
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月1日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 イーグル工業株式会社 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） 執行役員財経本部長 （氏名） 池田 澄男 TEL 03-3438-2291
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 54,150 △16.7 2,720 △33.4 3,373 △20.9 1,386 △27.9

21年3月期第3四半期 65,032 ― 4,082 ― 4,263 ― 1,922 ―

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

22年3月期第3四半期 28.55 ―

21年3月期第3四半期 38.88 ―

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

22年3月期第3四半期 98,914 39,468 37.4 762.29
21年3月期 95,734 34,072 32.6 642.95

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  37,013百万円 21年3月期  31,221百万円

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  

*現時点では、平成22年３月期末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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 6.00 ― 3.00 9.00
22年3月期 ― 3.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 73,000 △6.6 4,000 23.2 4,400 21.5 1,500 12.2 30.89
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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）  有  
新規 2社 （社名  ジムラックスB.V.  イーグルヨーロッパGmbH ） 除外   －社 
（注）詳細は3ページ【定性的情報・財務情報等】4.その他をご覧下さい。 

(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・財務情報等】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） 

(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 

１．期末配当予想額につきましては、自動車向け製品は回復傾向にあるものの、建設機械向け製品、一般産業向け製品で厳しい状況が継続しており、先
行きが不透明であることから、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。 
2．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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 49,757,821株 21年3月期  49,757,821株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,202,216株 21年3月期  1,198,371株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 48,557,538株 21年3月期第3四半期 49,449,363株
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  当第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31まで）における我が国経済は、一昨年後半以降の

世界的な金融危機、経済混乱の影響により依然厳しい状況で推移いたしました。 

 自動車業界向け製品につきましては、補助金やエコカー減税などにより回復傾向にありますが、建設機械業界向

け製品及び一般産業機械業界向け製品につきましては、厳しい状況が継続しております。  

  このような経済情勢のなか当社グループは、体質改革２ヵ年計画に基づき事業体制の見直しやコスト削減活動に

よる損益分岐点の引き下げ等をおこない企業収益の回復・向上に邁進してまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は541億50百万円（前年同期比16.7％減）、連結営業利益は27億20

百万円（同33.4％減）、連結経常利益は33億73百万円（同20.9％減）、連結四半期純利益は13億86百万円（同

27.9％減）となりました。 

   

 当第３四半期連結会計期間末の資産は前期末に比べ31億79百万円増加し989億14百万円となりました。これは主に

投資有価証券の取得による増加38億7百万円、受取手形及び売掛金の増加23億22百万円及び連結子会社株式の一部売

却に伴うのれんの減少24億4百万円、棚卸資産の減少9億60百万円等によるものであります。 

 負債は前期末に比べ22億16百万円減少し594億45百万円となりました。これは主にその他の引当金が7億86百万

円、買掛金が5億39百万円それぞれ増加した一方、長短借入金が32億20百万円減少したことによるものであります。

 純資産は前期末に比べ53億96百万円増加し394億68百万円となりました。これは主に利益剰余金が11億49百万円、

為替換算調整勘定が9億79百万円及び子会社株式の一部売却等により少数株主持分が32億54百万円、それぞれ増加し

たことによるものであります。 

   

 平成21年11月９日付「平成22年３月期 第２四半期連結累計期間業績予想との差異および通期業績予想の修正に

関するお知らせ」にて公表いたしました平成22年３月期通期の業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

   

 新規 ２社 ジムラックスB.V. イーグルヨーロッパGmbH 

  前連結会計年度まで持分法適用の範囲に含めておりましたジムラックスB.V.の株式を平成21年7月15日開催

の取締役会決議に基づきジムラックスGmbHから取得したため、また、前連結会計年度まで非連結子会社として

おりましたイーグルヨーロッパGmbHへの増資を平成21年12月11日開催の取締役会決議に基づき実施したため、

それぞれ当社の連結子会社となりました。  

  

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３四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会

計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。 

   

該当事項はありません。   

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,192 13,279

受取手形及び売掛金 20,302 17,979

商品及び製品 2,544 2,941

仕掛品 6,134 6,432

原材料及び貯蔵品 2,491 2,756

その他 3,404 3,708

貸倒引当金 △79 △17

流動資産合計 48,990 47,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,820 10,155

機械装置及び運搬具（純額） 12,013 12,217

その他（純額） 5,715 6,041

有形固定資産合計 28,549 28,414

無形固定資産   

のれん 5,096 7,501

その他 238 257

無形固定資産合計 5,335 7,758

投資その他の資産   

投資有価証券 10,075 6,267

その他 6,208 6,449

貸倒引当金 △244 △235

投資その他の資産合計 16,039 12,480

固定資産合計 49,923 48,653

資産合計 98,914 95,734
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,668 3,129

短期借入金 15,043 12,556

未払法人税等 1,080 730

賞与引当金 606 993

その他の引当金 786 －

その他 9,698 10,084

流動負債合計 30,884 27,494

固定負債   

長期借入金 19,656 25,364

退職給付引当金 7,935 7,799

役員退職慰労引当金 147 569

負ののれん 258 271

その他 562 163

固定負債合計 28,560 34,167

負債合計 59,445 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 15,679 14,530

自己株式 △494 △492

株主資本合計 37,013 35,865

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49 34

為替換算調整勘定 △3,699 △4,679

評価・換算差額等合計 △3,650 △4,644

少数株主持分 6,105 2,851

純資産合計 39,468 34,072

負債純資産合計 98,914 95,734
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（2）四半期連結損益計算書 
 （第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 65,032 54,150

売上原価 50,739 41,300

売上総利益 14,293 12,849

販売費及び一般管理費 10,210 10,129

営業利益 4,082 2,720

営業外収益   

受取利息 98 151

受取配当金 84 716

持分法による投資利益 743 609

その他 758 510

営業外収益合計 1,684 1,987

営業外費用   

支払利息 615 738

為替差損 590 206

その他 298 389

営業外費用合計 1,504 1,334

経常利益 4,263 3,373

特別利益   

固定資産売却益 13 3

投資有価証券売却益 － 828

その他 5 84

特別利益合計 19 916

特別損失   

固定資産除却損 77 27

投資有価証券評価損 119 －

事業再編損 － 314

たな卸資産処分損 － 101

その他 52 74

特別損失合計 248 518

税金等調整前四半期純利益 4,033 3,770

法人税等 1,581 1,619

少数株主利益 529 764

四半期純利益 1,922 1,386
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 19,167 20,437

売上原価 15,268 14,944

売上総利益 3,898 5,493

販売費及び一般管理費 3,155 3,452

営業利益 742 2,040

営業外収益   

受取利息 22 40

受取配当金 69 271

持分法による投資利益 206 263

その他 215 85

営業外収益合計 514 661

営業外費用   

支払利息 247 231

為替差損 421 －

その他 60 86

営業外費用合計 729 317

経常利益 527 2,384

特別利益   

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 － 4

その他 － 13

特別利益合計 － 19

特別損失   

固定資産除却損 40 14

投資有価証券評価損 118 －

たな卸資産処分損 － 101

その他 20 18

特別損失合計 180 135

税金等調整前四半期純利益 347 2,268

法人税等 65 699

少数株主利益 160 347

四半期純利益 121 1,221
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（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 4,033 3,770

減価償却費 3,656 3,615

のれん償却額 420 376

投資有価証券評価損益（△は益） 119 －

受取利息及び受取配当金 △182 △867

支払利息 615 738

持分法による投資損益（△は益） △743 △609

有形固定資産除売却損益（△は益） 63 30

売上債権の増減額（△は増加） 2,191 △2,457

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,765 1,305

仕入債務の増減額（△は減少） △2,357 1,626

割引手形の増減額（△は減少） △799 △400

その他 △368 478

小計 4,883 7,609

利息及び配当金の受取額 185 869

利息の支払額 △603 △737

法人税等の支払額 △2,320 △1,371

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,144 6,369

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 △4,949 △3,548

有形固定資産の売却による収入 337 847

投資有価証券の取得による支出 △298 △3,783

投資有価証券の売却による収入 － 5,907

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

－ △249

その他 557 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,516 △817

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） 9,823 574

長期借入れによる収入 1,002 －

長期借入金の返済による支出 △3,623 △3,795

自己株式の取得による支出 △340 △1

配当金の支払額 △594 △291

少数株主への配当金の支払額 △642 △537

その他 △122 △310

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,502 △4,362

現金及び現金同等物に係る換算差額 △530 85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,599 1,274

現金及び現金同等物の期首残高 7,165 12,228

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 171 △399

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,936 13,103
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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