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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 42,606 13.7 3,703 23.0 3,998 18.0 1,935 17.5

18年９月中間期 37,475 22.4 3,010 59.0 3,389 72.1 1,646 119.0

19年３月期 78,882 － 6,710 － 7,571 － 3,679 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 39.03 －

18年９月中間期 33.19 －

19年３月期 74.16 －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 496百万円 18年９月中間期 238百万円 19年３月期 488百万円

(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

19年９月中間期 95,008 40,633 39.5 756.01

18年９月中間期 84,444 33,289 36.6 670.96

19年３月期 89,542 36,937 38.2 689.28

（参考）自己資本 19年９月中間期 37,482百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 34,190百万円

(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

19年９月中間期 2,059 △4,192 2,067 6,566

18年９月中間期 2,150 △8,775 △135 5,621

19年３月期 6,860 △12,641 △428 6,453

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 5.00 5.00 10.00

20年３月期 6.00 －

20年３月期（予想） － 6.00 12.00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 88,000 11.6 7,600 13.3 8,000 5.7 4,100 11.4 82.69
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 0社  除外 0社  

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 49,757,821株 18年９月中間期 49,757,821株 19年３月期 49,757,821株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 178,016株 18年９月中間期 142,642株 19年３月期 154,728株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 29,610 13.0 1,251 83.8 1,521 43.2 899 26.2

18年９月中間期 26,211 13.7 680 30.2 1,062 10.0 712 31.1

19年３月期 54,972 － 2,009 － 2,748 － 1,620 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 18.13

18年９月中間期 14.36

19年３月期 32.66

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 72,862 28,699 39.4 578.85

18年９月中間期 67,861 27,503 40.5 554.33

19年３月期 70,806 28,298 40.0 570.50

（参考）自己資本 19年９月中間期 28,699百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 28,298百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
％

円 銭

通期 60,000 9.1 2,750 36.8 3,200 16.4 1,750 8.0 35.30

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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３ページの「１．経営成績」を参照くだ

さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間期の経営成績

　当中間期におけるわが国経済は、企業収益の好調さを背景とした、設備投資の増加や雇用情勢の改善が進むなど景

気は総じて堅調に推移しました。しかし一方では、米国の景気減速懸念や原油価格高騰の長期化など、先行き不透明

感を残した状況が続いています。

　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であり、海外子会社を含め生産設備の増強を図ると

ともに、生産性向上に努め、更なるコスト削減に取り組んでまいりました。

  その結果、当中間期の連結売上高は426億6百万円（前年同期比13.7%増）、連結経常利益は39億98百万円（前年同

期比18.0%増）、連結中間純利益は19億35百万円（前年同期比17.5%増）となりました。

部門別の売上高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186

億47百万円（前年同期比10.0%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製品、工事ともに増加し、売上高は

114億3百万円（前年同期比27.7%増）となりました。

  その他製品部門につきましては、舶用製品、及び半導体・液晶業界向け製品の増加等により売上高は125億56百万

円（前年同期比8.3%増）となりました。

②通期の見通し

　今後の経済見通しにつきましては、日本経済は先行きに不透明感が出てまいりましたが、堅調な設備投資などによ

り底堅く推移するものと想定されます。しかしながら、海外においては米国のサブプライムローン問題の影響拡大に

よる国際金融市場の混乱、原油価格の史上最高値更新など懸念材料があり、企業収益の悪化を始め、日本経済の減退

を招く事態も想定されます。このような中、当社グループにおいては、現時点での受注動向は堅調に推移していくも

のと想定され、引き続き顧客要求納期への適切な対応、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880億円（前期比11.6%増）、連結経常利益80億円（前期比5.7%増）、

連結当期純利益41億円（前期比11.4%増）を見込んでいます。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

　当中間連結会計期間末の総資産は950億8百万円となり前期末対比54億66百万円の増加となりました。これは、主に

投資有価証券の増加36億71百万円、機械装置及び運搬具の増加11億16百万円、たな卸資産の増加10億22百万円による

ものであります。

　負債は543億75百万円となり前期末対比17億70百万円の増加となりました。これは、主に借入金の増加24億83百万円、

未払法人税等の減少4億41百万円、未払金の増加3億61百万円によるものであります。

　純資産は406億33百万円となり前期末対比36億95百万円の増加となりました。これは、主に為替換算調整勘定の増加

及び利益剰余金の増加によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間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65億66百万円となり、

前連結会計年度末対比1億13百万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あります。

（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20億59百万円（前年同期比4.3%減）となりました。これは主に税金等調整前当期純

利益40億11百万円、減価償却費18億49百万円等があったものの法人税等の支払額19億17百万円と売上債権の増加額12

億11百万円等によるものであります。

（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41億92百万円（前年同期比52.2%減）となりました。これは主に設備取得等に伴う支

出30億47百万円、投資有価証券の取得15億15百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は20億67百万円（前年同期は1億35百万円の支出）となりました。これは主に短期借入

金の純増額36億29百万円、長期借入金の純減額11億90百万円及び配当金の支払い3億34百万円等によるものであります。
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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17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成19年９月期

自己資本比率（％） 34.0 37.1 38.2 39.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
52.3 72.2 70.6 83.5

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
4.4 5.4 3.8 7.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
10.4 10.8 12.5 5.7

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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

（注）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。

４．キャッシュ・フロー対有利子負債比率の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するた

め２倍しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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。

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６円とし、年間で１株に

つき12円とする予定であります。また、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

及び設備投資に充てさせて頂きたいと存じます。

 

２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成19年６月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略します。

３．経営方針
　平成19年３月期決算短信（平成19年５月11日開示）の内容から重要な変更がないため、記載を省略しております。

なお、当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

　http://www.ekk.co.jp/ir/index.html

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19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19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 5,921 7,650 △164 7,815

２　受取手形及び
売掛金

※4 19,495 20,754 169 20,584

３　たな卸資産 9,569 11,638 1,022 10,615

４　繰延税金資産 867 987 61 925

５　その他 3,817 3,254 582 2,671

６　貸倒引当金 △27 △83 △25 △57

流動資産合計 39,644 46.9 44,202 46.5 1,646 42,555 47.5

Ⅱ　固定資産 ※1

１　有形固定資産

(1)建物及び構
築物

16,567 18,648 18,119

減価償却累
計額

7,776 8,791 8,499 10,149 152 8,122 9,996

(2)機械装置及
び運搬具

26,164 29,210 27,052

減価償却累
計額

15,045 11,118 16,752 12,457 1,116 15,711 11,341

(3)工具器具及
び備品

3,623 4,319 4,006

減価償却累
計額

2,624 998 3,119 1,199 21 2,828 1,178

(4)土地 3,339 3,453 86 3,367

(5)建設仮勘定 436 285 29 256

有形固定資産
計

24,683 29.2 27,546 29.0 1,405 26,140 29.2

２　無形固定資産

(1)のれん 7,488 7,086 △199 7,285

(2)その他 240 147 △26 173

無形固定資産
計

7,729 9.2 7,233 7.6 △225 7,459 8.3

３　投資その他の
資産

(1)投資有価証
券

5,703 10,249 3,671 6,578

(2)長期貸付金 2,311 2,225 △58 2,284

(3)繰延税金資
産

3,291 2,903 △512 3,416

(4)その他 1,338 905 △458 1,363

(5)貸倒引当金 △256 △257 △1 △256

投資その他の
資産計

12,387 14.7 16,026 16.9 2,639 13,386 15.0

固定資産合計 44,800 53.1 50,806 53.5 3,819 46,986 52.5

資産合計 84,444 100.0 95,008 100.0 5,466 89,542 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19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19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 5,157 4,829 △433 5,263

２　短期借入金  10,910 8,811 3,662 5,149

３　一年以内に返
済予定の長期
借入金

※1 2,883 3,867 477 3,390

４　未払金 4,864 5,576 361 5,215

５　未払法人税等 1,778 1,502 △441 1,943

６　従業員預り金 2,861 2,873 △4 2,877

７　賞与引当金 1,755 1,771 217 1,554

８　役員賞与引当
金

37 37 △28 66

９　その他 2,617 3,282 △156 3,439

流動負債合計 32,867 38.9 32,554 34.2 3,654 28,900 32.3

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※1 9,217 12,828 △1,655 14,484

２　退職給付引当
金

8,408 8,289 △230 8,520

３　役員退職慰労
引当金

410 468 11 457

４　負ののれん 249 234 △6 240

５　その他 0 － △1 1

固定負債合計 18,287 21.7 21,821 23.0 △1,883 23,704 26.4

負債合計 51,155 60.6 54,375 57.2 1,770 52,604 58.7

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 10,490 12.4 10,490 11.0 － 10,490 11.7

２　資本剰余金 11,337 13.5 11,337 11.9 － 11,337 12.7

３　利益剰余金 8,295 9.8 11,753 12.4 1,675 10,077 11.2

４　自己株式 △91 △0.1 △142 △0.1 △37 △105 △0.1

株主資本合計 30,033 35.6 33,439 35.2 1,638 31,801 35.5

Ⅱ　評価・換算差額
等

１　その他有価証
券評価差額金

294 0.3 239 0.3 △227 467 0.5

２　為替換算調整
勘定

566 0.7 3,803 4.0 1,881 1,921 2.2

評価・換算差額
等合計

860 1.0 4,042 4.3 1,653 2,389 2.7

Ⅲ　少数株主持分 2,396 2.8 3,150 3.3 403 2,746 3.1

純資産合計 33,289 39.4 40,633 42.8 3,695 36,937 41.3

負債純資産合計 84,444 100.0 95,008 100.0 5,466 89,542 100.0

－ 6 －
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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 37,475 100.0 42,606 100.0 5,130 78,882 100.0

Ⅱ　売上原価 28,111 75.0 32,221 75.6 4,110 58,971 74.8

売上総利益 9,364 25.0 10,384 24.4 1,020 19,911 25.2

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※1 6,353 17.0 6,681 15.7 327 13,201 16.7

営業利益 3,010 8.0 3,703 8.7 692 6,710 8.5

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 59 69 128

２　賃貸料 57 72 101

３　持分法による投
資利益

238 496 488

４　為替差益 57 － 25

５　業務委託料 118 73 251

６　その他 521 1,051 2.8 82 793 1.9 △258 966 1,961 2.5

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 244 336 548

２　退職給付会計基
準変更時差異

38 38 76

３　貸倒引当金繰入
額

150 － 150

４　為替差損 － 17 －

５　その他 240 673 1.8 106 498 1.2 △175 325 1,101 1.4

経常利益 3,389 9.0 3,998 9.4 609 7,571 9.6

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益  ※2 3 22 13

２　貸倒引当金戻入
益

20 0 20

３　投資有価証券売
却益

9 － 14

４　その他 55 89 0.3 22 45 0.1 △44 8 56 0.1

Ⅶ　特別損失

１　固定資産売却損 ※3 0 1 23

２　固定資産除却損 ※4 53 12 99

３　投資有価証券評
価損

 29 － 32

４　その他  23 107 0.3 17 32 0.1 △74 28 184 0.3

税金等調整前中間
（当期）純利益

3,371 9.0 4,011 9.4 640 7,443 9.4

法人税、住民税及
び事業税

1,663 1,466 3,435

法人税等調整額 △87 1,575 4.2 293 1,760 4.1 184 △75 3,359 4.2

少数株主利益 148 0.4 316 0.8 167 403 0.5

中間（当期）純利
益

1,646 4.4 1,935 4.5 288 3,679 4.7

－ 7 －
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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   1,646  1,646

剰余金の配当（注）   △198  △198

役員賞与（注）   △73  △73

自己株式の取得    △13 △13

連結範囲の変動   △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）
     

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     1,646

剰余金の配当（注）     △198

役員賞与（注）     △73

自己株式の取得     △13

連結範囲の変動     △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）
△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

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日　残高

（百万円）
10,490 11,337 10,077 △105 31,801

　中間連結会計期間中の変動額

中間純利益   1,935  1,935

剰余金の配当   △248  △248

自己株式の取得    △37 △37

持分法適用会社の増加に伴う減

少高
  △11  △11

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）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 1,675 △37 1,638

平成19年９月30日　残高

（百万円）
10,490 11,337 11,753 △142 33,439

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19年３月31日　残高

（百万円）
467 1,921 2,389 2,746 36,937

　中間連結会計期間中の変動額

中間純利益     1,935

剰余金の配当     △248

自己株式の取得     △37

持分法適用会社の増加に伴う減少

高
    △11

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）
△227 1,881 1,653 403 2,057

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△227 1,881 1,653 403 3,695

平成19年９月30日　残高

（百万円）
239 3,803 4,042 3,150 40,633
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

　連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △198  △198

剰余金の配当   △248  △248

役員賞与（注）   △76  △76

当期純利益   3,679  3,679

自己株式の取得    △27 △27

連結範囲の変動   △38  △38

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 3,118 △27 3,090

平成19年３月31日　残高

（百万円）
10,490 11,337 10,077 △105 31,801

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

　連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △198

剰余金の配当     △248

役員賞与（注）     △76

当期純利益     3,679

自己株式の取得     △27

連結範囲の変動     △38

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
130 1,593 1,724 784 2,508

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
130 1,593 1,724 784 5,599

平成19年３月31日　残高

（百万円）
467 1,921 2,389 2,746 36,937

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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

3,371 4,011 640 7,443

減価償却費 1,498 1,849 350 3,421

持分法による投資損
益

△238 △496 △257 △488

のれん償却額 200 202 2 401

投資有価証券評価損 29 － △29 32

施設利用権評価損 0 － △0 0

貸倒引当金増減額 125 23 △102 154

賞与引当金増減額 182 217 35 44

役員賞与引当金増減
額

37 △28 △66 0

退職給付引当金増減
額

△89 △239 △150 11

役員退職慰労引当金
増減額

21 11 △10 67

受取利息及び受取配
当金

△69 △87 △17 △153

支払利息 244 336 91 548

有形固定資産売除却
損

54 14 △39 123

売上債権の増減額 △417 1,211 1,628 △1,548

たな卸資産の増減額 △252 △817 △564 △1,116

その他の資産の増減
額

△1,054 △417 636 △83

仕入債務の増減額 △1,180 △703 477 △987

割引手形の増減額 899 △630 △1,529 829

その他の負債の増減
額

452 △167 △619 1,231

役員賞与支払額 △77 － 77 △83

その他の増減額 57 △21 △78 496

小計 3,796 4,269 473 10,344

利息及び配当金の受
取額

82 69 △13 148

利息の支払額 △275 △361 △86 △552

法人税等の支払額 △1,452 △1,917 △465 △3,079

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

2,150 2,059 △91 6,860
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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

△1,650 △3,047 △1,397 △5,158

有形固定資産の売却
による収入

552 110 △442 552

投資有価証券の取得
による支出

△4 △1,515 △1,511 △17

投資有価証券の売却
による収入

287 5 △281 287

連結子会社株式の追
加取得による支出

△8,470 － 8,470 △8,470

定期預金の増減 544 319 △224 58

貸付による支出 △93 △65 27 △72

その他の収支 58 0 △57 178

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△8,775 △4,192 4,583 △12,641

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

22,154 9,992 △12,162 27,378

短期借入金の返済に
よる支出

△22,326 △6,362 15,964 △33,453

長期借入れによる収
入

1,938 269 △1,669 8,917

長期借入金の返済に
よる支出

△1,623 △1,460 163 △2,730

自己株式の取得によ
る支出

△13 △37 △23 △27

配当金の支払額 △198 △248 △49 △446

少数株主への配当金
の支払額

△65 △86 △20 △66

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△135 2,067 2,202 △428

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

133 179 45 414

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

△6,626 113 6,740 △5,794

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

12,127 6,453 △5,674 12,127

Ⅶ　新規連結子会社の現金
及び現金同等物の期首
残高

120 － △120 120

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

5,621 6,566 945 6,453
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 　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㈱

㈱バルコム

イーグル　インダストリー　台

湾 CORP

NEK CO.,LTD.

イーグル インダストリー(WUXI)

CO.,LTD.

イーグル・シールズ・アンド・

システムズ・インディアLTD.

なお、当中間連結会計期間に

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.、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.、その

他２社を連結子会社としており

ます。

　また、当中間連結会計期間に

おいて株式を追加取得したイー

グル・シールズ・アンド・シス

テムズ・インディアLTD、及びそ

の重要性が増したイーグルブル

グマン 台湾 CO.,LTD.を連結子

会社としております。

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㈱

㈱バルコム

イーグル　インダストリー　台

湾 CORP

NEK CO.,LTD.

イーグル インダストリー(WUXI)

CO.,LTD.

イーグル・シールズ・アンド・

システムズ・インディア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㈱

㈱バルコム

イーグル　インダストリー　台

湾 CORP

NEK CO.,LTD.

イーグル インダストリー(WUXI)

CO.,LTD.

イーグル・シールズ・アンド・

システムズ・インディアLTD.

なお、当連結会計年度におい

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.、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.、その他

２社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

て株式を追加取得したイーグ

ル・シールズ・アンド・システ

ムズ・インディアLTD、及びその

重要性が増したイーグルブルグ

マン 台湾 CO.,LTD.を連結子会

社としております。

(2)非連結子会社

非連結子会社（イーグルヨー

ロッパ GmbHほか４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（イーグルヨー

ロッパ GmbHほか５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（イーグルヨー

ロッパ GmbH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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 

30社

　主要な持分法適用会社名

イーグル　ヴィッツェンマン　

S.A.S.

イーグルブルグマン フランス 

S.A.S.

イーグルブルグマン イタリア

S.R.L.

イーグルブルグマン インダスト

リーズLP.

　なお、当中間連結会計期間に

おいて、新たにイーグルブルグ

マン フランス S.A.S.、イーグ

ルブルグマン イタリアs.r.l、

イーグルブルグマン インダスト

リーズLPほか26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 

33社

　主要な持分法適用会社名

イーグル　ヴィッツェンマン　

S.A.S.

イーグルブルグマン フランス 

S.A.S.

イーグルブルグマン イタリア

S.R.L.

イーグルブルグマン インダスト

リーズLP.

(1)持分法適用の関連会社

持分法適用の関連会社数

30社

　主要な持分法適用会社名

イーグル　ヴィッツェンマン　

S.A.S.

イーグルブルグマン フランス 

S.A.S.

イーグルブルグマン イタリア

S.R.L.

イーグルブルグマン インダスト

リーズLP.

　なお、当連結会計年度におい

て、新たにイーグルブルグマ

ン フランス S.A.S.、イーグル

ブルグマン イタリアS.R.L.、

イーグルブルグマン インダスト

リーズLP.、EBIアジアPTE.LTD.、

EBIアトランティックA/S、EBIミ

ドルイーストA/Sほか23社につい

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（イーグルヨーロッパ 

GmbH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範

囲から除外しております。

(2)持分法を適用していない非連結

子会社（イーグルヨーロッパ 

GmbHほか５社）及び関連会社

（イーグルインダストリー（マ

レーシア）SDN.BHD.ほか17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範

囲から除外しております。

　なお、ジムラックスGmbHほか

２社については、重要性が増し

たため、当中間連結会計期間よ

り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（イーグルヨーロッパ 

GmbHほか４社）及び関連会社

（ジムラックスGmbHほか14社）

は、連結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範

囲から除外しております。

(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.ほか

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.ほか

32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.ほか

29社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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

　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。

 

同左 　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社の決

算日は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。

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

部純資産直入法により処理

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(評価差額は全部純

資産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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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、当社及び国内連結子会

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

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、当社及び国内連結子会

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

（会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当中間連結

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ32百万円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。

（追加情報）

当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しており

ます。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益が、

それぞれ29百万円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。

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、当社及び国内連結子会

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

（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、

国内連結子会社においては、賞与

の当中間連結会計期間負担額を支

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、

国内連結子会社においては、賞与

の当連結会計年度負担額を支給見

込額基準にて計上しております。

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。

（会計方針の変更）

　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

益及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ37百万円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。

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.役員賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は役員

賞与の支出に備えるため、当連結

会計年度における支給見込額に基

づき計上しております。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「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

益及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ66百万円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

d.退職給付引当金

当社及び一部の連結子会社にお

いて、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、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

（4）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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（5）重要なヘッジ会計の方

法

a.ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たしている

金利スワップについて、特例処理

を適用しております。

a.ヘッジ会計の方法

同左

a.ヘッジ会計の方法

同左

b.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

b.ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

b.ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

c.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。

c.ヘッジ方針

同左

c.ヘッジ方針

同左

d.ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動の比率によって有効性を

評価しております。

　ただし、特例処理によっている

金利スワップについては、有効性

の評価を省略しております。

d.ヘッジ有効性評価の方法

同左

d.ヘッジ有効性評価の方法

同左

５．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

６．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。

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

　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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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

計基準等の適用指針」（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

間連結財務諸表規則により作成しております。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当連結会計年度より、「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等の適用

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

34,190百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照

表の純資産の部については、連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

　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」又は「負ののれん」と

表示しております。

（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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

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

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
110百万円

機械装置及

び運搬具
12

土地 246

計 370

建物及び構

築物
114百万円

機械装置及

び運搬具
13

土地 247

計 375

　上記物件について、一年以内に

返済予定の長期借入金268百万円、

長期借入金508百万円の担保に供

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255百万円、

長期借入金253百万円の担保に供

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311百万円、

長期借入金348百万円の担保に供

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.

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.

 18百万円

(111千EUR) 

　計 18百万円

(1)債務保証

イーグル

ヴィッツェン

マンS.A.S.

88百万円

(559千EUR) 

　計 88百万円

(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.

  30百万円

 (185千EUR)

計 30百万円

合計 48百万円

(2)経営指導念書

イーグル

ヴィッツェン

マンS.A.S.

  38百万円

 (  247千EUR)

 計 38百万円

合計 126百万円

　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 2,393百万円

受取手形裏書

譲渡高
2,077百万円

　３．受取手形割引高 1,630百万円

受取手形裏書

譲渡高

2,389百万円

※４．中間連結会計期間末日満期手形

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．中間連結会計期間末日満期手形

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 58百万円

受取手形割引高 15百万円

受取手形裏書譲渡高 256百万円

※４．連結会計年度末日満期手形

 

当連結会計年度の末日は金融機

関の休日でしたが、連結会計年度

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 196百万円

受取手形裏書譲渡高 81百万円
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※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．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．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。

従業員給与手当賞

与

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

従業員給与手当賞

与

1,979百万円

賞与引当金繰入額 521

退職給付引当金繰

入額
301

役員退職慰労引当

金繰入額
38

減価償却費 228

のれん償却費 209

従業員給与手当賞

与

4,410百万円

賞与引当金繰入額 538

退職給付引当金繰

入額
593

役員退職慰労引当

金繰入額
82

減価償却費 442

のれん償却費 413

　なお、研究開発費はすべて販売費

及び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

及び一般管理費に含まれており、研

究開発費の総額は325百万円であり

ます。

　なお、研究開発費はすべて販売費

及び一般管理費に含まれており、研

究開発費の総額は465百万円であり

ます。

※２．固定資産売却益 ※２．固定資産売却益 ※２.　　　――――――

機械装置及び

運搬具
3百万円

機械装置及び

運搬具
19百万円

土地 3 

計 22

※３．固定資産売却損 ※３．固定資産売却損 ※３．固定資産売却損

機械装置及び

運搬具
0百万円

機械装置及び

運搬具
1百万円

機械装置及び

運搬具
13百万円

その他 9

計 23

※４．固定資産除却損 ※４．固定資産除却損 ※４．固定資産除却損

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
4百万円

工具器具備品 0

その他 8

計 12

機械装置及び

運搬具
66百万円

工具器具備品 26

その他 6

計 99

　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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 前中間連結会計期間（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）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結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 248 利益剰余金 5 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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 当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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） 154 23 － 178

合計 154 23 － 178

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加23千株は、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19年６月27日定時株主総会 普通株式 248 5 平成19年３月31日 平成19年６月28日

　（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結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19年11月12日取締役会 普通株式 297 利益剰余金 6 平成19年９月30日 平成19年12月７日
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 前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末

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 23 － 154

合計 130 23 － 154

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加23千株は、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30日

平成18年11月14日取締役会  普通株式 248 5 平成18年９月30日 平成18年12月８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

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19年６月27日取締役会 普通株式 248 利益剰余金 5 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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18年９月30日現在) (平成19年９月30日現在) (平成19年３月31日現在)

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
7,650 百万円 

預入期間が

３ヶ月を超え

る定期預金

△1,084 百万円 

現金及び現金

同等物
6,566 百万円 

現金及び預金

勘定
7,815 百万円 

預入期間が

３ヶ月を超え

る定期預金

△1,362 百万円 

現金及び現金

同等物
6,453 百万円 

２．株式の取得により新たに連結子会

社となった会社の資産及び負債の

主な内訳

株式の取得により新たにイーグ

ル・シールズ・アンド・システム

ズ・インディアLTD. 他７社を連

結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに株式の取

得価額と取得のための支出（純

額）との関係は次のとおりであり

ます。

流動資産 3,294 百万円 

固定資産 1,892  

のれん 5,134  

流動負債 △1,033  

固定負債 △435  

株式の取得価

額
8,853 百万円 

現金及び現金

同等物
△383 百万円 

差引：取得の

ための支出
8,470 百万円 
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（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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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18年４月１日　至平成19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 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、インド、韓国、中国、ニュージーラ

ンド、オーストラリア

　(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．会計方針の変更（当中間連結会計期間）

　　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.(3)c.に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は37百万円増加し、営業利

　　益が同額減少しております。
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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 32,359 9,092 1,154 42,606 － 42,606

セグメント間の内部売上

高又は振替高 3,131 1,281 361 4,773 △4,773 －

計 35,490 10,373 1,515 47,380 △4,773 42,606

営業費用 33,436 9,058 1,361 43,856 △4,953 38,903

営業利益 2,053 1,314 154 3,523 179 3,703

　（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、インド、韓国、中国、ニュージーラ

ンド、オーストラリア

　(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．会計方針の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.(2)a.に記載のとおり、当中間連結会計期間

より、当社及び国内連結子会社は、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日

本」の営業費用は32百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

５．追加情報

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.(2)a.に記載のとおり、当中間連結会計期間

より、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は29百万

円増加し、営業利益が同額減少しております。
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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 60,814 15,997 2,070 78,882 － 78,882

セグメント間の内部売上

高又は振替高 5,181 2,205 397 7,783 △7,783 －

計 65,995 18,203 2,468 86,666 △7,783 78,882

営業費用 61,989 15,866 2,294 80,149 △7,977 72,172

営業利益 4,006 2,336 173 6,516 193 6,710

　（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…中国、台湾、韓国、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、インド、

オーストラリア、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。

４．会計方針の変更

（役員賞与に関する会計基準）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.(3)c.に記載のとおり、当連結会計年度より、「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。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は66百万円増加し、営業利益が同額減少してお

ります。

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

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,133 1,465 4,619 15,217

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － 42,606

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

(％)

21.4 3.4 10.9 35.7

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,655 2,582 7,727 25,964

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － 78,882

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

(％)

19.8 3.3 9.8 32.9

　（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．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、インドネシア、タイ、韓国、中国、インド、ニュージーラン

ド、オーストラリア

　(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。
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（開示の省略）

　リース取引、有価証券、デリバティブ取引に関する注記については、中間決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため開示を省略しております。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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 756.01円

１株当たり中間純利益 39.03円

１株当たり純資産額 689.28円

１株当たり当期純利益 74.16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18年４月１日

　　至平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自平成19年４月１日

　　至平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自平成18年４月１日

　　至平成19年３月31日）

中間（当期）純利益

（百万円）
1,646 1,935 3,679

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間

（当期）純利益（百万円）
1,646 1,935 3,679

期中平均株式数（千株） 49,621 49,591 49,615

（重要な後発事象）

　前中間連結会計期間（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。

　当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。 
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前事業
年度末比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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 1,572 2,438 340 2,097

２　受取手形  1,832 1,478 △694 2,173

３　売掛金 11,123 12,354 636 11,718

４　たな卸資産 2,733 3,447 7 3,440

５　未収入金 2,857 3,574 176 3,398

６　その他 1,912 2,119 192 1,926

７　貸倒引当金 △0 △0 － △0

流動資産合計 22,031 32.5 25,413 34.9 659 24,753 35.0

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産
 
 

 

(1)建物 2,226 2,124 △78 2,202

(2)機械及び装置 6,294 7,041 464 6,576

(3)土地 1,553 1,553 △0 1,553

(4)建設仮勘定 183 129 △35 165

(5)その他 396 433 1 432

有形固定資産合
計

10,655 11,282 351 10,931

２　無形固定資産 73 71 △3 74

３　投資その他の資
産

 

(1)関係会社株式 22,687 27,347 4,697 22,649

(2)長期貸付金 7,793 4,626 △3,041 7,668

(3)繰延税金資産 3,201 3,088 △266 3,355

(4)その他 1,675 1,278 △349 1,628

(5)貸倒引当金 △255 △245 9 △255

投資その他の資
産合計

35,102 36,095 1,048 35,047

固定資産合計 45,830 67.5 47,449 65.1 1,396 46,052 65.0

資産合計 67,861 100.0 72,862 100.0 2,056 70,806 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前事業
年度末比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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 5,110 5,202 △410 5,612

２　短期借入金 8,420 7,020 3,700 3,320

３　一年以内に返済
予定の長期借入
金

 2,089 3,207 482 2,724

４　未払金 3,955 702 △344 1,047

５　ファクタリング
未払金

－ 3,854 276 3,578

６　未払法人税等 837 767 △173 941

７　賞与引当金 1,005 1,024 107 917

８　役員賞与引当金 34 34 △19 54

９　従業員預り金 2,861 2,873 △4 2,877

10　その他 1,421 1,613 △12 1,625

流動負債合計 25,735 37.9 26,301 36.1 3,601 22,700 32.0

Ⅱ　固定負債  

１　長期借入金  6,308 9,851 △1,692 11,544

２　退職給付引当金 7,989 7,653 △261 7,915

３　役員退職慰労引
当金

324 356 8 347

固定負債合計 14,622 21.6 17,861 24.5 △1,945 19,807 28.0

負債合計 40,358 59.5 44,163 60.6 1,655 42,507 60.0

 

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１　資本金 10,490 15.4 10,490 14.4 － 10,490 14.8

２　資本剰余金  

(1)資本準備金 11,337 11,337 － 11,337

資本剰余金合計 11,337 16.7 11,337 15.6 － 11,337 16.0

３　利益剰余金  

(1)利益準備金 599 599 － 599

(2)その他利益剰
余金

  

固定資産圧縮
積立金

179 165 － 165

別途積立金 730 730 － 730

繰越利益剰余
金

3,968 5,293 651 4,641

利益剰余金合計 5,477 8.1 6,788 9.3 651 6,137 8.7

４　自己株式 △91 △0.1 △142 △0.2 △37 △105 △0.1

株主資本合計 27,214 40.1 28,475 39.1 614 27,860 39.4

Ⅱ　評価・換算差額等  

１　その他有価証券
評価差額金

288 0.4 224 0.3 △213 437 0.6

評価・換算差額等
合計

288 0.4 224 0.3 △213 437 0.6

純資産合計 27,503 40.5 28,699 39.4 400 28,298 40.0

負債純資産合計 67,861 100.0 72,862 100.0 2,056 70,806 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 26,211 100.0 29,610 100.0 3,399 54,972 100.0

Ⅱ　売上原価 22,134 84.4 25,100 84.8 2,965 46,430 84.5

売上総利益 4,077 15.6 4,510 15.2 433 8,541 15.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

3,396 13.0 3,259 11.0 △136 6,531 11.8

営業利益 680 2.6 1,251 4.2 570 2,009 3.7

Ⅳ　営業外収益  773 3.0 646 2.2 △126 1,462 2.6

Ⅴ　営業外費用  392 1.5 376 1.3 △15 723 1.3

経常利益 1,062 4.1 1,521 5.1 458 2,748 5.0

Ⅵ　特別利益  367 1.4 3 0.0 △363 369 0.7

Ⅶ　特別損失  96 0.4 11 0.0 △85 156 0.3

税引前中間
（当期）純利
益

1,333 5.1 1,513 5.1 180 2,961 5.4

法人税、住民
税及び事業税

643 507 1,374

法人税等調整
額

△22 620 2.4 106 613 2.1 △6 △32 1,341 2.5

中間（当期）
純利益

712 2.7 899 3.0 186 1,620 2.9
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

10,490 11,337 11,337 599 196 730 3,492 5,018 △77 26,769

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

（注）
    △16  16 －  －

剰余金の配当（注）       △198 △198  △198

中間純利益       712 712  712

自己株式の取得        － △13 △13

役員賞与（注）       △54 △54  △54

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

          

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △16 － 475 459 △13 445

平成18年９月30日　残高
（百万円）

10,490 11,337 11,337 599 179 730 3,968 5,477 △91 27,214

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
330 330 27,100

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

（注）
  －

剰余金の配当（注）   △198

中間純利益   712

自己株式の取得   △13

役員賞与（注）   △54

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

△42 △42 △42

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△42 △42 402

平成18年９月30日　残高

（百万円）
288 288 27,503

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

10,490 11,337 11,337 599 165 730 4,641 6,137 △105 27,860

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △248 △248  △248

中間純利益       899 899  899

自己株式の取得         △37 △37

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

          

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － － － － － 651 651 △37 614

平成19年９月30日　残高
（百万円）

10,490 11,337 11,337 599 165 730 5,293 6,788 △142 28,475

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
437 437 28,298

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △248

中間純利益   899

自己株式の取得   △37

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

△213 △213 △213

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△213 △213 400

平成19年９月30日　残高

（百万円）
224 224 28,699
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

10,490 11,337 11,337 599 196 730 3,492 5,018 △77 26,769

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

（注）
    △16  16 －  －

固定資産圧縮積立金の取崩     △13  13 －  －

剰余金の配当（注）       △198 △198  △198

剰余金の配当       △248 △248  △248

役員賞与（注）       △54 △54  △54

当期純利益       1,620 1,620  1,620

自己株式の取得         △27 △27

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △30 － 1,149 1,118 △27 1,091

平成19年３月31日　残高
（百万円）

10,490 11,337 11,337 599 165 730 4,641 6,137 △105 27,860

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
330 330 27,100

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

（注）
  －

固定資産圧縮積立金の取崩   －

剰余金の配当（注）   △198

剰余金の配当   △248

役員賞与（注）   △54

当期純利益   1,620

自己株式の取得   △27

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
107 107 107

事業年度中の変動額合計

（百万円）
107 107 1,198

平成19年３月31日　残高

（百万円）
437 437 28,298

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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