
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 イーグル工業 上場取引所 東 

コード番号 6486 URL http://www.ekk.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 鶴 鉄二

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 池田 澄男 TEL 03-3438-2291

四半期報告書提出予定日 平成20年8月8日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 22,341 ― 1,213 ― 1,649 ― 763 ―

20年3月期第1四半期 20,252 16.6 1,860 26.7 2,120 19.1 1,117 36.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 15.39 ―

20年3月期第1四半期 22.53 ―

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

21年3月期第1四半期 100,847 39,807 36.7 746.84
20年3月期 98,166 42,365 39.3 778.90

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  37,020百万円 20年3月期  38,612百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 46,300 8.7 3,100 △16.3 3,500 △12.5 1,700 △12.1 34.29
通期 93,700 7.2 6,800 △10.3 7,500 △10.3 3,700 △7.4 74.64

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  49,757,821株 20年3月期  49,757,821株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  187,903株 20年3月期  184,803株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  49,571,530株 20年3月期第1四半期  49,583,226株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期（平成20年４月～平成20年６月）における我が国経済は、原油・原材料価格の高騰やサブプライム

ローン問題に端を発した米国経済の減速等、景気の不透明感が強まる状況となりました。このような経済情勢のな

か当社グループは、顧客要求納期への適切な対応に注力するとともに、品質向上、原価低減活動を推進してまいり

ました。

　その結果、当第１四半期の連結売上高は22,341百万円、連結営業利益は1,213百万円、連結経常利益は1,649百万

円、連結四半期純利益は763百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当四半期連結会計期間末の資産は前期末に比べ26億80百万円増加し1,008億47百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が10億68百万円減少したものの、売上高及び連結子会社の増加により受取手形及び売掛金が29億1百万

円増加したことによるものであります。

負債は前期末に比べ52億38百万円増加し610億39百万円となりました。これは主に、借入金が53億99百万円増加し

たことによるものであります。

純資産は前期末に比べ25億58百万円減少し、398億7百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定が19億

48百万円減少したこと及び配当金の支払い等により少数株主持分が9億66百万円減少したことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

最近の業績の動向を踏まえ、平成20年５月９日に公表しました平成21年３月期の業績予想を修正することと致し

ました。

（1）第２四半期累計期間予想の修正（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

   　（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（A） 45,500 3,300 3,650 1,950

今回修正予想（B) 46,300 3,100 3,500 1,700

増減額（B）-（A） 800 △200 △150 △250

増減率（％） 1.8 △6.1 △4.1 △12.8

（参考）前中間実績（平成20年３

月期）
42,606 3,703 3,998 1,935

今回修正予想（B）対前中間実

績増減率（％）
8.7 △16.3 △12.5 △12.1

（2）通期予想の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

   　（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（A） 92,000 7,200 8,100 4,300

今回修正予想（B) 93,700 6,800 7,500 3,700

増減額（B）-（A） 1,700 △400 △600 △600

増減率（％） 1.8 △5.6 △7.4 △14.0

（参考）前期実績（平成20年３月

期）
87,406 7,577 8,361 3,994

今回修正予想（B）対前期実績

増減率（％）
7.2 △10.3 △10.3 △7.4



（参考）個別業績予想の修正

・第２四半期累計期間予想の修正（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

   　（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（A） 31,000 1,000 1,500 830

今回修正予想（B) 30,500 680 1,270 730

増減額（B）-（A） △500 △320 △230 △100

増減率（％） △1.6 △32.0 △15.3 △12.0

（参考）前中間実績（平成20年３

月期）
29,610 1,251 1,521 899

今回修正予想（B）対前中間実

績増減率（％）
3.0 △45.6 △16.5 △18.8

・通期予想の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

   　（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（A） 62,700 2,250 3,150 1,750

今回修正予想（B) 61,300 1,400 2,650 1,470

増減額（B）-（A） △1,400 △850 △500 △280

増減率（％） △2.2 △37.8 △15.9 △16.0

（参考）前期実績（平成20年３月

期）
59,594 2,527 3,013 1,702

今回修正予想（B）対前期実績

増減率（％）
2.9 △44.6 △12.0 △13.6

（3）修正の理由

個別業績予想につきましては、売上高が自動車業界向け製品を中心に当初計画に対し減少し、また原材料価格も

予想を上回る水準で高騰していることから業績予想を修正します。

　連結業績予想につきましても、個別の下方修正を受け、第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想を修正いた

します。

（注）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。

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）

該当事項はありません。

（2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①棚卸資産の評価方法　

四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部で実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実地

棚卸高を基礎として、合理的な方法により算出しております。

②固定資産の減価償却費の算定方法

当社及び定率法を採用している一部の連結子会社は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

しております。

③税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。



（3）四半期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

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、製品は主として先入先出法による、仕掛品は主として総平均法による、原材料・

貯蔵品は主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ145百万

円減少しております。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、

営業利益は13百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ4百万円増加しております。　

④「リース取引に関する会計基準」等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平

成19年３月30日改正）)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正）)が平成20年４月１日以後開始す

る連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、当第１四半期連

結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる影響は軽微であります。

・追加情報

平成20年度の法人税法改正に伴い、当社及び一部の国内連結子会社は、機械装置については、法人税法の改正

による法定耐用年数の短縮に伴い、第１四半期連結会計期間より耐用年数の短縮を行っております。これにより、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ123百万円減少しております。

（4）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,296 8,364

受取手形及び売掛金 24,354 21,453

製品 3,325 3,046

原材料 2,658 2,782

仕掛品 6,337 6,060

その他 4,286 4,862

貸倒引当金 △28 △18

流動資産合計 48,229 46,553

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,261 9,995

機械装置及び運搬具（純額） 13,328 12,782

その他（純額） 6,074 5,641

有形固定資産合計 29,664 28,419

無形固定資産   

のれん 7,430 6,875

その他 872 169

無形固定資産合計 8,302 7,044

投資その他の資産   

投資有価証券 8,657 10,064

その他 6,240 6,341

貸倒引当金 △248 △257

投資その他の資産合計 14,650 16,149

固定資産合計 52,617 51,613

資産合計 100,847 98,166



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,424 6,515

短期借入金 15,778 11,015

未払法人税等 1,203 1,685

引当金 989 1,741

その他 13,359 11,449

流動負債合計 36,755 32,407

固定負債   

長期借入金 15,099 14,462

退職給付引当金 8,160 8,170

役員退職慰労引当金 594 505

負ののれん 224 227

その他 204 26

固定負債合計 24,284 23,393

負債合計 61,039 55,801

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,490 10,490

資本剰余金 11,337 11,337

利益剰余金 14,152 13,851

自己株式 △154 △152

株主資本合計 35,826 35,528

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 144 85

為替換算調整勘定 1,049 2,997

評価・換算差額等合計 1,194 3,083

少数株主持分 2,786 3,753

純資産合計 39,807 42,365

負債純資産合計 100,847 98,166



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 22,341

売上原価 17,815

売上総利益 4,525

販売費及び一般管理費 3,312

営業利益 1,213

営業外収益  

受取利息 50

受取配当金 21

持分法による投資利益 167

その他 595

営業外収益合計 834

営業外費用  

支払利息 227

その他 171

営業外費用合計 398

経常利益 1,649

特別利益  

固定資産売却益 15

その他 8

特別利益合計 23

特別損失  

固定資産除却損 20

その他 30

特別損失合計 51

税金等調整前四半期純利益 1,622

法人税等 684

少数株主利益 174

四半期純利益 763



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,622

減価償却費 1,044

のれん償却額 100

受取利息及び受取配当金 △71

支払利息 227

持分法による投資損益（△は益） △167

有形固定資産除売却損益（△は益） 4

売上債権の増減額（△は増加） △738

たな卸資産の増減額（△は増加） △18

仕入債務の増減額（△は減少） △215

割引手形の増減額（△は減少） △1,531

その他 △158

小計 98

利息及び配当金の受取額 63

利息の支払額 △227

法人税等の支払額 △1,610

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,676

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 △1,366

有形固定資産の売却による収入 163

投資有価証券の取得による支出 △136

投資有価証券の売却による収入 15

子会社株式の取得による支出 △1,164

その他 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,474

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 5,021

長期借入れによる収入 208

長期借入金の返済による支出 △1,164

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △297

少数株主への配当金の支払額 △647

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,117

現金及び現金同等物に係る換算差額 △75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,109

現金及び現金同等物の期首残高 7,165

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 171

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,227



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（1）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 20,252

Ⅱ　売上原価 15,170

売上総利益 5,082

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,221

営業利益 1,860

Ⅳ　営業外収益 513

Ⅴ　営業外費用 253

経常利益 2,120

Ⅵ　特別利益 42

Ⅶ　特別損失 8

税金等調整前四半期純利益 2,153

税金費用 869

少数株主利益 167

四半期純利益 1,117



（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前四半期純利
益

2,153

減価償却費 867

役員賞与引当金増減額　 △64

売上債権の増減額 △317

たな卸資産の増減額　 △535

仕入債務の増減額　 1,561

割引手形の増減額　 △921

その他の増減額 △1,129

小計 1,615

利息及び配当金の受取額　 55

利息の支払額　 △195

法人税等の支払額　 △1,668

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△192

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金の増減額 50

有形固定資産の取得によ
る支出　

△2,263

有形固定資産の売却によ
る収入

18

投資有価証券の取得によ
る支出　

△31

投資有価証券の売却によ
る収入　

11

子会社株式の取得による
支出

△729

その他の支出 △214

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,159



前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の純増減額 3,533

長期借入金の純増減額　 △745

自己株式の取得による支
出（純額）　

△13

親会社による配当金の支
払額　

△248

少数株主への配当金の支
払額　

△84

その他の支出 △39

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

2,402

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

20

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

△929

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

6,453

Ⅶ　現金及び現金同等物の四期
末残高

5,523
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