) EBI Asia Pacific Pte.Ltd.（所在地シンガポール）

 　　出資比率：当社　75%/B Int’l社　25%

 　　当社出資額：7.2百万ユーロ

 　　主要管轄地域：その他のアジア（日本を除く）及びオセアニア

　(3) EBI Atlantic As.（所在地デンマーク）

 　　出資比率：当社　25%/B Int’l社　75%

 　　当社出資額：22.6百万ユーロ

 　　主要管轄地域：欧米（ドイツを除く）及びアフリカ

　(4) EBI Middle East As.（所在地デンマーク）

 　　出資比率：当社　40%/B Int’l社　60%

 　　当社出資額：0.8百万ユーロ

 　　主要管轄地域：中近東

　当社は合計32.6百万ユーロ（45億4百万円）を出資済みで、これにより持株統轄会社を通じてブルグマン社の海外子会社

を傘下におさめ、今後順次、持株統轄会社への統合を進め、平成18年3月までに全ての統合作業を完了する予定であります。

　当中間連結会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）

該当事項はありません。

　前連結会計年度（自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

事業部門の名称
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

メカニカルシール部門（百万円） 20,322 26.1

特殊バルブ部門（百万円） 6,438 17.8

その他製品部門（百万円） 8,952 19.2

合計 35,713 22.7

　（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） 前期末比（％）

メカニカルシール部門 17,377 28.7 4,758 9.9

特殊バルブ部門 10,104 38.7 3,191 58.0

その他製品部門 12,668 27.8 2,941 57.4

合計 40,150 30.8 10,890 32.5

　（注）１．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
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

メカニカルシール部門（百万円） 16,947 25.4

特殊バルブ部門（百万円） 8,933 23.3

その他製品部門（百万円） 11,595 17.6

合計 37,475 22.4

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績は次のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

NOK株式会社
金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

8,502 27.8 9,971 26.6
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