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（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 ％ 

25年３月期  102,817  6.8  7,579  22.1  8,934  23.7  4,501  49.4

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

（注）包括利益 25年３月期 10,706百万円 （ ％）275.9   24年３月期 2,848百万円 （ ％） 55.2

  
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 ％ ％ ％ 

25年３月期  93.73  －  10.9  7.8  7.4

24年３月期  61.94  －  8.3  6.9  6.5

（参考）持分法投資損益 25年３月期 756百万円   24年３月期 1,375百万円 

  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 

25年３月期  122,658  52,541  37.3  950.42

24年３月期  107,375  42,568  34.5  772.24

（参考）自己資本 25年３月期 45,759百万円   24年３月期 37,001百万円

  
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 

25年３月期  10,703  △8,675  △1,498  12,992

24年３月期  6,224  △11,404  △323  11,398

  
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 ％ ％

24年３月期 －  4.50 － 6.50 11.00  539 17.8 1.5

25年３月期 －  7.00 － 7.00 14.00  681 14.9 1.6

26年３月期（予想） －  7.00 － 7.00 14.00   13.0  

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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）  53,500  11.7  3,400  18.6  3,500  34.8  1,750  23.4  36.35

通期  110,000  7.0  9,000  18.7  9,600  7.5  5,200  15.5  108.00



※  注記事項 

  
（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） 

  
（参考）個別業績の概要 

１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

  
（２）個別財政状態 

  
  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

  
※  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   

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有

②  ①以外の会計方針の変更              ： 無

③  会計上の見積りの変更                ： 有

④  修正再表示                          ： 無

（注）「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（会計方針の変更を会計上の見積りの

変更と区別することが困難な場合）に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．15「４．連結財務諸表

（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）」をご覧

ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期 49,757,821株 24年３月期 49,757,821株

②  期末自己株式数 25年３月期 1,611,103株 24年３月期 1,843,221株

③  期中平均株式数 25年３月期 48,029,447株 24年３月期 48,658,896株

（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 ％ 

25年３月期  73,444  21.5  2,210  378.9  4,099  70.5  5,464  209.0

24年３月期  60,451  3.9  461  △57.2  2,404  △3.2  1,768  △19.2

  
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 

25年３月期  113.78  －

24年３月期  36.35  －

  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 

25年３月期  96,525  35,931  37.2  746.29

24年３月期  88,330  30,830  34.9  643.45

（参考）自己資本 25年３月期 35,931百万円   24年３月期 30,830百万円

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、金融商品取

引法に基づく財務諸表の監査手続きは終了しておりません。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１.経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧下さ

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、欧州では債務問題を背景とした景気の低迷が続いておりますが、米国経済においては緩やか

な景気回復基調で推移しました。また国内では、年度後半には円高が是正に向かい、輸出環境が改善され、景気回

復の兆しが見られました。 

 このような経済環境の下、当社グループは前期から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）を推進し、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。 

当社グループを取り巻く事業環境は、欧州の景気低迷や中国・インド等における景気減速の影響は受けつつも、

震災復興に伴う需要回復も一部見受けられ、長期化していた円高の是正等により前年同期比では売上・利益ともに

増加することとなりました。 

 その結果、当連結会計年度の連結売上高は1,028億17百万円（前期比6.8％増）、連結営業利益は75億79百万円

（前期比22.1％増）、連結経常利益は89億34百万円（前期比23.7％増）、連結当期純利益は45億１百万円(前期比

49.4％増）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、自動車向け製品は中国経済の減速や欧州経済の不振による減少もありま

したが、国内向けを中心に機器製品が堅調に推移しました。建設機械向け製品は、中国経済の減速により大きく減

少しました。 

 また期中にＮＯＫ(株)より事業を譲受けたアキュムレータ・住宅設備製品は当初計画通りの販売を達成しまし

た。これらの結果、売上高は600億19百万円（前期比13.7％増）、営業利益は36億15百万円（前期比27.9％増）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、国内電力向けや東南アジア向け製品は堅調に推移しましたが、半導

体製造装置向け製品の不振に加え、インド経済の減速もあり伸び悩みました。これらの結果、売上高は278億65百万

円（前期比0.1％減）、営業利益は28億９百万円（前期比16.9％増）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、造船・海運業界の景況悪化を受け、国内外新造船需要が低迷すると共に、部

品需要も伸び悩みました。これらの結果、売上高は101億40百万円（前期比9.2％減）、営業利益は17億88百万円

（前期比1.2％増）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および航空機用エンジン向け製品や宇宙関連向け

製品が堅調に推移しました。これらの結果、売上高は47億92百万円（前期比8.8％増）、営業利益は40百万円（前年

営業利益１百万円）となりました。  

  

② 次期の見通し 

  セグメント別の見通しにつきましては、自動車・建設機械業界向け事業ではＮＯＫ(株)から譲受けた製品が通期

で寄与することに加え、中国市場の全般の需要回復も見込まれております。特に自動車向け製品は国内・欧州にお

いても販売の増加が見込まれております。 

 一般産業機械業界向け事業では、東南アジア・インドを中心として石油精製・石油化学プラント向け製品の伸び

が見込まれております。 

 舶用業界向け事業は引続き新造船・部品需要共に低調に推移する見込みですが、小型船向け販売体制等を強化し

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は世界的な電力需要の増加に伴い、ガスタービン向け製品の販売が堅調に推移することが

見込まれております。 

  

 次期の連結業績予想としましては、連結売上高1,100億円（前期比7.0％増）、連結営業利益90億円（前期比

18.7％増）、連結経常利益96億円（前期比7.5％増）、連結当期純利益52億円（前期比15.5％増）を見込んでおりま

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1,226億58百万円（前期比14.2％増）となりました。これは主に有形固定資産の増加50

１．経営成績・財政状態に関する分析



億１百万円、投資有価証券の増加30億79百万円、棚卸資産の増加29億41百万円、受取手形及び売掛金の増加22億５百

万円、現預金の増加14億88百万円によるものであります。 

 負債は701億17百万円（前期比8.2％増）となりました。これは主に未払金の増加24億73百万円、未払法人税等の増

加７億12百万円、買掛金の増加７億５百万円、長期借入金の増加５億34百万円によるものであります。 

 純資産は525億41百万円となりました。 

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129億92百万円となり、

前連結会計年度末対比15億94百万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107億３百万円（前期比72.0％増）となりました。これは主に税金等調整前当期

純利益80億52百万円に加えて減価償却費54億27百万円、仕入債務の増加10億20百万円により増加した一方、棚卸資産

の増加23億57百万円、法人税等の支払額22億78百万円を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86億75百万円（前期比23.9％減）となりました。これは主に有形固定資産の取得

による支出80億42百万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、支出した資金は14億98百万円（前期比364.0％増）となりました。これは主に借入金の純減額６

億10百万円、配当金の支払額合計８億94百万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７円（既に実施済み）・期末配当７円、年間で14円（前期対比３円増加）

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 平成25年３月期 

自己資本比率（％）  32.6  34.9  34.6  34.5  37.3

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 16.0  35.6  41.4  38.3  35.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 11.7  3.3  3.2  5.9  3.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 4.2  11.6  13.7  7.7  15.9



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53社、関連会社54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.、イーグルジムラックス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 オーストラレーシア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 オーストラレーシア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。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) 

イーグルハイキャスト㈱ 

  (販売） 

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) 

 

 

生産及び販売拠点（10 社） 
自動車・建設機械業界向け事業 

☆岡山イーグル㈱ 
☆島根イーグル㈱ 
☆広島イーグル㈱ 
☆イーグルサービス㈱ 
その他１社 

一般産業機械業界向け事業 
☆イーグルブルグマンジャパン㈱ 

舶用業界向け事業 
☆リグナムバイター㈱ 
☆イーグルハイキャスト㈱ 

航空宇宙業界向け事業 
☆㈱バルコム 
☆北海道イーグル㈱ 
 

イ 

ー 

グ 

ル 

工 

業 
株 
式 

会 

社 

生産及び販売拠点（36 社） 
自動車・建設機械業界向け事業 
☆イーグルインダストリー 台湾 CORP. （台湾） 
☆NEK CO., LTD. （韓国） 
☆EKK イーグル（タイランド）CO.,LTD.（タイ） 
☆イーグルインダストリー(WUXI) CO.,LTD. 
（中国） 
☆イーグルジムラックス B.V.  (オランダ) 
☆イーグルインダストリー フランス S.A.S. 
 （フランス） 

その他５社 
一般産業機械業界向け事業 
☆イーグルブルグマン オーストラレーシア  
PTY . LTD（オーストラリア） 

☆イーグルブルグマン ニュージーランド  
LTD.（ニュージーランド） 

☆P.T.イーグルブルグマン インドネシア 
 （インドネシア） 
☆イーグルブルグマン インディア 

PVT. LTD.（インド） 
☆EKK イーグル セミコン コンポーネンツ INC. 
 （米国） 
＊イーグルブルグマン ジャーマニー 

GmbH&CO. KG（ドイツ） 
その他 18 社 

舶用業界向け事業 
イーグルマテリアルズ コリア CO.,LTD.（韓国） 

販売拠点（46 社） 
自動車・建設機械業界向け事業 
☆EKK セールス ヨーロッパ B.V.（オランダ） 
☆イーグルインダストリー セールス 
   （SHANGHAI）CO.,LTD.（中国） 
その他４社 

一般産業機械業界向け事業 
＊イーグルブルグマン フランス  
S. A. S. （フランス） 

＊イーグルブルグマン イタリア  S. R. L.  
（イタリア） 
その他 33 社 

舶用業界向け事業 
☆ＫＥＭＥＬ ヨーロッパLTD. (英国)      
☆ＫＥＭＥＬ ＵＳＡ INC. (米国) 
☆ＫＥＭＥＬ アジアパシフィック  

PTE.LTD. (シンガポール) 
航空宇宙業界向け事業 
☆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. 
(シンガポール) 

 その他１社 
 

その他（14 社） 
自動車・建設機械業界向け事業 
☆EKK INC. （米国） 
☆イーグルヨーロッパ GmbH （ドイツ） 
その他２社 

一般産業機械業界向け事業 
☆EBI  アジアパシフィック PTE. LTD. 
（シンガポール） 
＊EBI  アトランティック A/S  
（デンマーク） 
＊EBI  アジア PTE.LTD.  
（シンガポール） 
＊EBI  ミドルイースト A/S  
（デンマーク） 
その他６社 
 

販売代理店（１社） 
◇ＮＯＫ㈱ 
 

販売拠点（１社） 
航空宇宙業界向け事業 
☆イーグル・エンジニアリング・エ

アロスペース㈱ 
 

製品・役
務の供給 

原材料の供給 

製品の供給 

製品の供給 

製品の供給 製品の供給

製品・半製
品の供給 

[国内] [海外] 



（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） 

  当初目標は平成23年3月期決算短信（平成23年５月12日公表）で、連結売上高1,200億円、連結営業利益150億円

（営業利益率12.5％）としておりましたが、事業環境の変化等により、平成26年３月期の連結業績予想を「サマ

リー情報 ３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）」のとおり修正いたしま

す。 

  

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に策定した３カ年計画の 終年度総括に向けて、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、地産地消及びBCP対策を踏まえたグローバル生産体制の構築を引続き推進する

と共に、HV／HEVを初めとした次世代製品や当社の固有技術を活かした製品の開発に取組んでまいります。 

 一般産業機械業界向け事業は、イーグルブルグマングループの新たな製品群の拡販も含め、東南アジア地域を中

心とした旺盛な石油精製・石油化学プラント等の各種建設案件に注力してまいります。  

 舶用業界向け事業は、引続き建造隻数が縮小傾向にある中、受注量の確保に努めると共に、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。また、一般商船以外の海洋構造物向け製品等の拡販に努めてまいります。 

 航空宇宙業界向け事業は、民間航空機プロジェクトの進展に対応すると共に、国内外の宇宙関連プロジェクトに

も積極的に関与してまいります。 

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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,456 13,944

受取手形及び売掛金 25,790 27,996

商品及び製品 3,399 5,013

仕掛品 5,449 6,665

原材料及び貯蔵品 3,767 3,880

未収入金 1,433 1,889

繰延税金資産 889 1,129

その他 1,837 1,750

貸倒引当金 △215 △238

流動資産合計 54,809 62,031

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,148 24,892

減価償却累計額 △10,978 △12,128

建物及び構築物（純額） 11,170 12,763

機械装置及び運搬具 39,634 45,476

減価償却累計額 △28,561 △32,226

機械装置及び運搬具（純額） 11,072 13,249

工具、器具及び備品 5,614 6,838

減価償却累計額 △4,253 △5,243

工具、器具及び備品（純額） 1,361 1,594

土地 4,469 4,577

リース資産 788 509

減価償却累計額 △266 △220

リース資産（純額） 521 288

建設仮勘定 2,061 3,184

有形固定資産合計 30,656 35,658

無形固定資産   

のれん 6,231 5,525

その他 370 891

無形固定資産合計 6,602 6,417

投資その他の資産   

投資有価証券 9,313 12,393

長期貸付金 1,716 1,776

繰延税金資産 3,079 3,059

その他 1,497 1,576

貸倒引当金 △300 △254

投資その他の資産合計 15,307 18,551

固定資産合計 52,566 60,627

資産合計 107,375 122,658



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,897 6,603

短期借入金 4,877 4,835

1年内返済予定の長期借入金 9,394 9,448

未払金 7,416 9,890

リース債務 76 77

未払法人税等 1,436 2,148

従業員預り金 2,910 3,132

賞与引当金 1,815 1,993

その他の引当金 32 14

その他 2,056 2,736

流動負債合計 35,914 40,881

固定負債   

長期借入金 19,433 19,968

リース債務 184 207

退職給付引当金 8,196 7,945

役員退職慰労引当金 87 122

環境対策引当金 － 297

負ののれん 222 206

その他 768 488

固定負債合計 28,892 29,235

負債合計 64,807 70,117

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,490 10,490

資本剰余金 11,407 11,461

利益剰余金 23,913 27,767

自己株式 △1,080 △986

株主資本合計 44,731 48,733

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 89 223

為替換算調整勘定 △7,819 △3,197

その他の包括利益累計額合計 △7,730 △2,973

少数株主持分 5,567 6,781

純資産合計 42,568 52,541

負債純資産合計 107,375 122,658



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 96,237 102,817

売上原価 73,486 78,558

売上総利益 22,751 24,259

販売費及び一般管理費 16,543 16,680

営業利益 6,207 7,579

営業外収益   

受取利息 196 122

受取配当金 188 164

受取賃貸料 108 115

持分法による投資利益 1,375 756

為替差益 － 596

その他 623 495

営業外収益合計 2,492 2,251

営業外費用   

支払利息 812 672

為替差損 240 －

その他 423 224

営業外費用合計 1,476 896

経常利益 7,224 8,934

特別利益   

固定資産売却益 7 15

投資有価証券売却益 0 3

その他 15 6

特別利益合計 22 24

特別損失   

固定資産売却損 0 62

固定資産除却損 185 137

投資有価証券評価損 9 0

事業再編損 153 370

環境対策引当金繰入額 － 297

その他 27 38

特別損失合計 377 906

税金等調整前当期純利益 6,869 8,052

法人税、住民税及び事業税 2,387 2,906

法人税等調整額 543 △308

法人税等合計 2,930 2,598

少数株主損益調整前当期純利益 3,938 5,453

少数株主利益 924 952

当期純利益 3,013 4,501



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 3,938 5,453

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7 134

為替換算調整勘定 △198 3,411

持分法適用会社に対する持分相当額 △884 1,706

その他の包括利益合計 △1,090 5,252

包括利益 2,848 10,706

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,216 9,258

少数株主に係る包括利益 631 1,448



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 69

当期変動額   

自己株式の処分 43 53

当期変動額合計 43 53

当期末残高 69 123

資本剰余金合計   

当期首残高 11,363 11,407

当期変動額   

自己株式の処分 43 53

当期変動額合計 43 53

当期末残高 11,407 11,461

利益剰余金   

当期首残高 21,320 23,913

当期変動額   

剰余金の配当 △535 △647

当期純利益 3,013 4,501

連結範囲の変動 △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 2,592 3,854

当期末残高 23,913 27,767

自己株式   

当期首残高 △456 △1,080

当期変動額   

自己株式の取得 △703 △4

自己株式の処分 79 97

当期変動額合計 △623 93

当期末残高 △1,080 △986

株主資本合計   

当期首残高 42,718 44,731

当期変動額   

剰余金の配当 △535 △647

当期純利益 3,013 4,501

連結範囲の変動 △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 △703 △4



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

自己株式の処分 123 151

当期変動額合計 2,012 4,001

当期末残高 44,731 48,733

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 96 89

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7 134

当期変動額合計 △7 134

当期末残高 89 223

為替換算調整勘定   

当期首残高 △7,029 △7,819

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △789 4,621

当期変動額合計 △789 4,621

当期末残高 △7,819 △3,197

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △6,933 △7,730

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △796 4,756

当期変動額合計 △796 4,756

当期末残高 △7,730 △2,973

少数株主持分   

当期首残高 5,206 5,567

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 361 1,214

当期変動額合計 361 1,214

当期末残高 5,567 6,781

純資産合計   

当期首残高 40,991 42,568

当期変動額   

剰余金の配当 △535 △647

当期純利益 3,013 4,501

連結範囲の変動 △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 △703 △4

自己株式の処分 123 151

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △435 5,971

当期変動額合計 1,576 9,972

当期末残高 42,568 52,541



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 6,869 8,052

減価償却費 5,667 5,427

持分法による投資損益（△は益） △1,375 △756

のれん償却額 780 666

投資有価証券評価損益（△は益） 9 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 234 △38

賞与引当金の増減額（△は減少） 161 155

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24 △277

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15 29

受取利息及び受取配当金 △385 △286

支払利息 812 672

有形固定資産除売却損益（△は益） 181 184

投資有価証券売却損益（△は益） 66 △3

売上債権の増減額（△は増加） △850 △131

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,505 △2,357

その他の資産の増減額（△は増加） △1,123 84

仕入債務の増減額（△は減少） △588 1,020

割引手形の増減額（△は減少） △59 △5

その他の負債の増減額（△は減少） △201 526

その他 23 358

小計 8,754 13,320

利息及び配当金の受取額 1,147 327

利息の支払額 △806 △666

法人税等の支払額 △2,871 △2,278

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,224 10,703

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 △8,834 △8,042

有形固定資産の売却による収入 490 166

無形固定資産の取得による支出 △172 △579

投資有価証券の取得による支出 △624 △438

定期預金の払戻による収入 209 192

子会社株式の取得による支出 △1,316 △17

関連会社株式の取得による支出 △642 －

関連会社株式の売却による収入 － 41

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 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 18

その他 － △16

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,404 △8,675



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 1,668 5,185

短期借入金の返済による支出 △3,218 △5,347

長期借入れによる収入 11,502 10,052

長期借入金の返済による支出 △8,623 △10,501

子会社の自己株式の処分による収入 79 97

自己株式の取得による支出 △703 △4

配当金の支払額 △535 △647

少数株主への配当金の支払額 △402 △247

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △90 △86

財務活動によるキャッシュ・フロー △323 △1,498

現金及び現金同等物に係る換算差額 △166 1,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,669 1,579

現金及び現金同等物の期首残高 16,310 11,398

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 723 15

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 11,398 12,992



 該当事項はありません。 
 
  

   

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後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方法に変更しております。  

   これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

  

（5）連結財務諸表に関する注記

（継続企業の前提に関する注記）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）



Ⅰ 前連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

１．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、連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の

原則及び手続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 

（単位：百万円）

  

 ４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項） 

(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全社資産の金額は215億73百万円であり、その

主なものは、当社の現預金、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うち、調整又は全社の項目に含

めた全社の金額は、主に当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  

 

 

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   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



Ⅱ 当連結会計年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日） 

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、連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の

原則及び手続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。 

 （減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後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方法に変更しております。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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 

（単位：百万円）

  

 ４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項） 

(1) セグメント利益の調整額△673百万円は、セグメント間取引消去24百万円及びのれん償却△697百万円

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221億３百万円であり、その

主なものは、当社の現預金、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うち、調整又は全社の項目に含

めた全社の金額は、主に当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  

 

 

60,019

237

 

 

27,865

145

 

  

10,140

13

   

4,792

－

 

 

102,817

396

 

 

－

△396

102,817

－

 計  60,256   28,011  10,153   4,792  103,214  △396 102,817

 セグメント利益   3,615   2,809   1,788   40   8,253   △673 7,579

 セグメント資産   50,050   37,064   9,565   4,486  101,167  21,491 122,658

 その他の項目         

 減価償却費   3,697   1,350   181   166   5,395   31 5,427

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
  6,217   2,222 131 206  8,778  114 8,892



 （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。 

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

  該当事項はありません。  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

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 

１株当たり純資産額 950.42円 

１株当たり当期純利益 93.73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23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益（百万円）      3,013      4,501

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）  3,013  4,501

期中平均株式数（株）  48,658,896  48,029,447

（重要な後発事象）
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