
平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成24年5月11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
定時株主総会開催予定日 平成24年6月26日 配当支払開始予定日 平成24年6月27日

有価証券報告書提出予定日 平成24年6月26日

決算補足説明資料作成の有無 ： 有

決算説明会開催の有無 ： 有 (証券アナリスト・機関投資家向け）

1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 96,237 4.7 6,207 △28.8 7,224 △21.0 3,013 △38.1

23年3月期 91,920 20.8 8,717 112.5 9,142 82.9 4,871 89.8

（注）包括利益 24年3月期 2,848百万円 （55.2％） 23年3月期 1,834百万円 （△65.8％）

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
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 ％ ％ ％

24年3月期 61.94 ― 8.3 6.9 6.5
23年3月期 100.26 ― 13.8 9.0 9.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  1,375百万円 23年3月期  1,101百万円

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

24年3月期 107,375 42,568 34.5 772.24
23年3月期 103,439 40,991 34.6 735.44

（参考） 自己資本   24年3月期  37,001百万円 23年3月期  35,785百万円

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

24年3月期 6,224 △11,404 △323 11,398
23年3月期 11,224 △7,312 △1,465 16,310

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 4.50 ― 6.50 11.00 546 11.0 1.5
24年3月期 ― 4.50 ― 6.50 11.00 539 17.8 1.5

25年3月期(予想) ― 7.00 ― 7.00 14.00 12.7

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 50,000 5.8 3,300 15.0 3,600 19.1 2,000 56.5 41.74
通期 108,000 12.2 8,800 41.8 9,500 31.5 5,300 75.9 110.61



※  注記事項 

(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無

② ①以外の会計方針の変更  ： 無

③ 会計上の見積りの変更  ： 無

④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 49,757,821 株 23年3月期 49,757,821 株

② 期末自己株式数 24年3月期 1,843,221 株 23年3月期 1,099,261 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 48,658,896 株 23年3月期 48,586,705 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料Ｐ.2「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

  当連結会計年度は、東日本大震災の影響に伴う経済活動の停滞ならびに債務危機による欧州経済の停滞とそれに伴

う為替変動により国内外ともに大きな不安材料を抱えて推移いたしました。  

 このような事業環境の下、当社グループは当期を初年度とする３カ年計画（『持続性ある成長への基礎固め』－10

年後の繁栄を期して）を策定し、更なる企業価値向上実現のため、グローバル規模での事業展開を行い、収益体制の

拡充に取り組んでまいりました。 

しかしながら当社グループを取り巻く事業環境は、震災復興に伴う需要回復も一部見受けられましたが、年度の半

ばにおいて発生したタイ洪水の影響や中国経済の減速、インドを始めとした新興国の成長率鈍化ならびに長期化する

円高を主要因として、大変厳しい状況を余儀なくされました。 

 その結果、当連結会計年度の連結売上高は962億37百万円（前期比4.7％増）、連結営業利益は62億７百万円（前期

比28.8％減）、連結経常利益は72億24百万円（前期比21.0％減）、連結当期純利益は30億13百万円(前期比38.1％

減）となりました。 

   セグメント別の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・建設機械業界向け事業のうち、自動車向け製品は、拡販等により欧州および新興国を中心に堅調に推移し

ました。また、建設機械向け製品は、中国経済の減速により販売が伸び悩みました。これらの結果、売上高は527億

68百万円、営業利益は28億26百万円となりました。 

  ［一般産業機械業界向け事業］ 

 一般産業機械業界向け事業につきましては、半導体製造装置向け製品は減少しましたが、東南アジア・インド等の

新興国での石油精製・石油化学プラント向け製品が増加しました。これらの結果、売上高は278億96百万円、営業利

益は24億３百万円となりました。  

    ［舶用業界向け事業］ 

 舶用業界向け事業につきましては、アフターマーケットは減少しましたが、新造船向け製品は増加しました。これ

らの結果、売上高は111億69百万円、営業利益は17億68百万円となりました。 

  ［航空宇宙業界向け事業］ 

 航空宇宙業界向け事業につきましては、ガスタービン向け製品は増加いたしましたが、宇宙関連向け製品は減少い

たしました。これらの結果、売上高は44億３百万円、営業利益は１百万円となりました。  

  

② 次期の見通し 

  今後の見通しにつきましては、東日本大震災やタイ洪水の被害等の外部特殊要因が無くなることから、自動車・

建設機械業界を中心に回復の傾向が見られるものの事業環境の急激な好転は期待できず、引き続き不透明な状況で推

移するものと想定されます。 

 自動車・建設機械業界向け事業では、ＮＯＫ㈱から譲り受けるアキュムレータ・住宅設備品目の増加に加え、自動

車向け製品では、国内および新興国での増加が見込まれます。また、建設機械向け製品では、海外での拡販により増

加が見込まれます。 

 一般産業機械業界向け事業では、発電所向けシール製品及び石油精製・石油化学プラント向け製品の増加が見込ま

れます。 

 舶用業界向け事業では、新造船の低迷に加え、アフターマーケットの増加も難しい状況ではありますが、ＫＥＭＥ

Ｌ㈱の吸収合併により生産・販売体制を強化して、収益の確保に努めてまいります。 

 航空宇宙業界向け事業では、ガスタービン向け製品の更なる拡販に努めてまいります。 

  

 次期の見通しとしましては、連結売上高1,080億円（前期比12.2％増）、連結営業利益88億円（前期比41.8％

増）、連結当期純利益53億円（前期比75.9％増）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1,073億75百万円（前期比3.8％増）となりました。これは主に有形固定資産の増加35億

32百万円、受取手形及び売掛金の増加26億91百万円、棚卸資産17億19百万円の増加、未収入金９億85百万円の増加、

現預金の減少50億12百万円によるものであります。 

 負債は648億７百万円（前期比3.8％増）となりました。これは主に長期借入金の増加29億24百万円、未払法人税等

の減少５億６百万円によるものであります。 

 純資産は425億68百万円となりました。 

１．経営成績



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113億98百万円となり、

前連結会計年度末対比49億11百万円の減少となりました。 

 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62億24百万円（前期比44.5％減）となりました。これは主に税金等調整前当期純利

益68億69百万円に加えて減価償却費56億67百万円により増加した一方、法人税等の支払額28億円71百万円、持分法に

よる投資利益13億75百万円、棚卸資産の増加15億５百万円、売掛債権の増加８億50百万円を主な減少要因とするもの

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114億４百万円（前期比56.0％増）となりました。これは主に設備取得等に伴う支

出88億34百万円、子会社株式の取得による支出13億16百万円、関連会社株式の取得による支出６億42百万円、連結の

範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出５億14百万円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、３億23百万円（前期比78.0％減）の資金の減少となりました。これは主に借入金の純増額13億30

百万円の一方、配当金の支払額合計９億38百万円、自己株式の取得による支出７億３百万円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。 

  

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4.5円（既に実施済み）・期末配当6.5円、年間で11円（前期と同額）を予

定しております。なお、次期の１株当たりの配当金は、中間配当７円・期末配当７円、年間で14円を計画しており

ます。 

  

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％）  39.3  32.6  34.9  34.6  34.5

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 34.0  16.0  35.6  41.4  38.3

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 4.9  11.7  3.3  3.2  5.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 7.9  4.2  11.6  13.7  7.7



当社グループ（当社及び当社の関係会社）はイーグル工業株式会社（当社）、子会社54社、関連会社56社及びその

他の関係会社により構成されております。当社グループが営んでいる事業は、次の４つの事業向けにメカニカルシー

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。 

（1）自動車・建設機械業界向け事業………主要な製品は自動車、建設機械のメカニカルシール（軸封装置）及び 特

殊バルブ並びに電力業界向けの特殊バルブであります。当社のほか、下記の関係会社で製造・販売を行っており

ます。 

 主な関係会社 

 (生産) 

岡山イーグル㈱、島根イーグル㈱、広島イーグル㈱、イーグルインダストリー 台湾CORP.、NEK CO.,LTD.、EKK 

イーグル（タイランド）CO.,LTD.、イーグルインダストリー(WUXI)CO.,LTD.、ジムラックスB.V.、イーグルイ

ンダストリー フランス S.A.S. 

 (販売） 

ＮＯＫ㈱、イーグルサービス㈱、イーグルインダストリー 台湾CORP.、NEK CO.,LTD.、EKK イーグル（タイラ

ンド）CO.,LTD.、イーグルインダストリー(WUXI)CO.,LTD.、EKK セールス ヨーロッパ B.V.、イーグルインダ

ストリーセールス(SHANGHAI)CO.,LTD. 

（2）一般産業機械業界向け事業………主要な製品は産業機械、石油精製、化学プラント等業界向けのメカニカルシ

ール（軸封装置）及び電子機器、精密機器、産業用機器業界向け精密ベローズ応用品であります。当社のほか、

下記の関係会社で製造・販売を行っております。 

 主な関係会社 

 (生産) 

イーグルブルグマンジャパン㈱、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 ニュー

ジーランドLTD.、PT.イーグルブルグマン インドネシアCO.,LTD.、イーグルブルグマン インディアPVT.LTD. 

 (販売） 

イーグルブルグマンジャパン㈱、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 ニュー

ジーランド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 インディアPVT.LTD.、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.  

（3）舶用業界向け事業………主要な製品は船尾管シール（軸封装置）・軸受であります。下記の関係会社で製造・

販売を行っております。 

 主な関係会社 

 (生産) 

ＫＥＭＥＬ㈱、イーグルハイキャスト㈱ 

  (販売） 

ＫＥＭＥＬ㈱、イーグルハイキャスト㈱、リグナムバイター㈱、ＫＥＭＥＬヨーロッパLTD.、  

ＫＥＭＥＬ ＵＳＡ INC.、ＫＥＭＥＬアジアパシフィックPTE.LTD. 

（4）航空宇宙業界向け事業………主要な製品は航空機・ロケットエンジン向けの各種シール（軸封装置）でありま

す。当社のほか、下記の関係会社で製造・販売を行っております。 

 主な関係会社 

 (生産) 

㈱バルコム、北海道イーグル㈱ 

(販売） 

㈱バルコム、イーグル・エンジニアリング・エアロスペース㈱、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  

   

２．企業集団の状況



事業系統図 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
  

（☆：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24年４月１日付けで連結子会社であるＫＥＭＥＬ㈱を、当社を存続会社として吸収合併致しました。 

   ２．平成24年４月１日付けでジムラックスB.V.はイーグル ジムラックスB.V.に商号を変更しております。  



（1）経営の基本方針 

ａ．中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、平成23年度より新たな中長期的な成長を図るための３カ年計画を策定いたしました。概要は以

下のとおりであります。 

  

・基本方針 『持続性ある成長への基礎固め』－10年後の繁栄を期して 

・期間    平成23年度から25年度 

・主要推進項目 

１．グローバル経営力の向上 

２．人財の育成（人財は新しい価値を創造提案する） 

３．グローバル生産体制の構築 

４．品質至上主義の徹底 

５．10年後に花開く新商品の開発とそれを可能にするコア技術の強化 

・目標経営数値（ 終年度の連結値） 

（１） 売上高 1,200億円 

（２） 営業利益 150億円（営業利益率12.5％） 

  

ｂ．会社の対処すべき課題 

 当社グループは、更なる企業価値向上実現のため、３カ年計画に基づいたグローバル規模での事業展開を推進

し、収益体制の確保に向けて以下の課題に取り組んでまいります。 

 自動車・建設機械業界向け事業は、地産地消およびBCP対策を踏まえたグローバル生産体制の構築を引き続き推進

するとともに、HV/HEVをはじめとした次世代製品開発に取り組んでまいります。ＮＯＫ株式会社からのアキュムレ

ータ・住宅設備品目を円滑に譲り受けて、更なる生産性・販売の向上に努めてまいります。 

 一般産業機械業界向け事業は、新興国とりわけ東南アジア地域での旺盛な石油精製・石油化学プラント等の各種

建設案件に引き続き注力し、イーグルブルグマンにおける事業展開を深化させてまいります。  

 舶用業界向け事業は、建造隻数が縮小傾向にある中、受注量の確保に努めるとともに、アフターマーケットでの

確実な受注を推進してまいります。 

 航空宇宙業界向け事業は、民間航空機プロジェクトの本格的な稼動に向け、引き続き生産体制の拡充及びコスト

削減に努めてまいります。  

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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,469 12,456

受取手形及び売掛金 23,299 25,991

商品及び製品 2,818 3,399

仕掛品 5,188 5,449

原材料及び貯蔵品 2,890 3,767

未収入金 447 1,433

繰延税金資産 1,296 889

その他 1,209 1,837

貸倒引当金 △187 △416

流動資産合計 54,431 54,809

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 21,269 22,148

減価償却累計額及び減損損失累計額 △10,636 △10,978

建物及び構築物（純額） 10,632 11,170

機械装置及び運搬具 37,033 39,634

減価償却累計額及び減損損失累計額 △26,257 △28,561

機械装置及び運搬具（純額） 10,776 11,072

工具、器具及び備品 4,701 5,614

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,696 △4,253

工具、器具及び備品（純額） 1,005 1,361

土地 3,954 4,469

リース資産 414 788

減価償却累計額 △225 △266

リース資産（純額） 189 521

建設仮勘定 566 2,061

有形固定資産合計 27,124 30,656

無形固定資産   

のれん 6,080 6,231

その他 299 370

無形固定資産合計 6,379 6,602

投資その他の資産   

投資有価証券 9,460 9,313

長期貸付金 1,815 1,716

繰延税金資産 3,204 3,079

その他 1,121 1,297

貸倒引当金 △98 △99

投資その他の資産合計 15,503 15,307

固定資産合計 49,007 52,566

資産合計 103,439 107,375



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,314 5,897

短期借入金 6,463 4,877

1年内返済予定の長期借入金 7,766 9,394

未払金 6,572 7,416

リース債務 79 76

未払法人税等 1,942 1,436

従業員預り金 2,910 2,910

賞与引当金 1,654 1,815

その他の引当金 126 32

その他 2,198 2,056

流動負債合計 35,028 35,914

固定負債   

長期借入金 18,136 19,433

リース債務 126 184

退職給付引当金 8,152 8,196

役員退職慰労引当金 97 87

負ののれん 238 222

その他 666 768

固定負債合計 27,418 28,892

負債合計 62,447 64,807

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,490 10,490

資本剰余金 11,363 11,407

利益剰余金 21,320 23,913

自己株式 △456 △1,080

株主資本合計 42,718 44,731

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 96 89

為替換算調整勘定 △7,029 △7,819

その他の包括利益累計額合計 △6,933 △7,730

少数株主持分 5,206 5,567

純資産合計 40,991 42,568

負債純資産合計 103,439 107,375



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 91,920 96,237

売上原価 69,668 73,486

売上総利益 22,251 22,751

販売費及び一般管理費 13,533 16,543

営業利益 8,717 6,207

営業外収益   

受取利息 171 196

受取配当金 42 188

受取賃貸料 111 108

持分法による投資利益 1,101 1,375

その他 474 623

営業外収益合計 1,902 2,492

営業外費用   

支払利息 821 812

為替差損 401 240

その他 254 423

営業外費用合計 1,477 1,476

経常利益 9,142 7,224

特別利益   

固定資産売却益 42 7

貸倒引当金戻入額 69 －

投資有価証券売却益 － 0

その他 46 15

特別利益合計 158 22

特別損失   

固定資産売却損 61 0

固定資産除却損 190 185

投資有価証券評価損 47 9

事業再編損 － 153

固定資産除却損失引当金繰入額 120 －

その他 172 27

特別損失合計 591 377

税金等調整前当期純利益 8,709 6,869

法人税、住民税及び事業税 2,640 2,387

法人税等調整額 293 543

法人税等合計 2,934 2,930

少数株主損益調整前当期純利益 5,775 3,938

少数株主利益 903 924

当期純利益 4,871 3,013



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 5,775 3,938

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3 △7

為替換算調整勘定 △1,920 △198

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,023 △884

その他の包括利益合計 △3,940 △1,090

包括利益 1,834 2,848

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,127 2,216

少数株主に係る包括利益 707 631



（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 10,490 10,490

当期末残高 10,490 10,490

資本剰余金   

その他資本剰余金   

当期首残高 － 26

当期変動額   

自己株式の処分 26 43

当期変動額合計 26 43

当期末残高 26 69

資本剰余金合計   

当期首残高 11,337 11,363

当期変動額   

自己株式の処分 26 43

当期変動額合計 26 43

当期末残高 11,363 11,407

利益剰余金   

当期首残高 16,859 21,320

当期変動額   

剰余金の配当 △364 △535

当期純利益 4,871 3,013

連結範囲の変動 △45 △19

連結子会社の会計期間変更に伴う変動 － 133

当期変動額合計 4,460 2,592

当期末残高 21,320 23,913

自己株式   

当期首残高 △494 △456

当期変動額   

自己株式の取得 △8 △703

自己株式の処分 47 79

当期変動額合計 38 △623

当期末残高 △456 △1,080

株主資本合計   

当期首残高 38,193 42,718

当期変動額   

剰余金の配当 △364 △535

当期純利益 4,871 3,013

連結範囲の変動 △45 △19

連結子会社の会計期間変更に伴う変動 － 133

自己株式の取得 △8 △703



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

自己株式の処分 73 123

当期変動額合計 4,525 2,012

当期末残高 42,718 44,731

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 92 96

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △7

当期変動額合計 3 △7

当期末残高 96 89

為替換算調整勘定   

当期首残高 △3,282 △7,029

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,747 △789

当期変動額合計 △3,747 △789

当期末残高 △7,029 △7,819

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △3,189 △6,933

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,743 △796

当期変動額合計 △3,743 △796

当期末残高 △6,933 △7,730

少数株主持分   

当期首残高 6,542 5,206

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,336 361

当期変動額合計 △1,336 361

当期末残高 5,206 5,567

純資産合計   

当期首残高 41,546 40,991

当期変動額   

剰余金の配当 △364 △535

当期純利益 4,871 3,013

連結範囲の変動 △45 △19

連結子会社の会計期間変更に伴う変動 － 133

自己株式の取得 △8 △703

自己株式の処分 73 123

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,080 △435

当期変動額合計 △555 1,576

当期末残高 40,991 42,568



（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 8,709 6,869

減価償却費 4,745 5,667

持分法による投資損益（△は益） △1,101 △1,375

のれん償却額 574 780

投資有価証券評価損益（△は益） 47 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） 87 234

賞与引当金の増減額（△は減少） 491 161

退職給付引当金の増減額（△は減少） 168 24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △88 15

受取利息及び受取配当金 △214 △385

支払利息 821 812

有形固定資産除売却損益（△は益） 208 181

投資有価証券売却損益（△は益） － 66

売上債権の増減額（△は増加） △2,657 △850

たな卸資産の増減額（△は増加） △740 △1,505

その他の資産の増減額（△は増加） 24 △1,123

仕入債務の増減額（△は減少） 1,877 △588

割引手形の増減額（△は減少） 36 △59

その他の負債の増減額（△は減少） △20 △201

その他 24 23

小計 12,995 8,754

利息及び配当金の受取額 861 1,147

利息の支払額 △825 △806

法人税等の支払額 △1,807 △2,871

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,224 6,224

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 △2,711 △8,834

有形固定資産の売却による収入 195 490

投資有価証券の取得による支出 △676 △624

定期預金の預入による支出 △148 －

定期預金の払戻による収入 － 209

投資有価証券の売却による収入 97 －

子会社株式の取得による支出 △4,114 △1,316

関連会社株式の取得による支出 － △642

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △514

その他 45 △172

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,312 △11,404



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 3,779 1,668

短期借入金の返済による支出 △3,560 △3,218

長期借入れによる収入 6,652 11,502

長期借入金の返済による支出 △7,544 △8,623

子会社の自己株式の処分による収入 47 79

自己株式の取得による支出 △8 △703

配当金の支払額 △364 △535

少数株主への配当金の支払額 △355 △402

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △109 △90

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,465 △323

現金及び現金同等物に係る換算差額 △162 △166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,283 △5,669

現金及び現金同等物の期首残高 14,018 16,310

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 7 723

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）

－ 33

現金及び現金同等物の期末残高 16,310 11,398



 該当事項はありません。 
 
  

   

  １．連結の範囲に関する事項 

   (1) 連結子会社 

     連結子会社数 50社 

      主要な連結子会社の名称 

       a. イーグルブルグマンジャパン㈱             d. NEK CO.,LTD. 

              b. ＫＥＭＥＬ㈱                             e. EBIアジアパシフィックPTE.LTD. 

              c. イーグルインダストリー(WUXI)CO.,LTD.     f. イーグルブルグマン インディアPVT.LTD. 

 平成24年４月１日付けで連結子会社であるＫＥＭＥＬ㈱を、当社を存続会社として吸収合併致しまし

た。 

  なお、当連結会計年度より、新たな支配権の獲得及び株式取得の結果、アクチュエータ コンポーネン

ツGmbH&CO.KG他２社を連結の範囲に含めております。平成23年11月１日付けでアクチュエータ コンポー

ネンツGmbH&CO.KGは、イーグルアクチュエータコンポーネンツGmbH&CO.KGに商号を変更しております。 

また重要性が増したため、EKK セールス ヨーロッパB.V.、EKK イーグル セミコン コンポーネンツ

INC.他２社を連結の範囲に含めております。 

また新たにイーグルインダストリーセールス (SHANGHAI) CO.,LTD.、イーグルホールディング ジャー

マニーGmbHを設立したため、連結の範囲に含めております。 

  

    (2) 非連結子会社 

    非連結子会社はイーグルブルグマン ベトナムCO.,LTD.その他３社であります。 

なお、当連結会計年度より、従来非連結子会社であったEKKセールス ヨーロッパB.V.、EKK イーグル セミ

コン コンポーネンツINC.他2社は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。 

また、当連結会計年度より、新たに出資したイーグルマテリアルズ コリアCO.,LTD他１社を含め、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、全体としても

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。 

   

 ２．持分法の適用に関する事項 

  (1) 持分法適用関連会社 

    持分法適用関連会社数 37社 

   主要な持分法適用会社の名称 

     a. イーグルブルグマン ジャーマニーGmbH&CO.KG      d. EBIアジアPTE.LTD. 

         b. イーグルブルグマン イタリアS.R.L.              e. EBIアトランティックA/S 

        c. イーグルブルグマン フランスS.A.S.              f. EBIミドルイーストA/S      

 なお、当連結会計年度より、新たに出資したインテグラル アキュムレータGmbH&CO.KGを持分法適用の

範囲に含めております。また、従来、持分法適用会社であったイーグルブルグマン(WUXI)CO.,LTD.は、

新たな支配権の獲得により連結の範囲に含めております。 

  

   (2) 非持分法適用会社 

非連結子会社（イーグルブルグマン ベトナムCO.,LTD.その他３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18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を適用しておりません。また、新たに出資したイーグルブルグ

マンマスコット インディアPVT.LTD.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を適用しておりません。 

   

 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

        NEK CO.,LTD.他25社の決算日は12月31日でありますが、連結財務情報開示のより一層の適正化を図るため、

連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

        また、P.T. イーグルインダストリー インドネシアCO.,LTD.他12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、必要な調整を行っております。 

（5）継続企業の前提に関する注記

（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項



   

 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)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） 

(b)時価のないもの 

移動平均法による原価法 

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。） 

  c.たな卸資産 

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。 

  

(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（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、主に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年～50年    機械装置及び運搬具 ３～10年  

    b.無形固定資産（リース資産を除く） 

   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。 

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。 

b. 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、当社及び一部の連結子会社においては、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。 

c. 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。 

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. 役員退職慰労引当金 

 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。 

  



  (4) 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。 

    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 

    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。 

    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。 

   

 ５．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び平成22年３月31日以前に発生した負ののれんは、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。 

平成22年４月１日以降に発生した負ののれんは、当該負ののれんが発生した年度の利益として処理しておりま

す。  

  

 ６．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。 

  

  ７．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 

  消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

  

  

  

      会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

  

  

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引

下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用する法定実効税率税は従来の40.64%から、平成24年４月1日に開始する事業年度から平成26年４月１日に開始する事

業年度に解消が見込まれる一時差異については38.01%に、平成27年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれ

る一時差異については35.64%となります。 

 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は525百万円減少し、当該事業年

度に計上された法人税等調整額が532百万円、その他有価証券評価差額金が７百万円、それぞれ増加しております。 

  

（7）追加情報

（8）連結財務諸表に関する注記

（税効果会計関係）



１．報告セグメントの概要 

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。   

 当社では製品が使用される業界別に事業分野を設定し、「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」、「舶用業界向け事業」、「航空宇宙業界向け事業」の４つを報告セグメントとしてお

ります。各セグメントの内容につきましては「２．企業集団の状況」をご参照ください。 

    

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

  報告セグメントの利益は、営業利益（のれん償却前）ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。    

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

Ⅰ 前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

（単位：百万円）

   (注) 1. セグメント利益の調整額△578百万円は、セグメント間取引消去11百万円及びのれん償却△589百万円 

           であります。 

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

 3. セグメント資産のうち、調整又は全社の項目に含めた全社資産の金額は228億30百万円であり、その主

なものは、連結財務諸表提出会社の現預金、投資有価証券及び繰延税金資産であります。 

 4. その他の項目の減価償却費と有形固定資産及び無形固定資産の増加額のうち、調整又は全社の項目に

含めた全社の金額は、主に連結財務諸表提出会社の長期前払費用とソフトウェアであります。   

  

（セグメント情報等）

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 

舶用業界

向け事業

航空宇宙

業界向け

事業 

合計 
調整又は

全社  

連結財務諸

表計上額 

 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  

 

 

50,163

582

 

 

26,152

1,189

 

  

10,905

8

   

4,699

－

  

 

91,920

1,780

 

 

－

△1,780

91,920

－

 計  50,745   27,342  10,913   4,699  93,701  △1,780 91,920

 セグメント利益又は損失（△）   4,073   3,318   2,057   △152   9,296   △578 8,717

 セグメント資産   40,250   25,875   10,365   4,481   80,973   22,466 103,439

 その他の項目         

 減価償却費   3,072   1,207   228   198   4,706   39 4,745

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
  2,585   835 1,678 41  5,140  24 5,164



Ⅱ 当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

（単位：百万円）

   (注) 1. セグメント利益の調整額△791百万円は、セグメント間取引消去49百万円及びのれん償却△841百万円 

           であります。 

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

 3. セグメント資産のうち、調整又は全社の項目に含めた資産の金額は215億73百万円であり、その主なも

のは、連結財務諸表提出会社の現預金、投資有価証券及び繰延税金資産であります。 

 4. その他の項目の減価償却費と有形固定資産及び無形固定資産の増加額のうち、調整又は全社の項目に

含めた全社の金額は、主に連結財務諸表提出会社の長期前払費用とソフトウェアであります。  

  

 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 

舶用業界

向け事業

航空宇宙

業界向け

事業 

合計 
調整又は

全社  

連結財務諸

表計上額 

 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  

 

 

52,768

157

 

 

27,896

1,113

 

  

11,169

90

   

4,403

－

  

 

96,237

1,361

 

 

－

△1,361

96,237

－

 計  52,925   29,010  11,259   4,403  97,599  △1,361 96,237

 セグメント利益又は損失（△）   2,826   2,403   1,768   1   6,999   △791 6,207

 セグメント資産   41,563   31,140   10,268   4,329   87,302   20,073 107,375

 その他の項目         

 減価償却費   4,243   1,039   202   152   5,637   30 5,667

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
  7,781   1,898 166 48  9,895  108 10,003



 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、リース取引、関連当事者との取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション

等、企業結合等、資産除却債務、賃貸等不動産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。 

  

（開示の省略）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 735.44円 

１株当たり当期純利益 100.26円 

１株当たり純資産額 772.24円 

１株当たり当期純利益 61.94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22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益（百万円）      4,871      3,013

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）  4,871  3,013

期中平均株式数（株）  48,586,705  48,658,896



当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

  当社は、平成23年11月10日開催の取締役会において、当社を存続会社とする従来連結子会社であったＫＥＭＥ

Ｌ株式会社との吸収合併契約を決議し、平成24年４月１日に吸収合併を行いました。 

  

  

共通支配下の取引等  

Ⅰ 取引の概要 

 ① 結合当事企業及びその事業内容 

     結合当事企業 ＫＥＭＥＬ株式会社  

     事業の内容  舶用船尾管シール、船尾管軸受の製造・販売並びに補修工事等上記に付帯する業務 

         ② 企業結合日 

        平成24年４月１日 

     ③ 企業結合の法的形式 

  当社を吸収合併存続会社、ＫＥＭＥＬ株式会社（当社の連結子会社）を吸収合併消滅会社とする吸収

合併 

  ④ 結合後企業の名称 

 イーグル工業株式会社 

  ⑤ その他取引の概要に関する事項 

  ＫＥＭＥＬ株式会社の吸収合併は、当社の舶用業界向け事業の更なる事業体制強化に向けて実施する

もので、具体的には、経営判断の迅速化、当社技術部門との更なる交流ならびに人材育成の強化などが

期待できます。 

  世界的な造船業界動向が不透明ななか、より一層の顧客満足度向上および企業価値向上を実現するた

めに当該吸収合併を実施するものです。 

  

Ⅱ 実施する会計処理概要 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号  平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号  平成20年12月26日）に基づ

き、共通支配下の取引として会計処理を行ないました。 

  

  

（重要な後発事象）
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