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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 87,406 10.8 7,577 12.9 8,361 10.4 3,994 8.6

19年３月期 78,882 22.7 6,710 33.8 7,571 45.5 3,679 73.1

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 80 55  － 11.0 8.9 8.7

19年３月期 74 16  － 11.6 9.0 8.5

（参考）持分法投資損益 20年３月期 921百万円 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

20年３月期 98,166 42,365 39.3 778 90

19年３月期 89,542 36,937 38.2 689 28

（参考）自己資本 20年３月期 38,612百万円 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

20年３月期 6,229 △7,300 1,790 7,165

19年３月期 6,860 △12,641 △428 6,453

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期  － 5 00  － 5 00 10 00 496 13.5 1.6

20年３月期   6 00  － 6 00 12 00 594 14.9 1.6

21年３月期（予想）  － 6 00  － 6 00 12 00 － 13.8 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
連結累計期間

45,500 6.8 3,300 △10.9 3,650 △8.7 1,950 0.8 39 34

通期 92,000 5.3 7,200 △5.0 8,100 △3.1 4,300 7.7 86 74
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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

(2）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（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、21ページ「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） 20年３月期 49,757,821株 19年３月期 49,757,821株

②　期末自己株式数 20年３月期 184,803株 19年３月期 154,728株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 59,594 8.4 2,527 25.8 3,013 9.6 1,702 5.0

19年３月期 54,972 15.8 2,009 5.2 2,748 2.1 1,620 21.8

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

円 銭 円 銭

20年３月期 34 33  －

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

20年３月期 74,326 29,051 39.1 586 03

19年３月期 70,806 28,298 40.0 570 50

（参考）自己資本 20年３月期 29,051百万円 19年３月期 28,298百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
累計期間

31,000 4.7 1,000 △20.1 1,500 △1.4 830 △7.7 16 74

通期 62,700 5.2 2,250 △11.0 3,150 4.5 1,750 2.8 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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度における我が国経済は、堅調な企業業績を背景に設備投資の増加や、雇用情勢の改善が見られ、景

気全体としては緩やかな回復基調で推移いたしました。しかし、年度の後半からの半導体・液晶関連業界の在庫調整

による停滞局面や、米国のサブプライムローン問題の世界的影響、ならびに急速な円高や原油を始めとする原材料価

格の高騰などにより、企業収益の悪化懸念も高まっております。

　このような経済情勢のなか、当社グループは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874億6百万円（前期比10.8％増）、連結営業利益は75億77百万円（前期

比12.9％増）、連結経常利益は83億61百万円（前期比10.4％増）、連結当期純利益は39億94百万円（前期比8.6％増）

となりました。

　また当社グループは中長期的な安定成長の礎を築くべく平成19年度より開始しました三ヵ年計画の初年度を終了い

たしましたが、最終年度の目標といたしております平成21年度売上高1,000億円、営業利益100億円、ＲＯＡ（総資産

当期純利益率）6.0％の達成に向けた諸施策を実施してまいりました。

　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378億38百万円（前期比7.7％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が大きく増加し、売上高は235億10百万円（前期比19.7％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260億58百万円（前期比8.1％増）となりました。

　今後の見通しにつきましては、米国の景気減速の影響による、急激な為替の変動、原油を始めとする原材料価格の

高騰に伴い、世界経済は不透明感が増しておりますが、当社グループの現時点で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、原価低減活動

に注力し業績の向上に邁進してまいります。

　次期の見通しとしましては、連結売上高920億円（前期比5.3％増）、連結営業利益72億円（前期比5.0％減）、連結

経常利益81億円（前期比3.1％減）、連結当期純利益43億円（前期比7.7％増）を見込んでいます。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

　当連結会計年度末の資産は981億66百万円（前期比9.6％増）となりました。これは主に投資有価証券の増加34億86

百万円、有形固定資産の増加22億79百万円、たな卸資産の増加12億74百万円によるものであります。

　負債は558億1百万円（前期比6.1％増）となりました。これは主に借入金の増加24億53百万円、買掛金の増加12億52

百万円によるものであります。

　純資産は423億65百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　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71億65百万円となり、前

連結会計年度末対比7億12百万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62億29百万円（前期比9.2％減）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益

83億19百万円、減価償却費38億42百万円等があったものの法人税等の支払額34億21百万円と売上債権の増加額12億94

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73億円（前期比42.3％減）となりました。これは主に設備取得等に伴う支出66億57

百万円、投資有価証券の取得10億24百万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17億90百万円（前期は4億28百万円の支出）となりました。これは主に短期借入金の

純増額12億80百万円、長期借入金の純増額11億84百万円及び配当金の支払い6億28百万円等によるものであります。

 　　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あります。

 

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率（％） 29.7 34.0 37.1 38.2 39.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
49.7 52.3 72.2 70.6 34.0

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率
4.1 4.4 5.4 3.8 4.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
12.1 10.4 10.8 12.5 7.9

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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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。内部留保金につきましては、引き続き、三ヵ年計画に沿っての新

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。

　当期の１株当たり配当金は、中間配当６円（既に実施済み）・期末配当６円、年間で12円（前期に比べ２円の増配）

を予定しております。また、次期の１株当たり配当金は、中間配当６円・期末配当６円、年間で12円を予定しており

ます。
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(4）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並びに販売

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、鋼板・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り組んでおり、

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、当社グループの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、合理化並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どお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、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、

中国、台湾、韓国、タイ、インド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、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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２．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40社、関連会社51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。

 

生産及び販売拠点（30社） 

 
☆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) 
☆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) 
☆PT イーグルブルグマン インドネシア          

(インドネシア) 
☆イーグルインダストリー台湾 CORP. 
（台湾） 
☆NEK CO.,LTD.         (韓国) 
☆EKK イーグル（タイランド）CO.,LTD.           

(タイ) (注)２ 
☆イーグルインダストリー(WUXI)CO.,LTD. 

(中国) 
☆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） 
その他５社 

 
 

＊ジムラックス GmbH（ドイツ）(注)３ 
＊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A/S（デンマーク） 

その他14社(注)３ 

イ 

ー 

グ 

ル 

工 

業 
株 

式 

会 

社 
 

生産及び販売拠点（10社） 

 
☆イーグルブルグマンジャパン㈱ 

(注)１ 
☆コベルコイーグル・マリンエンジニ
アリング㈱ 

☆岡山イーグル㈱ 
☆島根イーグル㈱ 
☆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 
その他２社 

 

販売代理店（１社） 
 
◇ＮＯＫ㈱ 

販売拠点（１社） 
 
 
☆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(40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) 
☆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8社 

 
  
＊イーグルブルグマン フランス S.A.S.        

(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25社 

その他（9社） 

 
☆EKK INC.          (米国) 
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A/S（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A/S  （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19年11月１日付けでイーグルブルグマンジャパン㈱とイーグルブルグマンテクノ㈱はイーグルブルグマン

ジャパン㈱を存続会社として合併をしております。

（注）２．平成19年６月14日付けでEKK イーグル(タイランド)CO.,LTD.を設立しております。

（注）３．ジムラックスGmbH及びその子会社２社はその重要性が増したため、当連結会計年度より持分法を適用しており

ます。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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）中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標

当社は平成19年４月より中・長期的な安定成長・安定収益確保の礎となる三ヵ年計画をスタートさせました。概要

は以下の通りであります。

１．スローガン

　「グローバル・インテグラル・カンパニーを目指して　～　C.S. E.S.の向上」

 インテグラルとは名詞としては微積分の積分の事であり、形容詞としては無くてはならぬと言う意味でありま

すが、これを意訳すると、微小部分(従業員一人一人)の能力の積分(総和)で世界的にインテグラルな(不可欠

な)企業並びに企業風土を作り上げて行くと言う意味になります。また、C.S.とは顧客満足度（Customer 

Satisfaction）の事で、E.S.とは従業員満足度（Employee Satisfaction）の事であります。

２．期　　間　　　　平成19年度から21年度

３．主要推進項目

(1) 人を活かす企業文化の創造

 a.全員のエネルギーと能力を活かしきる経営の推進

 b.相対評価、権威主義、減点主義、短期的利益追求の排除

 c.風通しの良い企業風土の醸成

(2) 品質における顧客の信頼の獲得

(3) シナジー効果があり且つ時代の趨勢に適う新製品・新素材開発及び知的財産の充実

(4) 全ての関係会社の見える化の推進とそれによる如何なる兆候も見逃さない先手必勝の故障排除敢行

(5) 全部門・全員によるEBIアライアンス体制構築総仕上げへの貢献　（注）１

(6) 四大プロフィットセンター及び全スタッフ部門による共存原理を活かした全員が手を携えて進める改革・

改善活動の推進と総合力の発揮（注）２

  (7) SCMを駆使した在庫削減による借入金の圧縮　（注）３

(8) 良き企業市民である為の法令遵守、環境保護、従業員の安全の確保、供給責任を果たす為のリスクマネ

ジメントの充実

(注)１　EBIアライアンス：ブルグマン社（ドイツ）との資本・業務提携

(注)２　四大プロフィットセンター：AI（自動車業界向け）事業部門、EBI（ブルグマンアライアンス）事業

部門、マリン事業部門、航空宇宙事業部門

(注)３　SCM：サプライチェーンマネジメント

４．目標経営数値（最終年度の連結値）

  (1) 売上高　　　　            １,０００億円

  (2) 営業利益　　　　             １００億円

  (3) ＲＯＡ(総資産当期純利益率）      ６％

(3）会社の対処すべき課題

　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。原油・原材料価格の高騰や不安定な為替相場の動向、サブプライムローン問題に端を発した米国経済

の停滞、半導体・液晶関連業界の在庫調整局面が続くことも予想され、全部門とも原油価格高騰による原材料値上げ

圧力のコスト吸収努力、更には製品価格への反映努力が課題となっております。

　自動車業界は世界的には地域差が見込まれるものの、市場全体では緩やかな成長が続くと予想されます。特に、ア

ジアでは中国やインドなど新興国の経済成長が見込まれ、これら地域を含め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

するための施策を継続して推進いたします。

　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及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いた世界各地での合弁事業展開を積極的に推進いたします。

　航空宇宙業界は特に民間航空機の市場が安定的に拡大しており、高品質を維持した製品供給を推進してまいりま

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、顧客要求納期確保に向けた生産能力の整備と鋼材を始

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。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

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)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 7,815 8,364 549

２．受取手形及び売掛金 ※５ 20,584 21,453 868

３．たな卸資産 10,615 11,890 1,274

４．未収入金 378 406 27

５．繰延税金資産 925 1,138 213

６．その他 2,293 3,317 1,024

７．貸倒引当金 △57 △18 39

流動資産合計 42,555 47.5 46,553 47.4 3,997

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※２

(1）建物及び構築物 18,119 18,751

減価償却累計額 8,122 9,996 8,755 9,995 △0

(2）機械装置及び運搬具 27,052 30,009

減価償却累計額 15,711 11,341 17,227 12,782 1,440

(3）工具器具及び備品 4,006 4,417

減価償却累計額 2,828 1,178 3,329 1,087 △90

(4）土地 3,367 3,403 35

(5）建設仮勘定 256 1,150 893

有形固定資産合計 26,140 29.2 28,419 28.9 2,279

２．無形固定資産

(1）のれん 7,285 6,875 △410

(2）その他 173 169 △4

無形固定資産合計 7,459 8.3 7,044 7.2 △414
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

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)

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※１ 6,578 10,064 3,486

(2）長期貸付金 2,284 2,132 △151

(3）繰延税金資産 3,416 3,027 △388

(4）その他 ※１ 1,363 1,181 △182

(5）貸倒引当金 △256 △257 △1

投資その他の資産合計 13,386 15.0 16,149 16.5 2,762

固定資産合計 46,986 52.5 51,613 52.6 4,627

資産合計 89,542 100.0 98,166 100.0 8,624

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 5,263 6,515 1,252

２．短期借入金 5,149 6,495 1,346

３．一年以内に返済予定の
長期借入金

※２ 3,390 4,520 1,129

４．未払金 5,215 5,016 △198

５．未払法人税等 1,943 1,685 △258

６．従業員預り金 2,877 2,864 △13

７．賞与引当金 1,554 1,676 122

８．役員賞与引当金 66 65 △1

９．その他 3,439 3,568 129

流動負債合計 28,900 32.3 32,407 33.0 3,507

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 14,484 14,462 △21

２．退職給付引当金 8,520 8,170 △349

３．役員退職慰労引当金 457 505 48

４．負ののれん 240 227 △13

５．その他 1 26 24

固定負債合計 23,704 26.4 23,393 23.8 △311

負債合計 52,604 58.7 55,801 56.8 3,196
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   10,490 11.7  10,490 10.7 －

２．資本剰余金   11,337 12.7  11,337 11.6 －

３．利益剰余金   10,077 11.2  13,851 14.1 3,774

４．自己株式   △105 △0.1  △152 △0.2 △46

　　株主資本合計   31,801 35.5  35,528 36.2 3,727

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  467 0.5  85 0.1 △381

２．為替換算調整勘定   1,921 2.2  2,997 3.1 1,076

　　評価・換算差額等合計   2,389 2.7  3,083 3.2 694

Ⅲ　少数株主持分   2,746 3.1  3,753 3.8 1,006

純資産合計   36,937 41.3  42,365 43.2 5,428

負債純資産合計   89,542 100.0  98,166 100.0 8,624
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高 78,882 100.0 87,406 100.0 8,523

Ⅱ　売上原価 58,971 74.8 66,562 76.2 7,591

売上総利益 19,911 25.2 20,843 23.8 932

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 13,201 16.7 13,266 15.1 64

営業利益 6,710 8.5 7,577 8.7 867

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 128 183

２．受取配当金 － 513

３．賃貸料 101 121

４．持分法による投資利益 488 921

５．為替差益 25 －

６．業務委託料 251 117

７．その他 966 1,961 2.5 422 2,280 2.6 319

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 548 752

２．退職給付会計基準変更
時差異

76 76

３．貸倒引当金繰入額 150 －

４．為替差損 － 373

５．その他 325 1,101 1.4 295 1,497 1.7 396

経常利益 7,571 9.6 8,361 9.6 789

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 13 19

２．貸倒引当金戻入益 20 9

３．投資有価証券売却益 14 －

４．その他 8 56 0.1 22 51 0.0 △5

－ 11 －

イーグル工業㈱　(6486)  平成20年3月期決算短信



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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

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)

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※２ 23 6

２．固定資産除却損 ※３ 99 62

３．投資有価証券評価損  32 0

４．その他 28 184 0.3 23 92 0.1 △92

税金等調整前当期純利益 7,443 9.4 8,319 9.5 876

法人税、住民税及び事業
税

3,435 3,170

法人税等調整額 △75 3,359 4.2 133 3,303 3.8 △55

少数株主利益 403 0.5 1,021 1.1 618

当期純利益 3,679 4.7 3,994 4.6 314
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

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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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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19年３月31日　残高
（百万円） 10,490 11,337 10,077 △105 31,801

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △543  △543

当期純利益   3,994  3,994

自己株式の取得    △46 △46

持分法適用会社増加に伴う
減少高   △2  △2

海外関連会社の会計基準変
更に伴う増加高   326  326

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） － － 3,774 △46 3,727

平成20年３月31日　残高
（百万円） 10,490 11,337 13,851 △152 35,528

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △543

当期純利益     3,994

自己株式の取得     △46

持分法適用会社増加に伴う
減少高

    △2

海外関連会社の会計基準変
更に伴う増加高

    326

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純
額）

△381 1,076 694 1,006 1,700

連結会計年度中の変動額合計
（百万円） △381 1,076 694 1,006 5,428

平成20年３月31日　残高
（百万円） 85 2,997 3,083 3,753 42,365
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利
益

7,443 8,319 876

減価償却費 3,421 3,842 421

持分法による投資損益 △488 △921 △433

のれん償却額 401 403 2

投資有価証券評価損 32 0 △32

貸倒引当金増減額 154 △35 △189

賞与引当金増減額 44 122 78

退職給付引当金増減額 11 △335 △347

役員退職慰労引当金増
減額

67 48 △19

受取利息及び受取配当
金

△153 △697 △543

支払利息 548 752 203

有形固定資産売除却損 123 68 △54

売上債権の増減額 △1,548 △1,294 254

たな卸資産の増減額 △1,116 △1,260 △143

その他の資産の増減額 △83 △1,036 △952

仕入債務の増減額 △433 821 1,254

割引手形の増減額 829 369 △460

その他の負債の増減額 1,231 215 △1,016

役員賞与支払額 △83 － 83

その他の増減額 △57 342 398

小計 10,344 9,725 △619

利息及び配当金の受取
額

148 714 566

利息の支払額 △552 △788 △236

法人税等の支払額 △3,079 △3,421 △341

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

6,860 6,229 △630
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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

△5,158 △6,657 △1,498

有形固定資産の売却に
よる収入

552 346 △206

投資有価証券の取得に
よる支出

△17 △1,024 △1,006

投資有価証券の売却に
よる収入

287 － △287

連結子会社株式の追加
取得による支出

※２ △8,470 － 8,470

定期預金の預入 △485 － 485

定期預金の払出 544 112 △432

貸付けによる支出 △72 △122 △50

その他の収支 178 45 △133

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△12,641 △7,300 5,341

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 27,378 20,815 △6,563

短期借入金の返済によ
る支出

△33,453 △19,534 13,919

長期借入れによる収入 8,917 4,774 △4,143

長期借入金の返済によ
る支出

△2,730 △3,589 △858

自己株式の取得による
支出（純額）

△27 △46 △19

親会社による配当金の
支払額

△446 △545 △98

少数株主への配当金の
支払額

△66 △82 △15

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△428 1,790 2,219
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

414 △7 △422

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

△5,794 712 6,506

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

12,127 6,453 △5,674

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

Ⅷ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 6,453 7,165 712
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

連結子会社数　　　　　　34社

連結子会社名は、「２　企業集団の

状況」に記載のとおりであります。

なお、当連結会計年度において、新

たに出資をした㈱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 コリアLTD.、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(タイランド)

CO.,LTD.、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 シンガポール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

連結子会社名は、「２　企業集団の

状況」に記載のとおりであります。

なお、当連結会計年度において、新

たに設立したEKK イーグル（タイラン

ド）CO.,LTD.を連結子会社としており

ますが、実質的に未稼働であるため当

連結会計年度は貸借対照表のみを連結

しております。

また、当連結会計年度において、連

結子会社であったイーグルブルグマン

テクノ㈱は連結子会社であるイーグル

ブルグマンジャパン㈱と合併しており

ます。

(2）非連結子会社 (2）非連結子会社

非連結子会社はイーグルヨーロッ

パ GmbHほか４社であります。

非連結子会社の総資産額、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）の各合計

は、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。

非連結子会社はイーグルヨーロッ

パ GmbHほか５社であります。

非連結子会社の総資産額、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）の各合計

は、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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

(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.

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 

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.

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 

　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その他23社につ

いて、持分法を適用しております。

　なお、ジムラックスGmbHその他２社

については、重要性が増したため当連

結会計年度より持分法を適用しており

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）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を除外しております。

(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、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

持分法の適用を除外しております。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

３．連結子会社の事業年度等

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、

必要な調整を行うこととしております。

海外連結子会社25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24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、

必要な調整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

その他有価証券

a.有価証券

その他有価証券

(a)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）

(a)時価のあるもの

同左

(b)時価のないもの

　移動平均法による原価法

(b)時価のないもの

同左

b.デリバティブ

時価法（金利スワップについては特

例処理の要件を満たしている場合は特

例処理を採用しております。）

b.デリバティブ

同左

c.たな卸資産 c.たな卸資産

(a)製品

主として先入先出法による原価法

(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

(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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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、国内連

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

（建物附属設備を除く）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。

a.有形固定資産

当社は定率法によっており、国内連

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

（建物附属設備を除く）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

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、当連結会計年度より、

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

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

93百万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

税金等調整前当期純利益が、それぞれ

57百万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

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）に基づく定額法を採用しておりま

す。

b.無形固定資産

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を勘

案し回収不能見込額を計上しておりま

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

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、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。

b.賞与引当金

同左

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。

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。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

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

(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

(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

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

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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

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。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれん及び負ののれんは、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。

同左

７．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

８．その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

(1）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。

(1）消費税等の会計処理

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、当連結会計年度から「のれん」又

は「負ののれん」と表示しております。

――――――

 

――――――

 

（連結損益計算書）

前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「受取配当金」は、営業外収益の100

分の10を超えたため区分掲記しました。なお、前連結会

計年度における「受取配当金」は25百万円でありま

す。  

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれ

ん償却額」と表示しております。 

――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資その他の資産

投資有価証券(株式) 5,814百万円

その他（出資金） 343

投資その他の資産

投資有価証券(株式) 9,437百万円

※２．担保に供している資産

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

※２．担保に供している資産

建物及び構築物 106百万円

機械装置及び運搬具 12

土地 246

計 365

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。

上記物件について、一年以内に返済予定の長期借入

金140百万円、長期借入金208百万円の担保に供してお

ります。

　３．保証債務 　３．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。

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 (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)

新ニノミヤメタル㈱ 1,680百万円

(2）経営指導念書 (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)

合計 126百万円

イーグル ヴィッツェンマン

S.A.S.

19百万円

(123千EUR)

合計 1,700百万円

　４．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．受取手形割引高 1,999百万円

受取手形裏書譲渡高 2,377百万円

※５．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

※５．　　　　―――――――
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

従業員給与手当賞与 4,410百万円

賞与引当金繰入額 538

役員賞与引当金繰入額 66

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

のれん償却額 413

従業員給与手当賞与 4,282百万円

賞与引当金繰入額 539

役員賞与引当金繰入額 60

退職給付引当金繰入額 513

役員退職慰労引当金繰入額 89

減価償却費 390

のれん償却額 416

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。

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629百万円であり

ます。

※２．固定資産売却損 ※２．固定資産売却損

機械装置及び運搬具 13百万円

その他 9

計 23

機械装置及び運搬具 5百万円

その他 1

計 6

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳

機械装置及び運搬具 66百万円

建物及び構築物 26

工具器具及び備品 6

計 99

機械装置及び運搬具 34百万円

建物及び構築物 25

工具器具及び備品 1

計 62

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。

（連結株主資本等変動計算書関係）

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

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
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。
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２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

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）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
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

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
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 30 － 184

合計 154 30 － 184

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加30千株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

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

平成19年11月12日

取締役会
普通株式 297 6 平成19年９月30日 平成19年12月７日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議予定）
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

平成20年６月26日

定時株主総会
普通株式 297 利益剰余金 6 平成20年３月31日 平成20年６月27日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※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

※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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

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

現金及び預金勘定 8,364百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金

△1,199百万円

現金及び現金同等物 7,165百万円

※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

現金及び現金同等物 △383

差引：取得のための支出 8,470

※２．　　　　　　　―――――――
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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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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
アジア・

オセアニア
その他の地域 計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
60,814 15,997 2,070 78,882 － 78,882

(2）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

Ⅱ　資産 82,682 18,595 3,535 104,813 △15,271 89,542

　（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…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）その他の地域…米国、英国

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.(4)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。
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

日本
アジア・

オセアニア
その他の地域 計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
67,086 17,843 2,477 87,406 － 87,406

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
6,296 2,595 431 9,323 △9,323 －

計 73,382 20,439 2,908 96,730 △9,323 87,406

営業費用 68,925 17,701 2,618 89,246 △9,417 79,828

営業利益 4,456 2,737 290 7,484 93 7,577

Ⅱ　資産 86,349 22,340 3,838 112,527 △14,360 98,166

　（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…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）その他の地域…米国、英国

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

（有形固定資産の減価償却の方法の変更）

「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、当連結会計年度より、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93百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

５．追加情報

「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、当連結会計年度より、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57百万円増加し、

営業利益が同額減少しております。
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ｃ．海外売上高

　最近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。

アジア・
オセアニア

北米 その他 合計

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

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

Ⅰ　海外売上高
（百万円）

21,331 2,583 6,666 30,580

Ⅱ　連結売上高
（百万円）

－ － － 87,406

Ⅲ　海外売上高の連結売上
高に占める割合（％）

24.4 3.0 7.6 35.0

　（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…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）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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（関連当事者との取引）

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　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
(人)

事業上の関係

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

（被所有）

直接 28.9%

間接　1.2%

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

20,991 売掛金 2,006

　（注）１．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．取引条件ないし取引条件の決定方針等

製品の販売については、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　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
（人）

事業上の関係

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
64 　－ －

　（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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
(人)

事業上の関係

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

（被所有）

直接 28.9%

間接　1.2%

4

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

23,094 売掛金 2,228

　（注）１．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．取引条件ないし取引条件の決定方針等

製品の販売については、市場価格、総原価等を勘案し、交渉の上決定しております。
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２　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
（人）

事業上の関係

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
48 　－ －

　（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。

　（開示の省略）

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計に関する注記については、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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額 778.90円

１株当たり当期純利益 80.55円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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。

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 3,679 3,994

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,679 3,994

期中平均株式数（株） 49,615,785 49,583,226

（重要な後発事象）

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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

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)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,097 2,030 △66

２．受取手形  2,173 2,044 △129

３．売掛金  11,718 11,942 224

４．製品 1,385 1,742 357

５．原材料 78 69 △8

６．仕掛品 1,972 1,828 △143

７．貯蔵品 3 3 △0

８．前渡金 996 1,861 865

９．未収入金  3,398 5,409 2,011

10．繰延税金資産 544 627 82

11．その他 385 378 △6

12．貸倒引当金 △0 － 0

流動資産合計 24,753 35.0 27,939 37.6 3,186

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産  

(1）建物 5,975 6,017

減価償却累計額 3,773 2,202 3,938 2,078 △124

(2）構築物 481 479

減価償却累計額 388 92 395 84 △8

(3）機械及び装置 16,716 18,511

減価償却累計額 10,140 6,576 11,205 7,305 728

(4）車輌運搬具 29 27

減価償却累計額 24 4 24 3 △1

(5）工具器具備品 1,606 1,759

減価償却累計額 1,271 335 1,503 256 △78

(6）土地 1,553 1,553 △0

(7）建設仮勘定 165 208 43

有形固定資産合計 10,931 15.4 11,490 15.5 559

２．無形固定資産

(1）電話加入権 0 0 －

(2）ソフトウエア 74 59 △15

(3）その他 － 11 11

無形固定資産合計 74 0.1 70 0.1 △4
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

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)

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 734 585 △149

(2）関係会社株式 22,649 27,535 4,886

(3）関係会社出資金 343 － △343

(4）長期貸付金 84 73 △11

(5）従業員長期貸付金 1,991 1,909 △82

(6）関係会社長期貸付金 5,592 1,074 △4,518

(7）長期前払費用 29 220 190

(8）差入保証金 211 215 3

 (9）繰延税金資産 3,355 3,076 △278

(10）その他 309 381 72

(11）貸倒引当金 △255 △245 9

投資その他の資産合計 35,047 49.5 34,826 46.8 △220

固定資産合計 46,052 65.0 46,387 62.4 334

資産合計 70,806 100.0 74,326 100.0 3,520
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

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)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金  5,612 5,604 △8

２．短期借入金 3,320 4,820 1,500

３．一年以内返済予定の長
期借入金

 2,724 3,630 905

４．未払金 1,047 836 △211

５．ファクタリング未払金  3,578 4,473 894

６．未払法人税等 941 761 △180

７．未払費用 352 439 86

８．前受金 1,111 1,568 457

９．預り金 46 51 5

10．賞与引当金 917 912 △5

11．役員賞与引当金 54 60 5

12．従業員預り金 2,877 2,864 △13

13．その他 115 28 △86

流動負債合計 22,700 32.0 26,050 35.0 3,350

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金  11,544 11,414 △130

２．退職給付引当金 7,915 7,429 △485

３．役員退職慰労引当金 347 381 33

固定負債合計 19,807 28.0 19,225 25.9 △582

負債合計 42,507 60.0 45,275 60.9 2,767
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   10,490 14.8  10,490 14.1 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  11,337   11,337    

資本剰余金合計   11,337 16.0  11,337 15.3 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  599   599    

(2）その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金  165   154    

別途積立金  730   730    

繰越利益剰余金  4,641   5,809    

利益剰余金合計   6,137 8.7  7,293 9.8 1,156

４．自己株式   △105 △0.1  △152 △0.2 △46

株主資本合計   27,860 39.4  28,970 39.0 1,109

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  437 0.6  81 0.1 △356

評価・換算差額等合計   437 0.6  81 0.1 △356

純資産合計   28,298 40.0  29,051 39.1 752

負債純資産合計   70,806 100.0  74,326 100.0 3,520
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高  54,972 100.0 59,594 100.0 4,622

Ⅱ　売上原価

１．期首製品たな卸高 1,088 1,385

２．当期製品製造原価  33,653 38,659

３．当期商品仕入高  13,074 12,359

合計 47,815 52,404

４．期末製品たな卸高 1,385 46,430 84.5 1,742 50,662 85.0 4,231

売上総利益 8,541 15.5 8,932 15.0 390

Ⅲ　販売費及び一般管理費  6,531 11.8 6,405 10.8 △126

営業利益 2,009 3.7 2,527 4.2 517

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 109 102

２．受取配当金 393 1,046

３．賃貸料 72 126

４．業務委託料 251 117

５．為替差益 32 －

６．その他 603 1,462 2.6 198 1,590 2.7 127

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 415 542

２．為替差損 － 331

３．退職給付会計基準変更
時差異

76 76

４．貸倒引当金繰入額 150 －

５．その他 81 723 1.3 154 1,104 1.8 380

経常利益 2,748 5.0 3,013 5.1 264

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益  － 3

２．投資有価証券売却益 9 －

３．関係会社株式売却益 337 4

４．貸倒引当金戻入益 20 9

５．その他 2 369 0.7 － 17 0.0 △351
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

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)

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損  － 0

２．固定資産除却損  50 28

３．関係会社株式売却損  51 －

４．関係会社株式評価損  32 －

５．その他  21 156 0.3 7 37 0.1 △119

税引前当期純利益 2,961 5.4 2,994 5.0 32

法人税、住民税及び事
業税

1,374 1,150

法人税等調整額 △32 1,341 2.5 141 1,292 2.1 △48

当期純利益 1,620 2.9 1,702 2.9 81

製造原価明細書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　材料費 24,601 72.0 28,577 72.8 3,975

Ⅱ　外注加工費 1,164 3.4 1,520 3.9 355

Ⅲ　労務費  4,769 13.9 5,124 13.0 355

Ⅳ　経費

１．減価償却費 1,464 1,798

２．その他  2,180 3,644 10.7 2,262 4,060 10.3 416

当期総製造費用 34,179 100.0 39,282 100.0 5,102

期首仕掛品たな卸高 1,446 1,972 526

合計 35,625 41,255 5,629

期末仕掛品たな卸高 1,972 1,828 △143

他勘定振替高  － 767 767

当期製品製造原価 33,653 38,659 5,006
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取
崩

    △11  11 －  －

剰余金の配当       △545 △545  △545

当期純利益       1,702 1,702  1,702

自己株式の取得         △46 △46

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） － － － － △11 － 1,167 1,156 △46 1,109

平成20年３月31日　残高
（百万円） 10,490 11,337 11,337 599 154 730 5,809 7,293 △152 28,970

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

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取
崩

  －

剰余金の配当   △545

当期純利益   1,702

自己株式の取得   △46

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

△356 △356 △356

事業年度中の変動額合計
（百万円） △356 △356 752

平成20年３月31日　残高
（百万円） 81 81 29,051
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６．役員の異動（平成20年６月26日付）

(1）新任監査役候補

　　　社外監査役（非常勤）　　志賀　清　　（現　社団法人日本自動車部品工業会業務部長）

 

(2）退任予定監査役

　　　社外監査役（非常勤）　　上田　滋夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上　
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