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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 78,168 △10.6 3,246 △57.2 3,622 △56.7 1,336 △66.5

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

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 ％ ％ ％

21年3月期 27.15 ― 3.8 3.7 4.2
20年3月期 80.55 ― 11.0 8.9 8.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  877百万円 20年3月期  921百万円

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 95,734 34,072 32.6 642.95
20年3月期 98,166 42,365 39.3 778.90

（参考） 自己資本   21年3月期  31,221百万円 20年3月期  38,612百万円

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

21年3月期 3,555 △7,267 9,569 12,194
20年3月期 6,229 △7,300 1,790 7,165

2.  配当の状況 

（注）現時点では、平成22年３月期の配当予想は未定とさせていただきます。 

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 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 594 14.9 1.6
21年3月期 ― 6.00 ― 3.00 9.00 443 33.1 1.3

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

33,000 △28.0 △1,300 ― △750 ― △1,100 ― △22.65

通期 70,000 △10.4 230 △92.9 320 △91.2 △850 ― △17.50



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） 

（注）詳細は、13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） 

（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、22ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 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  1,198,371株 20年3月期  184,803株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 51,082 △14.3 △290 ― 189 △93.7 △596 ―

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

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

21年3月期 △12.13 ―

20年3月期 34.33 ―

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 78,224 27,471 35.1 565.73
20年3月期 74,326 29,051 39.1 586.03

（参考） 自己資本 21年3月期  27,471百万円 20年3月期  29,051百万円

※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。 



(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当連結会計年度においては、原油・原材料価格の暴騰や急速な為替変動の影響を受け、先行きが危ぶまれる経営環

境で始まり、年度後半に入り、米国サブプライム問題に伴う欧米金融機関の破綻など世界的金融危機の大きな影響を

受けました。特に、第４四半期に至っては、自動車・建設機械・一般産業機械などの主要産業において設備投資の凍

結、急激な在庫調整が拡大し、世界同時不況の激震に見舞われました。 

 こうした経営環境の激変に対処するため、推進中の３カ年経営計画（平成19年度から平成21年度）を急遽中止し、

新たに体質改革２カ年計画を策定し、損益分岐点を引き下げるべくあらゆる面からのコスト削減に着手いたしまし

た。 

 これらの結果、当期の連結売上高は781億68百万円（前期比10.6％減）、営業利益は32億46百万円（同57.2％

減）、経常利益36億22百万円（同56.7％減）、当期純利益13億36百万円（同66.5％減）の減収減益になりました。 

 部門別の状況は次のとおりであります。 

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

高は302億40百万円（前期比20.1％減）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世界的な需要の落ち込みの影響を受け大きく減少し、売上

高は212億33百万円（同9.7％減）となりました。 

 その他製品部門につきましては、半導体製造装置業界向け製品は減少いたしましたが、新規連結子会社の増加によ

り、売上高は266億95百万円（同2.4％増）となりました。 

②次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、世界同時不況の回復の目処が見えず、景気後退が長期化する可能性があり、先行き

は非常に不透明であります。当社グループを取り巻く自動車、一般産業機械業界などにおきましても、引き続き受

注・販売の低迷が続くものと予想されます。このような厳しい状況におきましても、顧客要求納期への適切な対応、

品質向上は勿論のこと、体質改革２カ年計画に基づき、抜本的な事業体制の見直しや聖域なきコスト削減活動による

損益分岐点の引き下げを行い、企業収益の回復・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700億円（前期比10.4％減）、連結営業利益2億30百万円（同92.9％減）、

連結経常利益3億20百万円（同91.2％減）、連結当期純損失8億50百万円を見込んでいます。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産は957億34百万円（前期比2.5％減）となりました。これは主に投資有価証券の減少37億97

百万円、受取手形及び売掛金の減少34億73百万円、現金及び預金の増加49億14百万円によるものであります。 

 負債は616億61百万円（前期比10.5％増）となりました。これは主に借入金の増加124億42百万円、買掛金の減少33

億86百万円、未払法人税等の減少9億55百万円によるものであります。 

 純資産は340億72百万円となりました。 

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121億94百万円となり、

前連結会計年度末対比50億28百万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35億55百万円（前期比42.9％減）となりました。これは主に仕入債務の減少額49億

96百万円と法人税等の支払額25億41百万円等があったものの税金等調整前当期純利益30億50百万円、減価償却費49億

81百万円、売上債権の減少額59億14百万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72億67百万円（前期比0.5％減）となりました。これは主に設備取得等に伴う支出

57億71百万円、子会社株式の取得12億27百万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95億69百万円（前期比434.3％増）となりました。これは主に借入金の純増額112億

28百万円等によるものであります。 

１．経営成績



   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。 

  

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、事業成長を長期的に維持する為に新

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３円、年間で９円（前期に比べ３円の減

配）を予定しております。また、次期の１株当たり配当金は、経営環境の先行が不透明である事から現時点では未定

とし、今後の業績動向を勘案した上で速やかに開示いたします。 

近の有価証券報告書（平成20年６月26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。 

  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 平成21年３月期

自己資本比率（％）  34.0  37.1  38.2  39.3  32.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 52.3  72.2  70.6  34.0  16.0

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率 
 4.4  5.4  3.8  4.9  11.7

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
 10.4  10.8  12.5  7.9  4.2

２．企業集団の状況



（1）経営の基本方針 

当社の経営に対する基本的な考えは「企業は株主・従業員・社会の３者の共有物であり、これにお客様、サプライ

ヤー、金融機関等を加えたいわゆるステイクホルダーのすべてが常に誇りを持てる会社となる」ということでありま

す。そのために遵法精神に則り、社会に貢献する商品を通して高い収益力を持った強い会社となるよう、不断の企業

活動を展開しております。 

（2）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

a.中長期的な会社の経営戦略 

当社は、現在の急激な事業環境の変化に対し、平成19年４月よりスタートいたしました３カ年計画は中止すること

とし、新たに「体質改革２ヵ年計画」を策定することと致しました。概要は以下の通りであります。 

  

ＥＫＫ 体質改革２カ年計画方針 

「企業体質の大改革 －智恵と工夫で逆境に立ち向かおう－ 」 

１．損益分岐点の大幅引き下げ  

－売上高700億円以下でも黒字となる体質づくり－ 

２．キャッシュフロー改善による財務体質の強化 

３．重点市場への販売増大 

４．安全、品質、環境の維持・向上 

５．人間尊重経営の実践 

６．人材育成による体質の強化 

  

b.主な販売業界別の課題 

アメリカ発の金融危機に端を発して、昨年後半から世界経済が減速し、当社グループも、関係する自動車、一般産

業機械、半導体、航空宇宙、造船の各業界の全てにおいてその影響を受けており、厳しい環境の中にあります。この

ようななか、当社といたしましては環境の激変に対応し、拡販と収益力の確保に向けて一丸となって邁進してまいり

ます。 

自動車業界は、世界各国で自動車の買い替えを促進する政策が導入されており、徐々に回復に向かうとの予測もさ

れる一方、米国デトロイトスリーの一角を成すクライスラー社の米連邦破産法11条の適用申請とフィアット社との提

携合意などまだまだ先行き不透明な部分はありますが、中国やインドなどの成長が見込まれる地域への生産販売の拡

大、次世代カーの開発状況や二輪車などの排ガス規制等を的確に捉えて新用途の開拓を推進いたします。 

一般産業機械業界向けでは、機器メーカーへの重点的な拡販を行なうとともに、アフター市場におきましてもブル

グマン社とのアライアンス体制を完成させると共に両社のネットワークを 大限に活用してグローバルな展開を強化

してまいります。 

航空宇宙業界も景気悪化の影響を受けましたが、特に民間航空機の市場が安定的に推移しており、高品質を維持し

た製品供給を継続して推進してまいります。 

造船業界は、建造計画は堅調であると見込まれますが、新興造船所の倒産や受注キャンセルも増加してきており、

中大型船向け製品のシェアーの維持と拡大ならびにコスト削減が課題であります。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,364 13,279

受取手形及び売掛金 21,453 17,979

たな卸資産 11,890 －

商品及び製品 － 2,941

仕掛品 － 6,432

原材料及び貯蔵品 － 2,756

未収入金 406 606

繰延税金資産 1,138 755

その他 3,317 2,345

貸倒引当金 △18 △17

流動資産合計 46,553 47,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,751 19,959

減価償却累計額 △8,755 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 － △9,804

建物及び構築物（純額） 9,995 10,155

機械装置及び運搬具 30,009 33,626

減価償却累計額 △17,227 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 － △21,409

機械装置及び運搬具（純額） 12,782 12,217

工具、器具及び備品 4,417 4,445

減価償却累計額 △3,329 △3,565

工具、器具及び備品（純額） 1,087 879

土地 3,751 3,718

リース資産 － 417

減価償却累計額 － △136

リース資産（純額） － 280

建設仮勘定 802 1,163

有形固定資産合計 28,419 28,414

無形固定資産   

のれん 6,875 7,501

リース資産 － 4

その他 169 253

無形固定資産合計 7,044 7,758

投資その他の資産   

投資有価証券 10,064 6,267

長期貸付金 2,132 1,962

繰延税金資産 3,027 3,361

その他 1,181 1,125

貸倒引当金 △257 △235

投資その他の資産合計 16,149 12,480

固定資産合計 51,613 48,653

資産合計 98,166 95,734



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,515 3,129

短期借入金 6,495 7,576

1年内返済予定の長期借入金 4,520 4,979

未払金 5,016 4,435

リース債務 － 128

未払法人税等 1,685 730

従業員預り金 2,864 2,862

賞与引当金 1,676 993

役員賞与引当金 65 －

その他 3,568 2,658

流動負債合計 32,407 27,494

固定負債   

長期借入金 14,462 25,364

リース債務 － 163

退職給付引当金 8,170 7,799

役員退職慰労引当金 505 569

負ののれん 227 271

その他 26 －

固定負債合計 23,393 34,167

負債合計 55,801 61,661

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 13,851 14,530

自己株式 △152 △492

株主資本合計 35,528 35,865

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 85 34

為替換算調整勘定 2,997 △4,679

評価・換算差額等合計 3,083 △4,644

少数株主持分 3,753 2,851

純資産合計 42,365 34,072

負債純資産合計 98,166 95,734



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 87,406 78,168

売上原価 66,562 62,143

売上総利益 20,843 16,024

販売費及び一般管理費 13,266 12,778

営業利益 7,577 3,246

営業外収益   

受取利息 183 120

受取配当金 513 64

賃貸料 121 86

持分法による投資利益 921 877

その他 540 990

営業外収益合計 2,280 2,140

営業外費用   

支払利息 752 840

退職給付会計基準変更時差異 76 76

為替差損 373 481

その他 295 366

営業外費用合計 1,497 1,764

経常利益 8,361 3,622

特別利益   

過年度損益修正益 － 82

固定資産売却益 19 11

貸倒引当金戻入額 9 13

その他 22 6

特別利益合計 51 113

特別損失   

固定資産売却損 6 1

固定資産除却損 62 224

投資有価証券評価損 0 137

減損損失 － 213

その他 23 108

特別損失合計 92 684

税金等調整前当期純利益 8,319 3,050

法人税、住民税及び事業税 3,170 1,672

過年度法人税等 － △415

法人税等調整額 133 57

法人税等合計 3,303 1,315

少数株主利益 1,021 398

当期純利益 3,994 1,336



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,490 10,490

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,490 10,490

資本剰余金   

前期末残高 11,337 11,337

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,337 11,337

利益剰余金   

前期末残高 10,077 13,851

当期変動額   

剰余金の配当 △545 △594

当期純利益 3,994 1,336

連結範囲の変動 － △9

持分法の適用範囲の変動 △2 △210

海外関係会社の会計基準変更に伴う増加高 328 157

当期変動額合計 3,774 678

当期末残高 13,851 14,530

自己株式   

前期末残高 △105 △152

当期変動額   

自己株式の取得 △46 △340

当期変動額合計 △46 △340

当期末残高 △152 △492

株主資本合計   

前期末残高 31,801 35,528

当期変動額   

剰余金の配当 △545 △594

当期純利益 3,994 1,336

自己株式の取得 △46 △340

連結範囲の変動 － △9

持分法の適用範囲の変動 △2 △210

海外関係会社の会計基準変更に伴う増加高 328 157

当期変動額合計 3,727 337

当期末残高 35,528 35,865



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 467 85

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △381 △51

当期変動額合計 △381 △51

当期末残高 85 34

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,921 2,997

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,076 △7,677

当期変動額合計 1,076 △7,677

当期末残高 2,997 △4,679

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,389 3,083

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 694 △7,728

当期変動額合計 694 △7,728

当期末残高 3,083 △4,644

少数株主持分   

前期末残高 2,746 3,753

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,006 △901

当期変動額合計 1,006 △901

当期末残高 3,753 2,851

純資産合計   

前期末残高 36,937 42,365

当期変動額   

剰余金の配当 △545 △594

当期純利益 3,994 1,336

自己株式の取得 △46 △340

連結範囲の変動 － △9

持分法の適用範囲の変動 △2 △210

海外関係会社の会計基準変更に伴う増加高 328 157

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,700 △8,630

当期変動額合計 5,428 △8,292

当期末残高 42,365 34,072



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 8,319 3,050

減価償却費 3,842 4,981

減損損失 － 213

持分法による投資損益（△は益） △921 △877

のれん償却額 403 576

投資有価証券評価損益（△は益） 0 137

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35 △25

賞与引当金の増減額（△は減少） 122 △666

退職給付引当金の増減額（△は減少） △335 △324

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 48 63

受取利息及び受取配当金 △697 △185

支払利息 752 840

有形固定資産売除却損 68 225

売上債権の増減額（△は増加） △1,294 5,914

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,260 △386

その他の資産の増減額（△は増加） △1,036 1,123

仕入債務の増減額（△は減少） 821 △4,996

割引手形の増減額（△は減少） 369 △1,599

その他の負債の増減額（△は減少） 215 △1,244

その他の増減額 342 △62

小計 9,725 6,757

利息及び配当金の受取額 714 186

利息の支払額 △788 △846

法人税等の支払額 △3,421 △2,541

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,229 3,555

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 △6,657 △5,771

有形固定資産の売却による収入 346 204

投資有価証券の取得による支出 △1,024 △299

定期預金の払出 112 －

子会社株式の取得による支出 － △1,164

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △63

貸付けによる支出 △122 －

その他の収支 45 △173

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,300 △7,267



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 20,815 33,695

短期借入金の返済による支出 △19,534 △32,853

長期借入れによる収入 4,774 16,090

長期借入金の返済による支出 △3,589 △5,705

自己株式の取得による支出（純額） △46 △340

親会社による配当金の支払額 △545 △594

少数株主への配当金の支払額 △82 △563

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △159

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,790 9,569

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △1,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 712 4,763

現金及び現金同等物の期首残高 6,453 7,165

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 265

現金及び現金同等物の期末残高 7,165 12,194



 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

主要な連結子会社の名称 

・イーグルブルグマンジャパン㈱  

・コベルコイーグル・マリンエンジニ

アリング㈱ 

・イーグルインダストリー(WUXI)

CO.,LTD. 

・NEK CO.,LTD. 

・EBIアジアパシフィックPTE.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。 

連結子会社数      37社 

主要な連結子会社の名称 

・イーグルブルグマンジャパン㈱ 

・コベルコイーグル・マリンエンジニ

アリング㈱ 

・イーグルインダストリー(WUXI)

CO.,LTD. 

・NEK CO.,LTD. 

・EBIアジアパシフィックPTE.LTD. 

・イーグルブルグマンインディア

PVT.LTD.  

なお、当連結会計年度より、イーグ

ルブルグマンフィリピンINC.は新たに

出資したため、イーグルヴィッツェン

マンS.A.S.は支配権を獲得したため、

新ニノミヤメタル㈱は重要性が増した

ため、それぞれ連結の範囲に含めてお

ります。  

また、イーグルヴィッツェンマン

S.A.S.はイーグルインダストリーフラ

ンスS.A.S.に商号を変更しておりま

す。 

また、イーグル・シールズ・アン

ド・システムズ・インディアLTD.は平

成21年３月24日付でブルグマンインデ

ィアPVT.LTD.と合併し、イーグルブル

グマンインディアPVT.LTD.に商号を変

更しておりますが、当連結会計年度に

おいては12月31日を決算日とする財務

諸表を連結しております。  

  (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その他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。 

非連結子会社はイーグルヨーロッ

パ GmbHその他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。 



項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）    ―――――― 

  

(1）持分法適用の非連結子会社 

持分法適用の非連結子会社数  １社 

     当連結会計年度より、イーグルブル

グマン(WUXI)CO.,LTD.は重要性が増し

たため持分法適用の範囲に含めており

ます。 

(2）持分法適用の関連会社 

持分法適用の関連会社数  33社 

(2）持分法適用の関連会社 

持分法適用の関連会社数  35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、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持分法を適用

しております。 

 なお、当連結会計年度より、イーグ

ルブルグマントレーディング(上海)

CO.,LTD.その他２社を重要性が増した

ため、ブルグマンインディアPVT.LTD.

を新たに出資したため、それぞれ持分

法適用の範囲に含めております。 

 なお、ブルグマンインディア

PVT.LTD.は平成21年３月24日付で連結

子会社であるイーグル・シールズ・ア

ンド・システムズ・インディアLTD.と

合併しておりますが、当連結会計年度

においては12月31日を決算日とする財

務諸表について持分法を適用しており

ます。  

 また、前連結会計年度まで持分法適

用の範囲に含めていたイーグルヴィッ

ツェンマンS.A.S.は支配権を獲得した

ため連結子会社としており、イーグル

インダストリコンポネンターABはイー

グルブルグマンスウェーデンABと合併

しております。 

  (3）非連結子会社 

非連結子会社（イーグルヨーロッ

パ GmbHその他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.その他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。 

(3）非連結子会社 

非連結子会社（イーグルヨーロッ

パ GmbHその他４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.その他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。 



項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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。 

海外連結子会社27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 

(b)仕掛品 

主として総平均法による原価法 

(c)原材料・貯蔵品 

主として移動平均法による原価法 

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。 

    

  

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「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日公表分）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3億99百万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。  



項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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（リース資産を除く） 

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 ３～10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は、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。 

 （追加情報） 

 当社及び一部の国内連結子会社の機械

装置については、従来、耐用年数を10～

12年としておりましたが、当連結会計年

度において過去の実績に基づく平均使用

期間を算定した結果、従来採用していた

耐用年数と実績に基づく使用可能予測期

間との乖離が明らかになりました。この

ため、当連結会計年度から実績に基づく

使用可能予測期間による耐用年数９～10

年を採用することとしました。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5億66百万円減

少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響額

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（リース資産を除く） 

同左 



項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ―――――― c.リース資産 

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。 

(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。 

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。 

c.役員賞与引当金 

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。 

d.退職給付引当金 

同左 

  e.役員退職慰労引当金 

当社及び一部の連結子会社におい

て、役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規による必要額を計上してお

ります。 

e.役員退職慰労引当金 

同左 



項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(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。 

―――――― 

(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 

  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 



当連結会計年度 （自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（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） 

当連結会計年度より、「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、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ3億99百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しております。 

  

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準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））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

これによる影響は軽微であります。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表）  

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」は30億46百万円、「仕掛品」は60億60百万円「原材料及び貯蔵品」は

27億82百万円であります。 

  

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

表示方法の変更



前連結会計年度（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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21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。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  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



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （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 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.(1)c.に記載のとおり、当連結会計年度より、

「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日公表分）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、営業利益が「日本」で3億99百万円減少しており

ます。 

 （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） 

当連結会計年度より、「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、営業利益が「アジア・オセアニア」で22百万円減少し、「その他」で1億83百万円増加して

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、当社及び一部の連結子会

社の機械装置については、従来、耐用年数を10～12年としておりましたが、当連結会計年度において過去の

実績に基づく平均使用期間を算定した結果、従来採用していた耐用年数と実績に基づく使用可能予測期間と

の乖離が明らかになりました。このため、当連結会計年度から実績に基づく使用可能予測期間による耐用年

数９～10年を採用することとしました。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が

「日本」で5億66百万円減少しております。 

  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 
 60,166  13,403  4,599  78,168 －  78,168

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 7,374  2,429  1,410  11,214  △11,214 － 

計  67,541  15,832  6,009  89,383  △11,214  78,168

営業費用  66,557  13,977  5,683  86,218  △11,296  74,922

営業利益  983  1,855  325  3,164  81  3,246

Ⅱ 資産  90,975  18,473  6,368  115,816  △20,082  95,734



 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。 

 （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。 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付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ます。 

  

 （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。 

ｃ．海外売上高

    
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

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

Ⅰ 海外売上高 

（百万円） 
 16,894  1,243  7,575  25,712

Ⅱ 連結売上高 

（百万円） 
 －  －  －  78,168

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 21.6  1.6  9.7  32.9

（開示の省略）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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 

１株当たり純資産額 642.95円 

１株当たり当期純利益 27.15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。 

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益（百万円）  3,994  1,336

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）  3,994  1,336

期中平均株式数（株）  49,583,226  49,230,283



前連結会計年度（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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

当社は、当社の連結子会社であるイーグルブルグマンインディア PVT．LTD．の株式の一部を下記のとおり売

却いたしました。 

(1) 売却の理由 

当社は、ブルグマン社（ドイツ）と一般産業機械業界向けメカニカルシール等の合弁事業（ＥＢＩアライ

アンス）を展開しておりますが、更に強固なアライアンス体制を構築するため、同連結子会社の株式を売却

いたしました。 

(2) 売却する相手会社の名称 

ブルグマンインターナショナルGmbH  

(英文名)Burgmann International GmbH 

(3) 売却の時期 

平成21年4月15日 

(4) 子会社の概要 

商号：イーグルブルグマンインディア PVT．LTD. 

主な事業内容：工業用メカニカルシールの製造販売 

取引内容：当社製品の販売及び該社製品の仕入 

(5) 売却する株式数、売却価格、売却損益及び売却後の持分比率 

売却する株式の数：124,999株 

売却価格：33億11百万円 

売却損益：現在精査中です 

売却後の持分比率：50.00％（間接所有分を含む） 

  

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,030 7,252

受取手形 2,044 2,613

売掛金 11,942 8,545

製品 1,742 －

商品及び製品 － 1,214

仕掛品 1,828 2,004

原材料 69 －

貯蔵品 3 －

原材料及び貯蔵品 － 84

前渡金 1,861 995

未収入金 5,409 2,944

繰延税金資産 627 563

その他 378 400

貸倒引当金 － △0

流動資産合計 27,939 26,619

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,017 6,213

減価償却累計額 △3,938 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 － △4,333

建物（純額） 2,078 1,879

構築物 479 501

減価償却累計額 △395 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 － △415

構築物（純額） 84 85

機械及び装置 18,511 19,999

減価償却累計額 △11,205 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 － △12,943

機械及び装置（純額） 7,305 7,056

車両運搬具 27 25

減価償却累計額 △24 △23

車両運搬具（純額） 3 2

工具、器具及び備品 1,759 1,925

減価償却累計額 △1,503 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 － △1,702

工具、器具及び備品（純額） 256 223

土地 1,553 1,553

リース資産 － 176

減価償却累計額 － △62

リース資産（純額） － 113

建設仮勘定 208 610

有形固定資産合計 11,490 11,525



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

電話加入権 0 0

ソフトウエア 59 62

その他 11 0

無形固定資産合計 70 63

投資その他の資産   

投資有価証券 585 425

関係会社株式 27,535 30,479

長期貸付金 73 63

従業員長期貸付金 1,909 1,890

関係会社長期貸付金 1,074 4,245

長期前払費用 220 203

差入保証金 215 216

繰延税金資産 3,076 3,171

その他 381 431

貸倒引当金 △245 △289

投資損失引当金 － △822

投資その他の資産合計 34,826 40,016

固定資産合計 46,387 51,604

資産合計 74,326 78,224

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,604 3,054

短期借入金 4,820 5,886

1年内返済予定の長期借入金 3,630 4,413

リース債務 － 57

未払金 836 688

ファクタリング未払金 4,473 2,591

未払法人税等 761 －

未払費用 439 322

前受金 1,568 551

預り金 51 50

賞与引当金 912 475

役員賞与引当金 60 －

従業員預り金 2,864 2,862

その他 28 32

流動負債合計 26,050 20,986

固定負債   

長期借入金 11,414 22,200

リース債務 － 58

退職給付引当金 7,429 7,075

役員退職慰労引当金 381 431

固定負債合計 19,225 29,766

負債合計 45,275 50,752



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,490 10,490

資本剰余金   

資本準備金 11,337 11,337

資本剰余金合計 11,337 11,337

利益剰余金   

利益準備金 599 599

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 154 144

別途積立金 730 730

繰越利益剰余金 5,809 4,627

利益剰余金合計 7,293 6,101

自己株式 △152 △492

株主資本合計 28,970 27,437

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81 33

評価・換算差額等合計 81 33

純資産合計 29,051 27,471

負債純資産合計 74,326 78,224



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 59,594 51,082

売上原価   

期首製品たな卸高 1,385 1,742

当期製品製造原価 38,659 31,269

当期商品仕入高 12,359 14,376

合計 52,404 47,388

期末製品たな卸高 1,742 1,214

製品売上原価 50,662 46,173

売上総利益 8,932 4,908

販売費及び一般管理費 6,405 5,199

営業利益又は営業損失（△） 2,527 △290

営業外収益   

受取利息 102 69

受取配当金 1,046 1,197

賃貸料 126 77

業務委託料 117 －

その他 198 305

営業外収益合計 1,590 1,649

営業外費用   

支払利息 542 615

為替差損 331 332

退職給付会計基準変更時差異 76 76

その他 154 145

営業外費用合計 1,104 1,169

経常利益 3,013 189

特別利益   

固定資産売却益 3 0

関係会社株式売却益 4 －

貸倒引当金戻入額 9 10

過年度損益修正益 － 82

その他 － 5

特別利益合計 17 98

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 28 93

減損損失 － 213

投資有価証券評価損 － 132

投資損失引当金繰入額 － 822

その他 7 13

特別損失合計 37 1,276

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,994 △989

法人税、住民税及び事業税 1,150 21

過年度法人税等 － △415

法人税等調整額 141 1

法人税等合計 1,292 △392

当期純利益又は当期純損失（△） 1,702 △596



  

  

  

  

  

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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
（％）

Ⅰ 材料費      28,577  72.8    22,691  70.1

Ⅱ 外注加工費      1,520  3.9    1,087  3.4

Ⅲ 労務費      5,124  13.0    4,831  14.9

Ⅳ 経費               

１．減価償却費    1,798      2,414     

２．その他    2,262  4,060  10.3  1,326  3,740  11.6

当期総製造費用      39,282  100.0    32,350  100.0

期首仕掛品たな卸高      1,972      1,828   

合計      41,255      34,179   

期末仕掛品たな卸高      1,828      2,004   

他勘定振替高      767      905   

当期製品製造原価      38,659      31,269   

                



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,490 10,490

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,490 10,490

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 11,337 11,337

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,337 11,337

資本剰余金合計   

前期末残高 11,337 11,337

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,337 11,337

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 599 599

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 599 599

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 165 154

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △11 △9

当期変動額合計 △11 △9

当期末残高 154 144

別途積立金   

前期末残高 730 730

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 730 730

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,641 5,809

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 11 9

剰余金の配当 △545 △594

当期純利益 1,702 △596

当期変動額合計 1,167 △1,182

当期末残高 5,809 4,627



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 6,137 7,293

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △545 △594

当期純利益 1,702 △596

当期変動額合計 1,156 △1,191

当期末残高 7,293 6,101

自己株式   

前期末残高 △105 △152

当期変動額   

自己株式の取得 △46 △340

当期変動額合計 △46 △340

当期末残高 △152 △492

株主資本合計   

前期末残高 27,860 28,970

当期変動額   

剰余金の配当 △545 △594

当期純利益 1,702 △596

自己株式の取得 △46 △340

当期変動額合計 1,109 △1,532

当期末残高 28,970 27,437

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 437 81

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △356 △47

当期変動額合計 △356 △47

当期末残高 81 33

評価・換算差額等合計   

前期末残高 437 81

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △356 △47

当期変動額合計 △356 △47

当期末残高 81 33

純資産合計   

前期末残高 28,298 29,051

当期変動額   

剰余金の配当 △545 △594

当期純利益 1,702 △596

自己株式の取得 △46 △340

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △356 △47

当期変動額合計 752 △1,579

当期末残高 29,051 27,471



 該当事項はありません。 

 

  

   

本日公表の「役員人事および執行役員制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

                                            以 上  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

６．役員の異動（平成21年６月24日付）
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