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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 44,628 32.4 4,319 535.4 4,204 325.2 1,847 ―

22年3月期第2四半期 33,713 △26.5 679 △79.6 988 △73.5 164 △90.9

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

23年3月期第2四半期 38.04 ―

22年3月期第2四半期 3.39 ―

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

23年3月期第2四半期 96,548 37,867 34.0 676.63
22年3月期 100,349 41,546 34.9 720.92

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  32,867百万円 22年3月期  35,004百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  

*現時点では平成23年3月期末の配当予想は未定とさせていただきます。 

年間配当金

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

22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

23年3月期 ― 4.50

23年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 88,500 16.4 7,800 90.1 7,650 53.0 4,000 55.8 82.38



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期レビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 なお、上記業績予想に関する事項は【添付資料】Ｐ.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 
２．23年３月期の期末配当につきましては、現時点では未定であります。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。 
  

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  49,757,821株 22年3月期  49,757,821株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,183,055株 22年3月期  1,203,134株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  48,555,880株 22年3月期2Q  48,557,927株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）における経済情勢は、中国、インド

等の新興国で引き続き高い経済成長が維持され、世界経済全体では緩やかな回復基調で推移しましたが、欧州の景

気不透明感や、想定を超える為替変動による経済への影響等、依然、予断を許さない状況にあります。 

 当社を取巻く事業環境については、新興国での自動車・建設機械の底堅い需要と、エコカー減税等国内での自動

車販売支援策の追い風により売上面で好転が見られた一方、急激な円高という収益圧迫要因が浮上する状況となり

ました。このような事業環境のなか当社グループは前期より取り組んでおります体質改革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２四半期連結累計期間の連結売上高は446億28百万円（前年同期比32.4％増）、連結営業利益は

43億19百万円（前年同期比535.4％増）、連結経常利益は42億４百万円（前年同期比325.2％増）、連結純利益は18

億47百万円（前年同期１億64百万円）となりました。 

  

セグメント別の事業状況は次のとおりであります。 

[自動車・建設機械業界向け事業] 

 自動車及び建設機械業界向け製品は新興国での需要拡大と国内での販売増により堅調に推移いたしました。 

 その結果、当セグメントの連結売上高は249億98百万円となりました。  

[一般産業機械業界向け事業] 

 一般産業機械業界向け製品は、新興国市場での需要の回復及び半導体業界向け製品の販売が増加いたしました。

 その結果、当セグメントの連結売上高は127億20百万円となりました。  

[航空宇宙業界向け事業] 

 航空機業界の業績低迷により航空機エンジン用シールが減少いたしました。 

 その結果、当セグメントの連結売上高は18億80百万円となりました。  

[舶用業界向け事業]  

 舶用業界向け製品につきましては、世界経済の減速の影響を受け、連結売上高は50億29百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産は前期末に比べ38億円減少し、965億48百万円となりました。これは主とし

て現預金の減少28億22百万円、のれんの増加14億8百万円、投資有価証券の減少19億82百万円等によるものです。 

 負債は前期末に比べ１億20百万円減少し、586億81百万円となりました。これは主として賞与引当金の増加10億

64百万円、借入金の減少15億10百万円によるものです。 

 純資産は前期末に比べ36億79百万円減少し、378億67百万円となりました。これは主として利益剰余金の増加16

億55百万円、為替換算調整勘定の減少37億73百万円及び、少数株主持分の減少15億42百万円によるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点における通期の業績予想につきましては、平成22年７月30日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で公

表いたしました業績予想から変更ありません。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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２四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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

  この基準の変更が当第２四半期連結累計期間における損益に与える影響は軽微であります。 

  

（追加情報） 

 従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ＥＳＯＰ信託」における会計処理について 

 当社は、中長期的な企業価値の向上に対し従業員にインセンティブを付与することにより、労働意欲の向上を促

すとともに、福利厚生の拡充と従業員持株会の活性化を図ることを目的として、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」（以

下「ＥＳＯＰ信託」といいます）を導入いたしました。 

 ＥＳＯＰ信託とは、米国のＥＳＯＰ制度を参考に、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンテ

ィブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充（福利厚生制度の拡充）を

図る目的を有するものをいいます。 

当社が「イーグル工業持株会」に加入する従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定

し、当該信託は今後５年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を一括して取得し、その後、当該

信託は当社株式を毎月一定日にイーグル工業持株会に売却します。 

当社株式の取得・処分については当社がＥＳＯＰ信託の債務を保証しており、経済的実態を重視した保守的な

観点から当社とＥＳＯＰ信託は一体であるとする会計処理をしております。 

従って、ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式やＥＳＯＰ信託の資産及び負債並びに収益についても連結貸借対照

表、連結損益算書及び連結株主資本等変動計算書に含めて計上しております。なお、当第２四半期連結会計期間末

にＥＳＯＰ信託が所有する当社株式及び金額は、それぞれ1,074,000株及び6億85百万円であります。 

   

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（1）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,338 15,160

受取手形及び売掛金 22,294 21,532

商品及び製品 2,396 2,524

仕掛品 5,058 5,022

原材料及び貯蔵品 2,784 2,679

その他 3,088 3,315

貸倒引当金 △61 △81

流動資産合計 47,899 50,153

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,808 10,705

機械装置及び運搬具（純額） 11,088 11,793

その他（純額） 5,508 5,609

有形固定資産合計 27,405 28,109

無形固定資産   

のれん 6,368 4,959

その他 217 220

無形固定資産合計 6,585 5,180

投資その他の資産   

投資有価証券 8,658 10,641

その他 6,150 6,385

貸倒引当金 △150 △120

投資その他の資産合計 14,658 16,906

固定資産合計 48,649 50,195

資産合計 96,548 100,349



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,585 4,992

短期借入金 13,856 13,721

未払法人税等 1,275 1,133

賞与引当金 2,200 1,135

その他の引当金 11 788

その他 10,582 9,285

流動負債合計 32,511 31,056

固定負債   

長期借入金 16,988 18,634

退職給付引当金 8,060 7,943

役員退職慰労引当金 75 179

その他 1,045 988

固定負債合計 26,169 27,745

負債合計 58,681 58,802

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,490 10,490

資本剰余金 11,343 11,337

利益剰余金 18,515 16,859

自己株式 △487 △494

株主資本合計 39,861 38,193

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 60 92

為替換算調整勘定 △7,055 △3,282

評価・換算差額等合計 △6,994 △3,189

少数株主持分 5,000 6,542

純資産合計 37,867 41,546

負債純資産合計 96,548 100,349



（2）四半期連結損益計算書 
 （第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 33,713 44,628

売上原価 26,356 33,394

売上総利益 7,356 11,233

販売費及び一般管理費 6,676 6,914

営業利益 679 4,319

営業外収益   

受取利息 110 58

受取配当金 444 19

持分法による投資利益 346 369

その他 430 379

営業外収益合計 1,332 826

営業外費用   

支払利息 506 395

その他 516 545

営業外費用合計 1,023 940

経常利益 988 4,204

特別利益   

固定資産売却益 2 42

関係会社株式売却益 828 －

その他 65 37

特別利益合計 897 80

特別損失   

固定資産売却損 － 61

固定資産除却損 12 102

事業再編損 314 －

その他 55 45

特別損失合計 383 210

税金等調整前四半期純利益 1,502 4,074

法人税等 920 1,673

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,401

少数株主利益 417 554

四半期純利益 164 1,847



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 17,943 22,826

売上原価 13,564 17,200

売上総利益 4,379 5,626

販売費及び一般管理費 3,602 3,676

営業利益 777 1,949

営業外収益   

受取利息 71 25

受取配当金 437 12

持分法による投資利益 224 200

その他 238 187

営業外収益合計 971 426

営業外費用   

支払利息 263 192

その他 324 10

営業外費用合計 587 203

経常利益 1,160 2,172

特別利益   

固定資産売却益 2 41

その他 50 24

特別利益合計 52 65

特別損失   

固定資産売却損 － 61

固定資産除却損 7 94

事業再編損 314 －

その他 3 32

特別損失合計 325 187

税金等調整前四半期純利益 887 2,051

法人税等 228 937

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,113

少数株主利益 383 315

四半期純利益 275 797



（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 1,502 4,074

減価償却費 2,393 2,278

のれん償却額 250 287

受取利息及び受取配当金 △555 △77

支払利息 506 395

持分法による投資損益（△は益） △346 △369

有形固定資産除売却損益（△は益） 16 122

売上債権の増減額（△は増加） 492 △1,570

たな卸資産の増減額（△は増加） 538 △86

仕入債務の増減額（△は減少） 414 1,249

割引手形の増減額（△は減少） △340 14

その他 1,100 1,035

小計 5,973 7,353

利息及び配当金の受取額 558 93

利息の支払額 △449 △375

法人税等の支払額 △854 △1,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,228 5,810

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 △1,983 △1,986

有形固定資産の売却による収入 69 131

投資有価証券の取得による支出 △3,782 △466

投資有価証券の売却による収入 5,903 10

子会社株式の取得による支出 － △3,503

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 △12 △166

投資活動によるキャッシュ・フロー △54 △5,981

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） △325 498

長期借入れによる収入 － 1,202

長期借入金の返済による支出 △3,391 △3,888

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △145 △145

少数株主への配当金の支払額 △422 △257

その他 △210 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,497 △2,660

現金及び現金同等物に係る換算差額 203 △137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 880 △2,968

現金及び現金同等物の期首残高 12,678 14,018

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 7

連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等
物の期首残高増減額（△は減少）

△399 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,158 11,057



  該当事項はありません。  

  

  

 ① 報告セグメント概要 

   当連結グループの報告セグメントは、当連結グループの構成単位で分離された財務情報が入手可能であり、取

    締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

    ります。 

  

 ② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

    当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

 （注）１．セグメント利益の調整額△285百万円は、セグメント間取引消去９百万円及びのれん償却△294百万円

      であります。 

    ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。  

  

 （追加情報）   

  第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

 年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

 成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

 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）セグメント情報

  

 自動車・

建設機械業

界向け事業

一般産業 

機械業界 

向け事業 

航空宇宙

業界向け

事業 

舶用業界

向け事業
合計 調整額 

四半期連 

結損益計算

書計上額 

 売上高 

  

  外部顧客への売上高 

  

  セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  

 

 

24,998

397

 

 

12,720

562

 

  

1,880

－

   

5,029

4

  

 

44,628

963

 

 

－

△963

44,628

－

 計  25,395   13,283  1,880   5,033   45,592   △963   44,628

 セグメント利益又は損失（△）   1,869   1,663   △76   1,148   4,604   △285   4,319

（６）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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