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１．17年12月期の連結業績（平成17年1月1日～平成17年12月31日） 
２．(1) 連結経営成績                              （百万円未満切り捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 

17年12月期 
16年12月期 

百万円   ％ 
8,648 （ 4.0） 
8,312 （ 17.3） 

百万円   ％ 
1,093 （△11.7） 
1,238 （ 33.4） 

百万円   ％ 
1,182  （△  9.4） 
1,305  （ 31.7） 

 

 当期純利益 
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 

株主資 本 
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 
17年12月期 
16年12月期 

百万円   ％ 
718  (△3.7) 
746 ( 36.3)  

円  銭 
  95  32 
 98    28 

円  銭 
-  - 

   -  - 

％ 
   7.6 
   8.5 

％ 
    7.7 
   9.0 

％ 
   13.7 
   15.7 

(注)①持分法投資損益      17年12月期     － 百万円     16年12月期   － 百万円 
②期中平均株式数（連結）  17年12月期      7,349,998株     16年12月期    7,412,613株 
③会計処理の方法の変更   有 ・ 無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
17年12月期 
16年12月期 

百万円 
       15,665 
       15,081 

百万円 
       9,852 
       9,113 

％ 
     62.9 
     60.4 

円   銭 
   1,349   35 
  1,227      21 

(注)期末発行済株式数（連結）        17年12月期 7,288,627株         16年12月期 7,411,370株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 
17年12月期 
16年12月期 

百万円 
 876    

     1,187 

百万円 
     △565    

△726 

百万円 
△324    
△150  

百万円 
     1,985 
     1,938 

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   2社   持分法適用非連結子会社数    0社   持分法適用関連会社数   0社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   0社   (除外)  0社    持分法 (新規)    0社   (除外)    0社 
 
２．18年12月期の連結業績予想（平成18年1月1日～平成18年12月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円 
       4,300   
       8,700 

百万円 
                540 
       1,195 

百万円 
        342 
        746   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    99円 88銭 
  

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想に内在する様々な不確

定要因や今後の事業運営における内外の情況変化等により、実際の業績と異なる場合がありますので、ご承知おき下さい。 



１１１１．．．．企業集団企業集団企業集団企業集団のののの状況状況状況状況

　当社の企業集団は、当社、子会社２社及び関連会社３社で構成され、ＬＰＧ容器用バルブ・高圧ガス容器

用バルブ及び設備弁・配管用バルブの製造及び販売を行っており、当社及び主要な子会社の主な事業内

容と当該事業における位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

１１１１．．．．バルブバルブバルブバルブ事業事業事業事業

ＬＰＧ容器用バルブ・高圧ガス容器用バルブ及び設備弁関連

　当社は、ＬＰＧ容器用バルブ・高圧ガス容器用バルブ及び設備弁を製造販売するほか、子会社であ

るサーモバルブ株式会社はアメリカにおける販売会社として、当社の製品を販売しております。

　関連会社北陸ハマイ株式会社は北陸地区の代理店として、関連会社四国ハマイ株式会社は四国

地区の代理店としてそれぞれ、当社の製品を販売しております。

配管用バルブ関連

　当社が製造販売するほか、北陸ハマイ株式会社は北陸の代理店として、四国ハマイ株式会社は
四国地区の代理店として、関連会社ﾌﾓﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｵﾌﾞ・ｱﾒﾘｶはアメリカにおいて、それぞれ当社
の配管用バルブ等を販売しております。

２２２２．．．．不動産賃貸事業不動産賃貸事業不動産賃貸事業不動産賃貸事業

　当社は、バルブ事業の他、親会社たる当社のみ、店舗用ビル、駐車場賃貸等の不動産賃貸事業

を行っております。

３３３３．．．．そのそのそのその他他他他のののの事業事業事業事業
　株式会社ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾘﾝｸｽは、当社の子会社であり、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ関連機器等の販売を一般顧客に販売
しております。

事業事業事業事業のののの系統図系統図系統図系統図はははは、、、、次次次次のとおりでありますのとおりでありますのとおりでありますのとおりであります。。。。
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２２２２．．．．経営方針経営方針経営方針経営方針

　（１）経営の基本方針

  当社の一貫した基本方針は、確かな品質体系を維持し顧客の信頼に応えることを念頭においてお

いており、高圧ガス関連機器の用途開発の多岐にわたる発展を目標に、バルブを通じて社会に貢献

することを目指しております。

  当社は、これまで培ってまいりました技術、経験、品質に対する弛まざる追求をこれからも維持して

いくとともに、研究開発にも積極的に取り組み、開発志向を経営理念とし、経営体質の更なる強化を

図り、業績の向上に努めてまいりたいと考えております。

　（２）利益配分に関する基本方針

  当社は、業績に対応した配当を行うことを基本とし、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備

えるための内部留保の充実に留意しつつ、経営成績の状況を勘案して配当を行なう所存であります。

  当期の配当におきましては、株主各位への安定的な成果配分と当期の業績とを考慮し、中間配当と

して１株当たり10円をすでに実施しておりますが、当期の業績を勘案し、また株主の皆様のご支援に

お応えすべく前期と同額の1株当たり13円（年間配当金23円）を実施することに決定いたしました。

　内部留保資金は設備の合理化、省力化投資、研究開発活動の投資に活用し、事業の拡大に努めて

まいります。

　（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社の投資単位は、1,000株となっております。

　当社は、投資単位の引下げが株式の流動性向上と株式市場に個人投資家の参加を促すための有効な

施策であると理解しております。収益力の向上を経営課題とする当社としましては、今後、株式市場の動向

を注視しつつ、当社の業績および株価などを勘案して、投資単位の引下げの実施について検討してまいる

所存であります。

　（４）目標とする経営指標

　当社グループは、収益性のある経営を目指しており、品質の向上、コスト管理の徹底と継続的な技術

開発を心がけ、売上高経常利益率15％以上を目指しております。

　併せて、総資産利益率（ＲＯＡ）や株主資本利益率（ＲＯＥ）といった経営の効率性を重視した事業運営

に注力する所存であります。

　（５）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループの関連するバルブ業界におきましては、半導体需要動向に不透明感が出てきておりま

す。また、部材費の高騰もあり、不安定要因が生じ減速傾向にありますが、その中にあって、コスト削

減、新規商品開発、環境保全への対応など、経営努力を怠りなく行い、諸問題に真剣に取り組んでま

いります。
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　（６）会社の対処すべき課題

　景気回復にやや明るさが見えてきたとの観測がありますが、企業の社会的責任を踏まえ、

経営の健全化、安定的収益の確保のためより一層の充実を目指し、下記の5点を重要課

題として取り組んでまいります。

①　素材高騰対策

　原材料の高騰による市場対策が急務となっております。

　また、素材高騰対策に真剣に取り組み、更なるコスト削減に努力してまいります。

②　新製品の開発

　来るべき将来を見据え、環境対策となる水素燃料電池関連の新エネルギー機器の改良、および実

用化に向け開発を継続しております。また新素材による商品開発などにも取り組んでおります。

③　環境保全への取り組み

　環境保全につきましては、各工場での製品の製造にあたり、不適合品を造らないことで、資源、エ

ネルギーを適正に使用します。また、製造と環境を関連付け、使用材料における環境負荷物質の

削減要求に少しでも応えるべく、改善活動を推進して参ります。

④　ＩＲ活動の実施

　会社情報の的確かつ迅速な開示が求められており、当社におきましても投資家の皆様のご期待に

応えられるよう、インターネットによる決算報告および会社説明会等、IRの充実に真剣に取り組んでま

いります。

⑤　社内システムの整備

　財務システムの整備は完了し、現在は販売管理システムの整備を推進しております。これにより、

社内における情報の迅速な把握、管理体制の効率化実現を目指しております。

　（７）コーポーレートガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況
　　【コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方】

　当社は経営の透明性及び健全性を高める上で、経営チェック機能の充実が重要課題と認識してお

ります。

　　【コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況】

①　当社は監査役制度を採用しており、監査役は2名（うち社外監査役1名）で、構成されております。

各監査役は監査役会が定めた方針に従い、取締役会へ出席して意見を述べるほか、取締役の職務

執行を監視しております。　

　取締役会は、取締役6名で構成され原則月1回開催し、経営上の重要事項の意思決定を行うと共

に、取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。

②　各会計期及び必要に応じ、第三者である監査法人による適正なる会計監査を受け財務の透明

化を図っており、またその過程で経営上の課題等についてアドバイスを受けております。

③　会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係又はその他の利害関係の概要

社外監査役1名は弁護士であり、直接当社とは利害関係を有するものではありません。

④　内部管理体制の整備・運用状況

　当社の管理部門は、本社総務部内において組織されており、それぞれが社内規定の整備、稟議書

等社内承認制度の運用、予算実績管理、各種契約書類のチェックなどを通じて、内部管理体制の強

化・充実を図っております。

　（８）親会社等に関する事項

　記載すべき事項はありません。
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３３３３．．．．経営成績経営成績経営成績経営成績
（１）当期の概況

　①業績の概況
　当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油価格の上昇などの不安定要素はあったものの、米国や
中国における成長の継続、企業収益の改善や設備投資の増加に加え、雇用情勢や個人消費にも明るい
兆しがみられ、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。
　当社の関連する業界におきましても、LPG容器用バルブは、好調に推移した一方で設備関連のバルブ
の需要はあまり見込めず、その結果当連結会計年度の売上高86億4千8百万円、対前期比3億3千6百万
円（4.0％）の微増収という結果となりました。
　一方収益面につきましては、バルブの主材料であります黄銅価格の値上がりが影響し、原価が上昇した
ため、経常利益は11億8千2百万円、対前期比1億2千2百万円（9.4％）の減益となり、その結果、
当期純利益も7億1千8百万円、対前期比2千7百万円（3.7％）の減益となりました。

１．事業別のセグメントの状況

〔バルブ事業〕
　当社主力製品のＬＰＧ容器用バルブの売上増加がありましたが、一方で設備関連バルブ等の売上
が減少したため、その結果売上高68億6千5百万円、対前期比2億円（3.0％）の増益に止まり営業
利益は7億6千4百万円、対前期比1億3千8百万円（15.3％）の減益となりました。

〔不動産賃貸事業〕
　賃貸収入は、4億8千7百万円、営業利益3億1千4百万と前期とほぼ同額となりました。　

〔その他の事業〕
　その他の事業は、売上高12億9千5百万円、対前期比1億3千3百万（11.5％）の増収でしたが、
営業利益は1千4百万円、対前期比1千7百万円（54.6％）の減益となりました。

　②キャシュ・フローの状況

　当連結会計年度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、税金
等調整前当期純利益が、前連結会計年度に比べ6％減少し、12億1千万円となったためもあり、
前連結会計年度に比し、微増の19億8千5百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比し、26％減少の8億7千6百万円となり
ました。

（投資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・フローは、有形固定資産の取得が増えたものの、投資有価証券の
売却収入もあり、前連結会計年度に比し、1億6千1百万円（22％)支出を減らしました。

（財務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・フローは、自己株式の取得があったため、1億7千3百万円の支出増
となりました。

（２）次期の見通し

次期につきましては、
売上高　　　　 87億円 （対前期比　　0.6％増　）
経常利益　　　　 11億9千5百万円 （対前期比　　1.1％増　）
当期純利益　　 　7億4千6百万円 （対前期比　　3.9％増　）

を見込んでおります。
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４４４４．．．．連結財務諸表連結財務諸表連結財務諸表連結財務諸表

（（（（１１１１））））１１１１．．．．連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表 （（（（資産資産資産資産のののの部部部部）））） （単位：千円  ）

　　　　　　　期　別

　　　科　目 　　　　金　　　額 構成比 　　金　　　額 構成比 　　　金　　　額

（（（（資産資産資産資産のののの部  部  部  部  ）））） ％％％％ ％％％％
ⅠⅠⅠⅠ 流動資産流動資産流動資産流動資産 7,258,5807,258,5807,258,5807,258,580 48.148.148.148.1 7,385,9597,385,9597,385,9597,385,959 47.247.247.247.2 127,378127,378127,378127,378

現金及び預金 2,017,558 2,007,746 △ 9,811

受取手形及び売掛金※５ 2,731,464 2,927,485 196,020

有価証券 1,182,641 1,274,127 91,486

たな卸資産 1,160,750 1,067,855 △ 92,895

前渡金 1,535 15,923 14,387

繰延税金資産 79,491 22,637 △ 56,854

その他 96,931 75,408 △ 21,523

貸倒引当金 △ 11,793 △ 5,224 6,569

ⅡⅡⅡⅡ 固定資産固定資産固定資産固定資産 7,823,0657,823,0657,823,0657,823,065 51.951.951.951.9 8,278,5508,278,5508,278,5508,278,550 52.852.852.852.8 455,485455,485455,485455,485

1111 有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 ※１ 4,182,6334,182,6334,182,6334,182,633 27.727.727.727.7 4,038,7064,038,7064,038,7064,038,706 25.825.825.825.8 △ 143,927△ 143,927△ 143,927△ 143,927

建物及び構築物 ※3 2,631,451 2,483,182 △ 148,269

機械装置及び運搬具 1,161,653 1,110,124 △ 51,529

土地 ※3 310,937 310,937 -

建設仮勘定 - 58,010 58,010

その他 78,591 76,451 △ 2,140

2222 無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産 106,186106,186106,186106,186 0.70.70.70.7 87,82687,82687,82687,826 0.50.50.50.5 △ 18,360△ 18,360△ 18,360△ 18,360

3333 投資投資投資投資そのそのそのその他他他他のののの資産資産資産資産 3,534,2443,534,2443,534,2443,534,244 23.523.523.523.5 4,152,0174,152,0174,152,0174,152,017 26.526.526.526.5 617,772617,772617,772617,772

投資有価証券 ※2 ※3 3,338,105 4,027,948 689,842

長期貸付金 58,464 43,065 △ 15,398

長期前払費用 2,978 40,919 37,940

繰延税金資産 97,165 - △ 97,165

その他 93,876 93,703 △ 173

貸倒引当金 △ 6,346 △ 3,619 2,726

投資評価引当金 △ 50,000 △ 50,000 -

15,081,64515,081,64515,081,64515,081,645 100.0100.0100.0100.0 15,664,50915,664,50915,664,50915,664,509 100.0100.0100.0100.0 582,863582,863582,863582,863

増減額

（△印減少）

　　　　　　　　資資資資　　　　　　　　産産産産　　　　　　　　合合合合　　　　　　　　計計計計

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在）

前連結会計年度 当連結会計年度
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（（（（１ １ １ １ ））））２２２２．．．．連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表（（（（負債負債負債負債、、、、少数株主持分及少数株主持分及少数株主持分及少数株主持分及びびびび資本資本資本資本のののの部  部  部  部  ））））

（単位：千円  ）

期　　別 増減額

（△印減少）

   科　　目 構成比 構成比

（（（（負債負債負債負債のののの部  部  部  部  ）））） ％％％％ ％％％％

ⅠⅠⅠⅠ 流動負債流動負債流動負債流動負債 2,494,7412,494,7412,494,7412,494,741 16.516.516.516.5 2,280,4932,280,4932,280,4932,280,493 14.614.614.614.6 △ 214,248△ 214,248△ 214,248△ 214,248

支払手形及び買掛金※５ 1,672,529 1,758,862 86,332

未払法人税等 333,698 206,606 △ 127,091

未払消費税等 39,511 37,588 △ 1,922

未払費用 39,579 38,709 △ 870

賞与引当金 68,913 40,512 △ 28,401

その他 ※５ 340,509 198,215 △ 142,293

ⅡⅡⅡⅡ 固定負債固定負債固定負債固定負債 3,430,6303,430,6303,430,6303,430,630 22.722.722.722.7 3,491,9163,491,9163,491,9163,491,916 22.222.222.222.2 61,28561,28561,28561,285

長期借入金 ※３ 2,531,845 2,531,845 -

退職給付引当金 300,695 275,370 △ 25,325

役員退職慰労引当金 87,578 89,940 2,362

繰延税金負債 - 84,232 84,232

その他 ※３ 510,512 510,528 16

　　　　負負負負　　　　　　　　債債債債　　　　　　　　合合合合　　　　　　　　計計計計 5,925,3715,925,3715,925,3715,925,371 39.239.239.239.2 5,772,4105,772,4105,772,4105,772,410 36.836.836.836.8 △ 152,961△ 152,961△ 152,961△ 152,961

（（（（少数株主持分  少数株主持分  少数株主持分  少数株主持分  ））））

少数株主持分少数株主持分少数株主持分少数株主持分 42,99342,99342,99342,993 0.30.30.30.3 39,20739,20739,20739,207 0.30.30.30.3 △ 3,785△ 3,785△ 3,785△ 3,785

（（（（資本資本資本資本のののの部  部  部  部  ））））

ⅠⅠⅠⅠ 資本金資本金資本金資本金 395,307395,307395,307395,307 2.62.62.62.6 395,307395,307395,307395,307 2.52.52.52.5 ----

ⅡⅡⅡⅡ 資本剰余金資本剰余金資本剰余金資本剰余金 648,247648,247648,247648,247 4.34.34.34.3 648,247648,247648,247648,247 4.14.14.14.1 ----

ⅢⅢⅢⅢ 利益剰余金利益剰余金利益剰余金利益剰余金 7,871,6387,871,6387,871,6387,871,638 52.252.252.252.2 8,401,7708,401,7708,401,7708,401,770 53.653.653.653.6 530,131530,131530,131530,131

ⅣⅣⅣⅣ そのそのそのその他有価証券評価差額金他有価証券評価差額金他有価証券評価差額金他有価証券評価差額金 231,514231,514231,514231,514 1.51.51.51.5 571,682571,682571,682571,682 3.73.73.73.7 340,167340,167340,167340,167

ⅤⅤⅤⅤ 為替換算調整勘定為替換算調整勘定為替換算調整勘定為替換算調整勘定 △ 25,397△ 25,397△ 25,397△ 25,397 △ 0.1△ 0.1△ 0.1△ 0.1 △ 4,139△ 4,139△ 4,139△ 4,139 △0.0△0.0△0.0△0.0 21,25821,25821,25821,258

ⅥⅥⅥⅥ 自己株式自己株式自己株式自己株式 △ 8,029△ 8,029△ 8,029△ 8,029 △0.0△0.0△0.0△0.0 △ 159,974△ 159,974△ 159,974△ 159,974 △1.0△1.0△1.0△1.0 △ 151,945△ 151,945△ 151,945△ 151,945

9,113,2809,113,2809,113,2809,113,280 60.560.560.560.5 9,852,8929,852,8929,852,8929,852,892 62.962.962.962.9 739,611739,611739,611739,611

15,081,64515,081,64515,081,64515,081,645 100.0100.0100.0100.0 15,664,50915,664,50915,664,50915,664,509 100.0100.0100.0100.0 582,863582,863582,863582,863　　　　負債負債負債負債・・・・少数株主持分及少数株主持分及少数株主持分及少数株主持分及びびびび資本合計資本合計資本合計資本合計

    金          額

    　前連結会計年度

    金          額

（平成16年12月31日現在）

    　当連結会計年度

（平成17年12月31日現在）

    金          額

資資資資 本本本本 合合合合 計計計計
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（（（（２ ２ ２ ２ ））））連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書

（単位：千円　）

期　　　　別 　　  前連結会計年度 　　  当連結会計年度 増減額

自　平成１６年　１月　１日 自　平成１７年　１月　１日

至　平成１６年１２月３１日 至　平成１７年１２月３１日

   科　　　　目 　金　　　額 百分比 　金　　　額 百分比 　　金　　額

％％％％ ％％％％

ⅠⅠⅠⅠ 売上高売上高売上高売上高 8,312,4548,312,4548,312,4548,312,454 100.0100.0100.0100.0 8,648,8738,648,8738,648,8738,648,873 100.0100.0100.0100.0 336,418336,418336,418336,418

製品商品売上高 7,827,137 8,161,052 333,915

不動産賃貸収入 485,317 487,820 2,503

ⅡⅡⅡⅡ 売上原価売上原価売上原価売上原価 6,124,9356,124,9356,124,9356,124,935 73.773.773.773.7 6,550,3646,550,3646,550,3646,550,364 75.775.775.775.7 425,428425,428425,428425,428

製品商品売上原価 ※５ 5,944,045 6,377,046 433,001

不動産賃貸原価 180,890 173,317 △ 7,572

　　　　　　　　　　　　　　　　売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 2,187,5182,187,5182,187,5182,187,518 26.326.326.326.3 2,098,5092,098,5092,098,5092,098,509 24.324.324.324.3 △ 89,009△ 89,009△ 89,009△ 89,009

ⅢⅢⅢⅢ 販売費及販売費及販売費及販売費及びびびび一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 ※１ 949,419949,419949,419949,419 11.411.411.411.4 1,005,4951,005,4951,005,4951,005,495 11.711.711.711.7 56,07656,07656,07656,076

　　　　　　　　　　　　　　　　営業利益営業利益営業利益営業利益 ※５ 1,238,0991,238,0991,238,0991,238,099 14.914.914.914.9 1,093,0141,093,0141,093,0141,093,014 12.612.612.612.6 △ 145,085△ 145,085△ 145,085△ 145,085

ⅣⅣⅣⅣ 営業外収益営業外収益営業外収益営業外収益 170,235170,235170,235170,235 2.02.02.02.0 135,504135,504135,504135,504 1.61.61.61.6 △ 34,731△ 34,731△ 34,731△ 34,731

受取利息及び配当金 88,405 105,182 16,776
有価証券売却益 80 377 297
受託研究開発費収入 75,000 3,333 △ 71,666
為替差益 - 20,550 20,550
その他 6,748 6,060 △ 689

ⅤⅤⅤⅤ 営業外費用営業外費用営業外費用営業外費用 103,273103,273103,273103,273 1.21.21.21.2 45,85145,85145,85145,851 0.50.50.50.5 △ 57,421△ 57,421△ 57,421△ 57,421

支払利息及び割引料 8,497 9,512 1,014

受託研究開発費 87,580 24,571 △ 63,009

その他 7,194 11,767 4,573

　　　　　　　　　　　　　　　　経常利益経常利益経常利益経常利益 1,305,0621,305,0621,305,0621,305,062 15.715.715.715.7 1,182,6671,182,6671,182,6671,182,667 13.713.713.713.7 △ 122,395△ 122,395△ 122,395△ 122,395

ⅥⅥⅥⅥ 特別利益特別利益特別利益特別利益 31,71331,71331,71331,713 0.40.40.40.4 46,23646,23646,23646,236 0.60.60.60.6 14,52214,52214,52214,522
貸倒引当金戻入 9,960 - △ 9,960
投資有価証券売却益 11,495 32,403 20,908

固定資産売却益 ※２ 8,696 20 △ 8,676

その他 1,560 13,812 12,251

ⅦⅦⅦⅦ 特別損失特別損失特別損失特別損失 35,89535,89535,89535,895 0.40.40.40.4 15,53515,53515,53515,535 0.20.20.20.2 △ 20,360△ 20,360△ 20,360△ 20,360

固定資産売却損 ※３ 1,203 680 △ 522

固定資産除却損 ※４ 26,780 831 △ 25,949

投資有価証券売却損 - 889 889

役員退職慰労金 - 10,500 10,500

貸倒損失 3,736 369 △ 3,367

その他 4,174 2,265 △ 1,909
　　　　税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益 1,300,8801,300,8801,300,8801,300,880 15.715.715.715.7 1,213,3671,213,3671,213,3671,213,367 14.114.114.114.1 △ 87,512△ 87,512△ 87,512△ 87,512
　　　　　　　　法人税法人税法人税法人税、、、、住民税及住民税及住民税及住民税及びびびび事業税事業税事業税事業税 557,625557,625557,625557,625 6.76.76.76.7 481,094481,094481,094481,094 5.65.65.65.6 △ 76,531△ 76,531△ 76,531△ 76,531

　　　　　　　　法人税等調整額法人税等調整額法人税等調整額法人税等調整額 △ 10,474△ 10,474△ 10,474△ 10,474 △0.1△0.1△0.1△0.1 10,45510,45510,45510,455 0.20.20.20.2 20,92920,92920,92920,929

　　　　　　　　少数株主利益少数株主利益少数株主利益少数株主利益 7,2467,2467,2467,246 0.10.10.10.1 3,2423,2423,2423,242 0.00.00.00.0 △ 4,004△ 4,004△ 4,004△ 4,004
　　　　　　　　当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 746,482746,482746,482746,482 9.09.09.09.0 718,575718,575718,575718,575 8.38.38.38.3 △ 27,907△ 27,907△ 27,907△ 27,907

（△印減少  ）

　-　7　-



（（（（３ ３ ３ ３ ））））連結剰余金計算書連結剰余金計算書連結剰余金計算書連結剰余金計算書

（単位：千円  ）

　　　　　　期　　別 　　  前連結会計年度 　　  当連結会計年度 　　増減額

自　平成１６年　１月　１日 自　平成１７年　１月　１日

至　平成１６年１２月３１日 至　平成１７年１２月３１日

　　科　　　目 　　金　　　額 　　金　　　額 　金　　　額

((((資本剰余金資本剰余金資本剰余金資本剰余金のののの部部部部））））

ⅠⅠⅠⅠ 資本剰余金期首残高資本剰余金期首残高資本剰余金期首残高資本剰余金期首残高 648,247648,247648,247648,247 648,247648,247648,247648,247 0000

ⅡⅡⅡⅡ 資本剰余金期末残高資本剰余金期末残高資本剰余金期末残高資本剰余金期末残高 648,247648,247648,247648,247 648,247648,247648,247648,247 0000

((((利益剰余金利益剰余金利益剰余金利益剰余金のののの部部部部））））

ⅠⅠⅠⅠ 利益剰余金期首残高利益剰余金期首残高利益剰余金期首残高利益剰余金期首残高 7,288,8927,288,8927,288,8927,288,892 7,871,6387,871,6387,871,6387,871,638 582,746582,746582,746582,746

ⅡⅡⅡⅡ 利益剰余金増加高利益剰余金増加高利益剰余金増加高利益剰余金増加高 746,482746,482746,482746,482 718,575718,575718,575718,575 △ 27,907△ 27,907△ 27,907△ 27,907

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 746,482746,482746,482746,482 718,575718,575718,575718,575 △ 27,907△ 27,907△ 27,907△ 27,907

ⅢⅢⅢⅢ 利益剰余金減少高利益剰余金減少高利益剰余金減少高利益剰余金減少高 163,736163,736163,736163,736 188,443188,443188,443188,443 24,70724,70724,70724,707

１．配当金 148,272 170,443 22,171

2．役員賞与 15,464 18,000 2,536

（（（（うちうちうちうち監査役賞与監査役賞与監査役賞与監査役賞与）））） (2,700) (3,000) (300)

ⅣⅣⅣⅣ 利益剰余金期末残高利益剰余金期末残高利益剰余金期末残高利益剰余金期末残高 7,871,6387,871,6387,871,6387,871,638 8,401,7708,401,7708,401,7708,401,770 530,131530,131530,131530,131

　（△印減少）

-　8　-



（（（（４ ４ ４ ４ ））））連結連結連結連結キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー計算書計算書計算書計算書
（単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　期　　　別
　　自　平成１６年　１月　１日 　　　自　平成１７年　１月　１日

　 　至 平成１６年１２月３１日 　　　至　平成１７年１２月３１日

　　科　　　目

ⅠⅠⅠⅠ 営業活動営業活動営業活動営業活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー

税金等調整前当期純利益 1,300,880 1,213,367
減価償却費 380,196 401,941
営業権償却 2,800 2,600
貸倒引当金の増加・減少額 △ 1,728 △ 9,296
賞与引当金の増加・減少額 8,633 △ 28,401
退職給付引当金の増加・減少額 △ 21,728 △ 25,325
役員退職慰労引当金の増加・減少額 7,400 2,362
受取利息及び配当金 △ 88,405 △ 105,182
為替差損益 △ 3,097 △ 20,550
有価証券売却益 △ 80 △ 377
投資有価証券売却益 △ 11,495 △ 32,043
投資有価証券売却損 - 889
固定資産売却益 △ 8,696 △ 20
固定資産除却損 26,633 831
固定資産売却損 1,203 680
雑益（特別利益） △ 1,135 △ 8,415
雑費（販売費及び一般管理費） 1,082 -
受託研究開発費用 21,900 24,571
雑損（営業外費用） 4,389 9,167
雑損（特別損失） 3,916 2,265
売上債権の増加・減少額 △ 250,581 △ 193,175
たな卸資産の増加・減少額 △ 85,168 100,945
仕入債務の増加・減少額 264,191 71,244
未払消費税等の増加・減少額 13,672 △ 1,923
役員賞与の支払額 △ 15,464 △ 18,000
支払利息及び売上割引料 8,497 9,512
その他 19,109 △ 12,212
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小小小小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計 1,576,924 1,385,455
利息及び配当金の受取額 88,295 105,162
利息及び売上割引料の支払額 △ 8,497 △ 9,512
法人税等の支払額 △ 468,729 △ 604,583

営業活動営業活動営業活動営業活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー 1,187,9931,187,9931,187,9931,187,993 876,522876,522876,522876,522

ⅡⅡⅡⅡ 投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー
定期預金の預入れによる支出 △ 890,011 △ 890,012
定期預金の払い戻しによる収入 890,008 890,009
有価証券の償還による収入 500,000 803,826
有形固定資産の取得による支出 △ 276,481 △ 387,613
有形固定資産の売却による収入 10,090 739
無形固定資産の取得による支出 △ 1,360 △ 510
無形固定資産の売却による収入 - 184
投資有価証券の取得による支出 △ 1,614,584 △ 1,742,066
投資有価証券の売却による収入 502,208 196,197
投資有価証券（社債）の償還による収入 150,000 554,865
貸付金の増加による支出 △ 11,500 △ 10,000
貸付金の回収による収入 15,601 22,303
その他投資による支出 △ 4,846 △ 3,047
その他投資の回収による収入 4,219 -

投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー △ 726,656△ 726,656△ 726,656△ 726,656 △ 565,125△ 565,125△ 565,125△ 565,125

ⅢⅢⅢⅢ 財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー
自己株式の取得による支出 △ 2,291 △ 151,945
配当金の支払額 △ 148,272 △ 172,543

財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー △ 150,563△ 150,563△ 150,563△ 150,563 △ 324,488△ 324,488△ 324,488△ 324,488

ⅣⅣⅣⅣ 現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物にににに係係係係るるるる換算差額換算差額換算差額換算差額 △ 7,745△ 7,745△ 7,745△ 7,745 60,10560,10560,10560,105

ⅤⅤⅤⅤ 現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの増加増加増加増加・・・・減少額減少額減少額減少額 303,029303,029303,029303,029 47,01447,01447,01447,014
ⅥⅥⅥⅥ 現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期首残高期首残高期首残高期首残高 1,635,1221,635,1221,635,1221,635,122 1,938,1511,938,1511,938,1511,938,151
ⅦⅦⅦⅦ 現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期末残高期末残高期末残高期末残高 1,938,1511,938,1511,938,1511,938,151 1,985,1651,985,1651,985,1651,985,165

前連結会計年度 当連結会計年度

金　　　　額 金　　　　額
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（（（（５ ５ ５ ５ ））））連結財務諸表作成連結財務諸表作成連結財務諸表作成連結財務諸表作成のためののためののためののための基本基本基本基本となるとなるとなるとなる事項事項事項事項

　　　前　連　結　会　計　年　度 　　当　連　結　会　計　年　度
　　　　　自　平成１６年　１月　１日 　　　　自　平成１7年　１月　１日

　　　　　至　平成１６年１２月３１日 　　　　自　平成１7年１２月３１日

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　２社 (1) 連結子会社の数　２社

連結子会社の名称 連結子会社の名称

　　サーモバルブ(株） 　　サーモバルブ(株）

　　(株）ビジネス・リンクス 　　(株）ビジネス・リンクス

(2) 非連結子会社の数　０社 (2) 非連結子会社の数　０社

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項

関連会社のうちで持分法を適用している会社はあり

ません。 　　同　　左
関連会社北陸ハマイ㈱、四国ハマイ㈱、

ﾌﾓﾄ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ㈱はそれぞれ当期純

損益（持分額）、剰余金（持分額）の合計額が、

連結純損益ならびに連結剰余金に重要な影響

を及ぼさないため、持分法の適用から除外して

おります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致して 　　同　　左
おります。

４．会計処理基準に関する事項 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 (１) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　①有価証券の評価基準及び評価方法 　①有価証券の評価基準及び評価方法

　　その他の有価証券 　　その他の有価証券

　　時価のあるもの 　　時価のあるもの

   　　決算日の市場価格等に基づく時価法  　    同　　左

　　　(評価差額は全部資本直入法により処理し、

　　　売却原価は移動平均法により算定）
　　時価のないもの 　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法  　    同　　左

　②たな卸資産の評価基準及び評価方法 　②たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・原材料・貯蔵品 商品・原材料・貯蔵品

終仕入原価法による原価法  　    同　　左

製品・仕掛品 製品・仕掛品

材料費は 終仕入原価法による原価法  　    同　　左

加工費は総平均法による原価法

　③デリバティブ取引により生じる債権及び債務 　③デリバティブ取引により生じる債権及び債務

時価法  　    同　　左

　ただし、ﾍｯｼﾞ取引については、ﾍｯｼﾞ会計を適用して

おります。

(２) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (２) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　①有形固定資産 　①有形固定資産
定率法によっております。 　　同　左
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、親会社の府中ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ施設は、法人

税法の規定に基づく定額法を採用しております。

なお、平成10年度税制改正により平成10年4月1日

以降取得する建物（建物附属設備を除く）について

は、法人税法に定める定額法を採用しております。
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　　前　連　結　会　計　年　度 　　当　連　結　会　計　年　度
　　　　自　平成１６年　１月　１日 　　　　自　平成１７年　１月　１日

　　　　至　平成１６年１２月３１日 　　　　至　平成１７年１２月３１日

　②無形固定資産 　②無形固定資産

定額法によっております。 　　同　左
ただし、営業権については、取得後５年間で均等償却

し、自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

　③長期前払費用 　③長期前払費用
定額法によっております。 　　同　左
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

(３) 重要な引当金の計上基準 (３) 重要な引当金の計上基準

　①貸倒引当金 　①貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については 　　同　左
貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権

については財務内容評価法により個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　②賞与引当金 　②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、 　　同　左
将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。

　③退職給付引当金 　③退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末 　　同　左
における退職給付債務（自己都合要支給額から総合

設立の厚生年金基金による要支給額を控除した額）

および年金資産に基づき計上しております。

　④役員退職慰労引当金 　④役員退職慰労引当金 
親会社は役員の退職慰労金支給に備えるため、会社 　　同　左
規程による期末現在の基準額の50％を引当計上する

方式を設定しております。

　⑤投資評価引当金 　⑤投資評価引当金 
投資による損失に備えるため、投資先の投資内 　　同　左
容を勘案して計上しております。

(４) 財務諸表作成の基礎となった連結会社の財務 (４) 財務諸表作成の基礎となった連結会社の財務

諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の 諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の
資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替 　　同　左
相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

なお、在外子会社等の資産負債、収益及び費用は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

為替差額は資本の部における為替換算調整勘定に

含めております。

(５) 重要なリース取引の処理方法 (５) 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 　　同　　左

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。

(６) 重要なヘッジ会計の方法 (６) 重要なヘッジ会計の方法

　①ヘッジ会計の方法 　①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ会計を採用しております。 　　同　　左

為替予約について、振当処理の要件を満たす場合は

振当処理を採用しております。

　②ヘッジ手段及びヘッジ対象 　②ヘッジ手段及びヘッジ対象
ヘッジ手段　　　　　ヘッジ対象 　　同　　左

為替予約　　　　　　外貨建債権債務の為替相場の変動
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　　　前　連　結　会　計　年　度 　　　当　連　結　会　計　年　度
　　　　　自　平成１６年　１月　１日 　　　　自　平成１７年　１月　１日

　　　　　至　平成１６年１２月３１日 　　　　至　平成１７年１２月３１日

　③ヘッジ方針 　③ヘッジ方針

為替の相場変動に伴うリスクをヘッジするものであります。 　　同　　左

原則として実需に基づくものを対象としており、投機目的

のデリバティブ取引は行っておりません。

　④ヘッジの有効性の評価方法 　④ヘッジの有効性の評価方法
当社が行っているヘッジ取引は、当社のリスク管理手法 　　同　　左

に従っており、為替の変動によるヘッジ手段とヘッジ対象

との相関関係が完全に確保されていることを確認して

おります。

(７) その他連結財務諸表作成のための (７) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 重要な事項

　　　消費税等の会計処理 　　　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式 　　同　　左

によっております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する
　　事項 　　事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、 　　同　　左

全面時価評価法を採用しております。

６．連結調整勘定の償却に関する事項 ６．連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定の償却については、５年間の均等 　　同　　左

償却を行っております。なお、金額が僅少なもの

は発生年度に全額償却しております。

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 ７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書における連結会社の利益処分 　　同　　左

については、連結会計年度中に確定した利益処分

に基づいて計上しております。

８．連結キャシュ・フロー計算書における ８．連結キャシュ・フロー計算書における

　　資金の範囲 　　資金の範囲
連結キャシュ・フロー計算書における資金（現金 　　同　　左

及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し

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ケ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

-12-
　



注記事項注記事項注記事項注記事項

（（（（連結貸借対照表関係連結貸借対照表関係連結貸借対照表関係連結貸借対照表関係　　　　))))

　　　　　　　　前前前前　　　　連連連連　　　　結結結結　　　　会会会会　　　　計計計計　　　　年年年年　　　　度度度度
　　　　　（平成1６年12月31日現在) 　　　　　（平成1７年12月31日現在）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は6,191,838千円であります。 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は6,542,162千円であります。

※２ 関連会社に係る注記 ※２ 関連会社に係る注記

各科目に含まれている関連会社に対するものは次のとおりで 各科目に含まれている関連会社に対するものは次のとおりで

あります。 あります。

　投資有価証券（株式） 7,817 千円 　投資有価証券（株式） 7,817 千円

※３ 担保に供している資産 ※３ 担保に供している資産

担保提供資産の状況は次のとおりであります。 担保提供資産の状況は次のとおりであります。

長期借入金　2,531,845千円、及び預り保証金500,000千円 長期借入金2,531,845千円、及び預り保証金500,000千円

の他、関連会社の仕入に対する保証債務として、次の担保を に対する保証債務として、次の担保を提供しております。

提供しております。

　土地 22,055 千円 　土地 22,055 千円

　建物及び構築物 1,716,186 千円 　建物及び構築物 1,616,568 千円

　投資有価証券 40,735 千円 　合　　計 1,638,624 千円

　合　　計 1,778,977 千円

※４ 偶発債務

連結子会社（㈱ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾘﾝｸｽ）の仕入取引に対する保証債務

10,377 千円

※５ 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当該事業 ※５ 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当該事業

年度末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた 年度末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しています。当該事業年度末日満期手形は次のと ものとして処理しています。当該事業年度末日満期手形は次のと

おりであります。 おりであります。

　受　　取　　手　　形 158,052 千円 　受　　取　　手　　形 161,402 千円

　支　　払　　手　　形 178,755 千円 　支　　払　　手　　形 135,992 千円

　設備関係支払手形 36,592 千円

　　　　　　　　当当当当　　　　連連連連　　　　結結結結　　　　会会会会　　　　計計計計　　　　年年年年　　　　度度度度
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（（（（連結損益計算書関係 連結損益計算書関係 連結損益計算書関係 連結損益計算書関係 ））））

　　　　前　連　結　会　計　年　度 　　　　当　連　結　会　計　年　度

　　　　　　自　平成１６年　１月　１日 　　　　　　自　平成１７年　１月　１日

　　　　　　至　平成１６年１２月３１日 　　　　　　至　平成１７年１２月３１日

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費用は次のとおりであります。 ※１ 販売費及び一般管理費の主要な費用は次のとおりであります。

108,573 千円 112,273 千円

88,752 88,555

287,955 312,998

75,409 72,640

19,088 11,100

22,092 18,887

7,400 6,750

17,815 18,405

322,331 363,884

計 949,419 千円 計 1,005,495 千円

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 8,692 千円 20 千円

4 計 20 千円

計 8,696 千円

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

523 千円 463 千円

680 217

計 1,203 千円 計 680 千円

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

88 千円

26,729 千円 517

51 225

計 26,780 千円 計 831 千円

※５ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費 ※５ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費

300,000 千円 350,000 千円

（（（（連結連結連結連結キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー計算書関係 計算書関係 計算書関係 計算書関係 ））））

　　　　　前　連　結　会　計　年　度 　　　　　　当　連　結　会　計　年　度
　　　　　　　　自　平成１６年　１月　１日 　　　　　　　　　自　平成１７年　１月　１日

　　　　　　　　至　平成１６年１２月３１日 　　　　　　　　　至　平成１７年１２月３１日

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に 　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

　掲記されている科目の金額との関係 　掲記されている科目の金額との関係

（平成１６年１２月３１日現在） （平成１７年１２月３１日現在）

　現金及び預金勘定 2,017,558 千円 　現金及び預金勘定 2,007,746 千円

　有価証券勘定 1,182,641 　有価証券勘定 1,274,127
計 3,200,199 計 3,281,874

　預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 455,426 　預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 456,816

　投資期間が３ヶ月を超える有価証券 △ 806,621 　投資期間が３ヶ月を超える有価証券 △ 839,893

     現金及び現金同等物 1,938,151      現金及び現金同等物 1,985,165

建 物 及 び 構 築 物

そ の 他

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

運 賃

役 員 報 酬

給 料

賞 与

賞 与 引 当 金 繰 入 額

そ の 他

役員退職慰労引当金繰入額

減 価 償 却 費

退 職 給 付 費 用

そ の 他

賞 与 引 当 金 繰 入 額

退 職 給 付 費 用

そ の 他

役員退職慰労引当金繰入額

減 価 償 却 費

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

運 賃

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

役 員 報 酬

給 料

賞 与

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

そ の 他

そ の 他
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（（（（リースリースリースリース取引関係  取引関係  取引関係  取引関係  ））））

有価証券報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

（（（（退職給付関係  退職給付関係  退職給付関係  退職給付関係  ））））

前　連　結　会　計　年　度 当　連　結　会　計　年　度

自　平成1６年　1月　1日 自　平成1７年　1月　1日

至　平成1６年１2月３1日 至　平成1７年１2月３1日

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要

当社は退職一時金制度の他、退職金規定に基づき、適格 同　　　　　左

年金制度および全日本バルブ厚生年金基金に加入して

おります。

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △ 387,297 千円 退職給付債務 △ 358,955 千円
　（全日本バルブ厚生年金基金による要支給額控除後） 　（全日本バルブ厚生年金基金による要支給額控除後）

年金資産残高 86,601 年金資産残高 83,585
退職給付引当金 △ 300,695 退職給付引当金 △ 275,370

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

勤務費用 14,274 千円 勤務費用 13,397 千円
退職給付費用合計 14,274 退職給付費用合計 13,397

　（注）簡便法を採用しているため、退職給付費用は勤務費用と 　（注）簡便法を採用しているため、退職給付費用は勤務費用と

　　　　なります。 　　　　なります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付に係る期末自己 同　　　　　左

　都合要支給額を基礎として退職給付債務とする簡便法を

　採用しているため、該当事項ありません。

全日本バルブ厚生年金基金制度は「退職給付会計に関する 全日本バルブ厚生年金基金制度は「退職給付会計に関する

実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会制度委員会報告 実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会制度委員会報告

第13号　平成11年9月14日）第33項の例外処理を行う制度で 第13号　平成11年9月14日）第33項の例外処理を行う制度で

あります。同基金の年金資産残高のうち、当社の掛金拠出割 あります。同基金の年金資産残高のうち、当社の掛金拠出割

合に基づく当連結会計期間末の年金資産残高は、723,545　　 合に基づく当連結会計期間末の年金資産残高は、877,753

千円であります。 千円であります。
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（（（（税効果会計関係 税効果会計関係 税効果会計関係 税効果会計関係 ))))

　 　　　　前　連　結　会　計　年　度 　 　　　　当　連　結　会　計　年　度

　　　　　　（平成1６年12月31日現在  ） 　　　　　　（平成１７年12月31日現在  ）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の
発生の主な原因別の内訳 発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 千円 繰延税金資産 千円

役員退職慰労引当金 34,628 役員退職慰労引当金 35,562
退職給付引当金 108,576 退職給付引当金 103,721
貸倒引当金損金繰入限度超過額 40,849 貸倒引当金損金繰入限度超過額 41,470
投資評価引当金 98,850 投資評価引当金 98,850
会員権評価損 3,708 会員権評価損 4,153
賞与引当金 27,248 賞与引当金 16,018
未払事業税 29,108 未払事業税 13,304
投資有価証券評価損 46,581 投資有価証券評価損 41,375
投資有価証券過年度評価損否認 17,444 投資有価証券過年度評価損否認 17,444
棚卸資産未実現利益 5,332 棚卸資産未実現利益 5,454
　　　　　　　　　　繰延税金資産小計 412,328 　　　　　　　　　　繰延税金資産小計 377,356
　　　　　　　　　　評価性引当額 - 　　　　　　　　　　評価性引当額 -
　　　　　　　　　　繰延税金資産合計 412,328 　　　　　　　　　　繰延税金資産合計 377,356

繰延税金負債 繰延税金負債
関係会社未収入金為替差益 1,796 関係会社未収入金為替差益 6,312
買替資産圧縮積立金認容 56,564 買替資産圧縮積立金認容 52,055
投資有価証券償却 2,794 投資有価証券償却 2,861
投資有価証券為替差損 21,038 投資有価証券為替差損 1,780
その他投資有価証券評価差額金 153,477 その他投資有価証券評価差額金 375,942
　　　　　　　　　　繰延税金負債合計 235,671 　　　　　　　　　　繰延税金負債合計 438,952

繰延税金資産の純額 176,656 繰延税金負債の純額 61,595

繰延税金資産の純額は連結貸借対照表 繰延税金資産の純額は連結貸借対照表
の以下の項目に含まれております。 の以下の項目に含まれております。
流動資産　―　繰延税金資産 79,491 流動資産　―　繰延税金資産 22,637
固定資産　―　繰延税金資産 97,165 固定負債　―　繰延税金負債 84,232

２．法定実効税率と税効果会計適用後の ２．法定実効税率と税効果会計適用後の
法人税等の負担率との差異の原因と 法人税等の負担率との差異の原因と
なった主な項目別の内訳 なった主な項目別の内訳

％ ％

法定実効税率 39.54 法定実効税率 39.54
（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.68 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.95
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 0.60 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 0.93
住民税均等割等 0.25 住民税均等割等 0.26
連結消去手続きに伴う修正 1.73 連結消去手続きに伴う修正 △ 0.31

42.60 40.51税効果会計適用後の法人税等負担率 税効果会計適用後の法人税等負担率
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５５５５．．．．セグメントセグメントセグメントセグメント情報情報情報情報
１．事業の種類別セグメント情報
前連結会計年度 （自　平成1６年1月1日　　至　平成1６年12月31日  ）

（単位：千円）

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 6,665,129 485,317 1,162,007 8,312,454 - 8,312,454
（２）セ　グ　メ　ン　ト　間　の
　　 内部売上高又は振替高

6,665,129 485,317 1,162,007 8,312,454 (0) 8,312,454
営　　　業　　　費　　　用 5,762,757 180,890 1,130,707 7,074,354 0 7,074,354
営　　　業　　　利　　　益 902,372 304,426 31,300 1,238,099 (0) 1,238,099

Ⅱ 資　産、減　価　償　却　費
及　び　資　本　的　支　出 13,099,301 1,864,310 2,460 14,966,071 115,574 15,081,645
資　　　     　  　   　　　産
減　　価　　償　　却　　費 274,885 111,893 1,638 388,416 0 388,416
資　　本　　的　　支　　出 513,357 2,853 1,200 517,411 0 517,411

　注）1. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称
（１）事業区分の方法　……　 事業は、製品の種類、性質、製造方法ならびに流通経路等の類似性により、

区分しております。

（２）各区分に属する主要な製品の名称
　　　　バ ル ブ 事 業　……… プロパン用バルブ、ガス容器用弁、ボール弁、中間弁等

　　　　不動産賃貸事業　…… 店舗用ビル、駐車場賃貸

　　　　その他の事業　……… コンピューター関連機器等の販売

2. 資産のうち消去又は全社の項目は全社資産であり、主なものは役員保険、会員権及び保証金であります。

当連結会計年度 （自　平成1７年1月1日　　至　平成1７年12月31日  ）
（単位：千円  ）

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 6,865,256 487,820 1,295,795 8,648,873 - 8,648,873
（２）セ　グ　メ　ン　ト　間　の
　　 内部売上高又は振替高

6,865,256 487,820 1,295,795 8,648,873 (0) 8,648,873
営　　　業　　　費　　　用 6,100,952 173,317 1,281,589 7,555,858 0 7,555,858
営　　　業　　　利　　　益 764,304 314,503 14,206 1,093,014 (0) 1,093,014

Ⅱ 資　産、減　価　償　却　費
及　び　資　本　的　支　出 13,807,450 1,760,658 2,124 15,570,233 94,827 15,665,060
資　　　     　  　   　　　産
減　　価　　償　　却　　費 287,432 106,078 915 394,425 0 394,425
資　　本　　的　　支　　出 205,203 1,016 662 206,882 0 206,882

注) 1. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称
（１）事業区分の方法　……　 事業は、製品の種類、性質、製造方法ならびに流通経路等の類似性により、

区分しております。

（２）各区分に属する主要な製品の名称
　　　　バ ル ブ 事 業　……… プロパン用バルブ、ガス容器用弁、ボール弁、中間弁等

　　　　不動産賃貸事業　…… 店舗用ビル、駐車場賃貸

　　　　その他の事業　……… コンピューター関連機器等の販売

2. 資産のうち消去又は全社の項目は全社資産であり、主なものは役員保険、会員権及び保証金であります。

計

0 00 0

 ﾊﾞﾙﾌﾞ事業
不動産賃貸
事 業

その他の事業

(0) -

連   結計 消去又は全社

 ﾊﾞﾙﾌﾞ事業
不動産賃貸
事 業

その他の事業

計

計 消去又は全社 連   結

0 0 0 (0) -

-　17　-



２２２２．．．．所在地別所在地別所在地別所在地別セグメントセグメントセグメントセグメント情報情報情報情報

前連結会計年度 （自　平成1６年1月1日　　至　平成1６年12月31日  ）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、９０％を超えるため、所在地別セグメント
情報を省略しております。

当連結会計年度 （自　平成1７年1月1日　　至　平成1７年12月31日  ）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、９０％を超えるため、所在地別セグメント
情報を省略しております。

３３３３．．．．海外売上高海外売上高海外売上高海外売上高

前連結会計年度 （自　平成1６年1月1日　　至　平成1６年12月31日  ）

海外売上高が、連結売上高の１０％未満のため、海外売上高を省略しております。

当連結会計年度 （自　平成1７年1月1日　　至　平成1７年12月31日  ）

海外売上高が、連結売上高の１０％未満のため、海外売上高を省略しております。
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６６６６. . . . 生産生産生産生産、、、、受注及受注及受注及受注及びびびび販売販売販売販売のののの状況状況状況状況

（１）生産実績
当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：千円  ）

　　　当　連　結　会　計　年　度　　　
事業の種類別セグメントの名称 　　　　自　平成17年　1月　1日

　　　　至　平成17年１2月３1日
バ　ル　ブ　事　業 5,922,238 △ 2.5 ％

不　動　産　賃　貸　業 -
そ　の　他　の　事　業 -

合　　　　　　　計 5,922,238 △ 2.5 ％

（注）１．上記金額は、販売価格を基準に記載しております。

　　　２．加工屑売上高は含まれておりません。

　　　３．上記金額には、消費税は含まれておりません。

（２）商品仕入実績
当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：千円  ）

　　　当　連　結　会　計　年　度　　　
事業の種類別セグメントの名称 　　　　自　平成17年　1月　1日

　　　　至　平成17年１2月３1日
バ　ル　ブ　事　業 219,764 8.8 ％

不　動　産　賃　貸　業 -
そ　の　他　の　事　業 1,091,264 14.4 ％

合　　　　　　　計 1,311,028 13.4 ％

（注）１．上記金額は、仕入価格を基準に記載しております。

　　　２．上記金額には、消費税は含まれておりません。

（３）受注状況
当社及び連結子会社は、法令または社内規格に基づき定められた方法による見込生産を主体として

おり、一部特殊仕様の製品については受注生産を行っておりますが、その生産高に占める割合は、

僅少であります。

（４）販売実績
当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：千円  ）

　　　当　連　結　会　計　年　度　　　
事業の種類別セグメントの名称 　　　　自　平成17年　1月　1日

　　　　至　平成17年１2月３1日
バ　ル　ブ　事　業 6,865,256 3.0 ％

不　動　産　賃　貸　業 487,820 0.5
そ　の　他　の　事　業 1,295,795 11.5

合　　　　　　　計 8,648,873 4.0

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。

　前　年　同　期　比

　前　年　同　期　比

　前　年　同　期　比
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７７７７．．．．有価証券関係有価証券関係有価証券関係有価証券関係

前連結会計年度 （平成16年12月31日現在  ）

１．売買目的有価証券
該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの
該当事項はありません。

３．その他の有価証券で時価のあるもの
  （単位：千円  ）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
　（１）株式

　（２）債券

　(１)国債・地方債等 - - -
　（２）社債 549,278 553,459 4,181
　（３）その他 - -

　（３）その他

小　　計 1,522,696 2,704,823
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
　（１）株式

　（２）債券

　(１)国債・地方債等 - - -
　（２）社債 1,115,105 1,109,631
　（３）その他 - - -

　（３）その他 1,109,187 953,634
小　　計 2,266,931 2,097,725
合　　計 3,789,627 4,172,549

４．当期に売却した満期保有目的の債券

５．当期に売却したその他有価証券
　（単位：千円  ）

６．時価評価されていない有価証券

　（１）非連結子会社及び関連会社株式 7,817
　（２）マネー・マーケット・ファンドその他 3,590
　（３）非上場株式（店頭売買株式を除く） 336,789

348,197

７．その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

　（１）その他有価証券

(注）外貨建て（ドル建て）債券につきましては、1ドル　104円　20銭で換算しております。

売　　　却　　　額 売　却　益　の　合　計　額 売　却　損　の合　計　額

１年超５年以内

―

△ 169,204

552,127

382,921

５年超１０年以内 １０年超

299,146

合　　　　　　　計

区　　　　　　　分
前　　連　　結　　会　　計　　年　　度

（平成16年12月31日  ）

取　　得　　原　　価 連結貸借対照表計上額 差　　　　　　　　額

合　　　　　　　計

区　　　　　　分 １年以内

700,000 1,090,175 191,459 18,886

408,848 905,855

-
564,569 615,509 50,940

497,006

42,638 34,460 △ 8,178

△ 155,552

△ 5,474

該当事項はありません。

700,000 1,090,175

区　　　　　　　分

前  連  結  会  計  年  度
（　平成16年12月31日現在　）

連結貸借対照表計上額 備　　　　考

11,576

191,459 18,886

　　（単位：千円  ）

（単位：千円  ）
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当連結会計年度 （平成17年12月31日現在）

１．売買目的有価証券

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

３．その他の有価証券で時価のあるもの (単位:千円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
　（１）株式

　（２）債券

　(１)国債・地方債等 - - -
　（２）社債 966,456 977,326 10,869
　（３）その他 - -

　（３）その他

小　　計 2,110,250 3,123,664
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
　（１）株式

　（２）債券

　(１)国債・地方債等 - - -
　（２）社債 1,345,160 1,292,235
　（３）その他 - - -

　（３）その他 529,409 515,452
小　　計 1,898,693 1,830,834
合　　計 4,008,944 4,954,498

４．当期に売却した満期保有目的の債券

５．当期に売却したその他有価証券
　（単位：千円  ）

６．時価評価されていない有価証券
（単位：千円  ）

　（１）非連結子会社及び関連会社株式 7,817
　（２）マネー・マーケット・ファンドその他 971
　（３）非上場株式（店頭売買株式を除く） 336,789

345,577

７．その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額
　　（単位：千円  ）

　その他有価証券

　　　(注）外貨建て（ドル建て)債券につきましては、1ドル　118円　07銭で換算しております。

486,476 24,853

888,442

114,101

区　　　　　　分

486,476
817,668
817,668

211,410
211,410 24,853

１年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超

連結貸借対照表計上額

１年以内

取　　得　　原　　価 差　　　　　　　　額

区　　　　　　　分

当　　連　　結　　会　　計　　年　　度
（平成17年12月31日  ）

売　却　益　の　合　計　額 売　却　損　の合　計　額

当  連  結  会  計  年  度
（　平成17年12月31日現在　）

合　　　　　　　計

売　　　却　　　額

合　　　　　　　計

区　　　　　　　分

157,410

備　　　　考連結貸借対照表計上額

424,757

719,035

△ 978

該当事項はありません。

△ 52,924

△ 13,956
△ 67,859

945,554

24,124 23,146

32,403 889

-

1,013,413

1,313,200

833,136
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８８８８．．．．デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ取引関係取引関係取引関係取引関係

有価証券報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

９９９９．．．．関連当事者関連当事者関連当事者関連当事者とのとのとのとの取引取引取引取引

前連結会計年度　（自　平成16年1月1日　至　平成16年12月31日）

１．親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。

２．役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。

３．子会社等

属性 会社等 住所 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

の名称 出資金 又は職業 （被所有）割合 役員の 事業上の

兼務等 関係

石川県 千円 各種ﾊﾞﾙﾌﾞ 当社が各種 各種ﾊﾞﾙﾌﾞ 千円 千円

関 北陸ハマイ㈱ 金沢市 10,000 の販売 直接　30％ 兼任1人 ﾊﾞﾙﾌﾞを納入 の販売 163,568 売掛金 54,764

    している 受取手形 42,126

連 香川県 千円 各種ﾊﾞﾙﾌﾞ 当社が各種 各種ﾊﾞﾙﾌﾞ 千円 千円

四国ハマイ㈱ 綾歌郡 10,000 の販売 直接　40％ 兼任2人 ﾊﾞﾙﾌﾞを納入 の販売 126,026 売掛金 33,795

会     している 受取手形 30,070

※Fumoto BELLEVUE $20,000 ﾊﾞﾙﾌﾞ 直接　25％ － － － － － －

社 　Enginieering WA98005 の販売

　of　America. U.S.A

　Inc.

取引条件ないし取引条件の決定方針
価格その他取引条件は市場の実勢価格を考慮し毎期決定しております。

（注）１．※印　Ｆｕｍｏｔｏ　Engineering　of　America.Inc.との直接取引はありません。
　　　２．上記の金額のうち取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。

４．兄弟会社等

該当事項はありません。

当連結会計年度　（自　平成17年1月1日　至　平成17年12月31日  ）

１．親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。

２．役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。

３．子会社等

属性 会社等 住所 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

の名称 出資金 又は職業 （被所有）割合 役員の 事業上の

兼務等 関係

石川県 千円 各種ﾊﾞﾙﾌﾞ 当社が各種 各種ﾊﾞﾙﾌﾞ 千円 千円

関 北陸ハマイ㈱ 金沢市 10,000 の販売 直接　30％ 兼任1人 ﾊﾞﾙﾌﾞを納入 の販売 186,271 売掛金 44,877

    している 受取手形 54,066

連 香川県 千円 各種ﾊﾞﾙﾌﾞ 当社が各種 各種ﾊﾞﾙﾌﾞ 千円 千円

四国ハマイ㈱ 綾歌郡 10,000 の販売 直接　40％ 兼任2人 ﾊﾞﾙﾌﾞを納入 の販売 139,323 売掛金 35,215

会     している 受取手形 38,420

※Fumoto BELLEVUE ﾊﾞﾙﾌﾞ 直接　25％ － － － － － －

社 　Enginieering WA98005 $20,000 の販売

　of　America. U.S.A

　Inc.

取引条件ないし取引条件の決定方針
価格その他取引条件は市場の実勢価格を考慮し毎期決定しております。

（注 ）１．※印　Ｆｕｍｏｔｏ　Engineering　of　America.Inc.との直接取引はありません。
　　　２．上記の金額のうち取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。

４．兄弟会社等

該当事項はありません。

関係内容

関係内容
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（（（（１１１１株当株当株当株当たりたりたりたり情報  情報  情報  情報  ））））

前連結会計年度 当連結会計年度
　　　　　　　自　平成１６年　１月　１日 　　　　　　自　平成１７年　１月　１日
　　　　　　　至　平成１６年１２月３１日 　　　　　　至　平成１７年１２月３１日

　１株当たり純資産額  1,227円　21 銭 　１株当たり純資産額 　 1,349円　35 銭
　１株当たり当期純利益 98円　28 銭 　１株当たり当期純利益 　 95円　32 銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

　潜在株式がないため記載しておりません。 　潜在株式がないため記載しておりません。

(注）1株当たり当期純利益額の算定上の基礎は、下記の通りであります。

　　期別

　項目

1株当たり当期純利益額

 当期純利益 (千円）

 普通株主に帰属しない金額 (千円）

(うち利益処分による役員賞与）

 普通株主に係る当期純利益 (千円）

 普通株式の期中平均株式数 (株）

（（（（重要重要重要重要なななな後発事象後発事象後発事象後発事象））））

該当事項はありません。

  
（（（（２２２２））））そのそのそのその他他他他

該当事項はありません。

700,575

7,349,998

746,482

18,000

728,482

7,412,613

(18,000) (18,000)

当連結会計年度前連結会計年度

718,575

18,000

　自　平成１６年　１月　１日
　至　平成１６年１２月３１日

自　平成１７年　１月　１日
至　平成１７年１２月３１日
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