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1.18年 5月中間期の連結業績 (   ～   )平 成17年12月 1日 平 成18年 5月31日
( 1 )連結経営成績

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 5月中間期        5,141    17.6         815   128.0         785   122.0
17年 5月中間期        4,372    21.8         357－          353－

17年11月期        9,786－          835－          830－

1株 当 た り 中 間 潜在株式調整後1株当中間(当期)純利益 (当 期 )純 利 益 たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 5月中間期          382    81.0          21.38－
17年 5月中間期          211－          11.81－

17年11月期          486－          26.00－

(注 )1.持分法投資損益 18年 5月中間期 △23百万円 17年 5月中間期          △14百万円
17年11月期          △30百万円

2.期中平均株式数(連結)18年 5月中間期     17,907,381株 17年 5月中間期     17,912,755株
17年11月期     17,911,553株

3.会計処理の方法の変更 無
4.売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

( 2 )連結財政状態

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

18年 5月中間期        8,402       4,889     58.2         273.07
17年 5月中間期        7,837       4,288     54.7         239.42

17年11月期        8,543       4,562     53.4         253.59
(注 )期末発行済株式数(連結)18年 5月中間期     17,905,475株 17年 5月中間期     17,911,525株

17年11月期     17,909,325株

( 3 )連結キャッシュ ･ フローの状況
営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年 5月中間期          381         △87         △609        1,368
17年 5月中間期          253          △1         △472          877

17年11月期          920         △65         △268        1,684

( 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    社  持分法適用非連結子会社数    社  持分法適用関連会社数    社    2 －     3

( 5 )連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結 (新規 )    社  (除外 )    社  持分法 (新規 )    社  (除外 )    社－ － － －

2.18年11月期の連結業績予想 (   ～   )平 成17年12月 1日 平 成18年11月30日

売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益
百万円 百万円 百万円

通 期       10,560       1,200         610

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )          34円06銭



 － 1 －

１．企業集団の状況 

 

当社の企業集団は、当社、国内子会社２社、国内関連会社２社、海外関連会社１社で構成されており、弁

製造及びバルブメンテナンスを主たる業務としております。当社の受注・販売活動は、関連当事者である丸

紅㈱、三井物産㈱、岡野商事㈱３社を代理店として行っております。 

 事業内容と当社及び子会社、関連会社、関連当事者の当該事業における位置づけは、次のとおりであります。 

  弁 製 造   当社グループは、素材原料を鋳込・加工し、発電所向原子力弁・一般弁等を製 

造しております。 

製造工程のうち、鋳造処理及び加工の一部については岡野サービス㈱（子会社）

に外注しております。 

  バルブメンテナンス   当社グループは、発電所等のバルブの安全性を維持するため、定検を主体とし 

たバルブメンテナンスを行っております。 

当該業務の一部については、岡野メンテナンス㈱（子会社）に外注しております。 
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岡野メンテナンス㈱  

      

 

海外関連会社 

大連岡野閥門廠       

 

 

 

（注）１．上記子会社の岡野サービス㈱及び岡野メンテナンス㈱は、連結子会社であります。 

   ２．上記国内関連会社の岡野工事㈱、スペロ機械工業㈱及び海外関連会社の大連岡野閥門廠は、持分法 

     適用会社であります。 
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２．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、火力・原子力発電・船舶・石油化学等に使用される高温高圧バルブおよび超低温バ

ルブの製造とそれらのメンテナンスサービスを通じて社会と産業の発展に貢献することを事業の目的と

いたしており、創業以来「先進一歩」をモットーに技術を蓄積し新製品の開発と高品質化に努めてまい

りました。 

この企業理念のもと、これからも一層の研鑽を重ね、発電所をはじめとした各種プラントにおける安

全運転に寄与し、豊かな生活と快適な環境の実現に貢献してまいりたいと考えております。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主への利益配分を経営の 重要課題の一つであると認識しており、長期的視点に立ち今後

の事業展開と経営環境の変化に柔軟に対応するため、財務状況とのバランスを勘案しつつ決定すること

を基本方針として考えております。 

内部留保資金につきましては、市場競争力を強化するための生産設備の充実や新技術・新製品の研究

開発等に活用することにより業績の向上に努め、財務体質の強化を図ってまいります。 

     

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上並びに株主数の増加を資本政策上の重要課題と認識しております。

投資単位の引下げにかかる施策につきましては、業績や市況等を勘案し、その費用および効果等を慎重

に検討した上で対処してまいりたいと考えております。 

 

（４）目標とする経営指標 

厳しい経営環境が続く中において、当社は安定した利益を確保するために、収益性を重視する視点

からＲＯＥ（株主資本当期純利益率）及び経常利益率を経営の主たる指標とし、業界リーディングカ

ンパニーとして国際的な競争力を強化するために収益改善に努め、コスト削減意識をもって企業経営

に取り組んでまいります。 

    

（５）中長期的な会社の経営戦略 

電力需要の年平均伸び率が 1％を割り込み、電力開発量も過去 低水準となることが見込まれている

国内の電力業界では、電力会社だけでなく他のエネルギー供給者を含めた競合が進んでいることもあっ

て、新規プラントの増設はわずかにとどまっております。こうした状況の中で、既存発電設備の更新・

維持にかかる投資は限定的・選択的であり、バルブおよびその周辺機器における設備投資も依然として

抑制されたままで推移しております。 

しかしながら、現在においても電力は全産業に必要不可欠な 重要エネルギー源に位置づけられてお

り、とりわけ中長期的なエネルギー安定供給や地球温暖化防止のためには今後も原子力事業が推進され

る方向にあると考えられます。 

したがって、原子力および火力発電所や石油化学プラント向けの高温高圧バルブの製造販売とそのメ

ンテナンスサービスを通じて、当社グループが発電効率の向上とプラントの安全運転に果たすべき責任

は、今後も増加していくものと思われます。 

こうした中で当社グループがその優位性を堅持していくためには、当社グループの持つ優れた品質と

他社にはないサービスの独自性と提案力を更に高度化させる必要があると認識しております。 

 

これらを勘案し、将来ビジョンを明確にしたうえで、中長期的な施策として下記のテーマを実行して

まいります。 
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① 技術研究部門と連携した高付加価値なメンテナンス作業実施による他社との差別化 

② 中国、中近東その他、海外マーケットへ向けた積極的な営業活動 

③ 老朽化した生産設備の見直しと生産工程の効率化 

④ 品質保証体制の強化による品質・技術の信頼性向上 

⑤ 生産能力低下と世代間技能格差を回避するための人材確保・育成 

⑥ 内部監査を中心とした内部統制の確立と業務リスクの改善 

 

今後当社グループが、トップメーカーとしての確固たる地位を明確にし、グループのブランド力向上

を実現していくために、商品・サービスの品質、設備、技能、研究開発といったそれぞれの領域に対し

て経営資源の選択と集中を進めながら、設計技術、製造技術、保守技術の高度化を追求してまいる所存

であります。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

当社グループは、事業の 重要テーマである売上高の増加と収益力の強化に向け、各種の諸施策を展

開することによって競争力の強化と事業構造の 適化を実現してまいります。 

 

〔バルブ部門〕 

主力製品である高温高圧バルブや安全弁の販売につきましては、国内では需要の大幅な好転は見られ

ず、依然として厳しい状況にあります。こうした中で、ＳＲＶ（主蒸気逃がし安全弁）の販売および予

備弁化の提案、もんじゅ向けナトリウム弁などの高付加価値製品の販売、自家発電プラントへの巡回サ

ービスによる納入済バルブの更新提案等を促進してまいります。 

海外部門においては、中国市場における受注拡大を 大のテーマと位置付け、特に給水ポンプ逆止

弁・循環ポンプ出口弁・安全弁・抽気逆止弁・バルブ用特殊鋳鋼素材・小口径鍛造弁等の販売に取り組

むほか、技術部門とのタイアップによる取替需要の積極的な喚起にも努めてまいります。 

 

〔メンテナンスサービス部門〕 

メンテナンスサービス部門につきましては、各発電所における定期検査工事の計画概要から、次期も

ほぼ例年並の作業量で推移していくものと予想されます。こうした中で、当社グループは独自の技術力

を生かしたメーカーメンテナンス体制を構築しながら、自社開発の各種メンテナンス機器を活用した下

記の改善工事を提案し、受注の拡大に繋げてまいります。 

① 現地でのシート（弁座）取替および補修工事 

② トラブルの未然防止を目的としたステムブッシュの磨耗測定 

③ 電動弁の経年劣化診断による部品の改造及び取替 

これらに加えて、エンドユーザーとのメンテナンス直接契約、発電所の保安区域内における設備や機

器に残った放射能を安全に取り除くための化学除染工事につきましても積極的に推奨してまいります。 

また、受注管理・原価管理システムの高度化、季節的なメンテナンス工事量の変化に対応した要員の

適正配置と流動化、作業の省力化等により、作業効率の向上と工事原価の低減を追求してまいります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

（平成 18 年 5 月 31 日現在） 

親会社等の商号 親会社等の議決権所有割合 
親会社等が発行する株券が  

上場されている証券取引所 

岡野商事株式会社 20.93％ なし 
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②親会社等と当社の位置付け、取引関係および人的・資本的関係 

親会社等に相当する岡野商事株式会社（以下、岡野商事という）は、当社の議決権の 20.93％を所 

有しております。 
岡野商事は昭和 22 年の設立時より当社の販売代理店として営業を行っており、現在もその業務の 

一部において当社の代理店活動を行っております。また、当社の顧客である電力会社やプラントメー 

カー等の正式な登録代理店であるとともに、現地に密着したきめの細かい営業活動を展開するなど相 

応な実績を有しており、顧客からの信頼が期待できることからも当社の販売代理店として必要な存在 

として取引を継続しております。 
こうしたことから、当社は事業を推進するにあたり、岡野商事との一定の協力関係を保つ必要があ 

ると認識しており、岡野商事との営業ノウハウの交換等を目的として当社の役員 3名が岡野商事の役 

員を兼任しております。なお、当社と岡野商事の間には従業員その他に関する出向関係等は一切あり 

ません。 
このほか、当社が所有する土地建物のうち一部を事務所および駐車場等として岡野商事へ貸与して 

おります。 
 

③親会社等を有することによる事業上の制約、リスクおよびメリット、親会社等との取引関係や人的・ 

資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 

岡野商事が当社の販売代理店であることは、当社にとって営業上一定のメリットはありますが、当 

社の事業品目は一般的な競合が少なく、特定の客先の特殊な仕様に基づいた受注をしており、エンド 

ユーザーの購買意思がそのまま当社への受注に反映されることが多いため、当社の売上高が岡野商事 

の販売動向に大きく依存しているという状況にはありません。 

また当社が事業活動を行う上での承認事項等については、当社が独自に意思決定をしており、岡野 

商事の営業方針等が当社の経営方針の決定に影響をおよぼしているという事実もありません。 
 

④親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

当社はお互いの協力関係を保ちつつも、岡野商事からの事業活動の独立性を高めるため、岡野商事 

以外への販売経路の拡大に努めており、また岡野商事への価格交渉力を有するなど、一定の独立性が 

確保されております。当社はこうした独自の経営判断が行える現在の状況をより維持し、高めていく 

必要があると認識しております。 
なお、当社が岡野商事へ賃貸している物件の取引条件等についても、近隣相場など市場の動向を参 

考に双方協議のうえ決定されており、社会通念上、合理的かつ客観的な契約内容となっております。 
これらの状況から、当社の経営判断の独立性・独自性は十分確保されている状況にあります。 

 
（役員の兼務状況） 

役 職 氏 名 親会社等での役職 就任理由 

代表取締役 岡野正敏 岡野商事株式会社 
取締役社長 

営業力強化および情報・ノウハウ

交換のため 

専務取締役 岡野正紀 岡野商事株式会社 
監査役 

営業力強化および情報・ノウハウ

交換のため 

非常勤監査役 栁田龍虒 岡野商事株式会社 
取締役 

豊富な経理業務の経験を生かした

監査を期待 

（注）当社の取締役 7 名、監査役 4 名のうち、親会社等との兼任役員は当該 3 名である。 
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３．経営成績および財政状態 

 

（１） 経営成績 

当期の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油・素材価格の高騰がみられたものの、大企業をはじ

めとした企業収益の改善、設備投資の増加、個人消費の持ち直しなどが緩やかながらも進展し、アジア

市場の拡大に牽引された輸出増加とも相俟って、全体的には着実に回復傾向で推移しました。 

電力用バルブの販売とそのメンテナンスサービスを行う当社グループの事業環境は、国内の電力需要

に見られる先行きの不透明感とは対照的に、急速に経済発展が進む中国をはじめとした海外市場の旺盛

な電力設備投資によって、グローバルな競争局面が顕在化してまいりました。 

 こうした中でバルブ部門においては、海外需要の拡大に対応し、中国において安全弁の認証を取得し

たほか、中国向け特殊鋳鋼素材を使用した製品の本格的販売を開始し、他のアジアや中近東諸国も含め

た積極的な営業展開を進めてまいりました。国内においては、設備更新需要を取り込むことを主眼にＳ

ＲＶの予備弁化提案などを行うとともに、短納期かつ高品質な鋳鋼素材やコストダウンを実現した舶用

弁等の高付加価値製品の販売にも傾注してまいりました。 

メンテナンスサービス部門においては、現地での切削加工工事、ノンアスベストパッキンの採用提案、

逆止弁のワッシャーレス化工事、化学除染工事など、エンドユーザーのニーズに合わせたサービスを積

極的に提供してまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は 5,141 百万円（前年同期比 17.6％増）となりました。 

    損益面につきましては、バルブ材質の見直し、メンテナンスにおける人員配置の流動化、効率的な工

事施工、一般管理費の見直しなど、引続きコスト削減を進めてまいりましたところ、経常利益は 785 

百万円（前年同期比 122.0％増）となりました。 

また中間純利益につきましては、法人税等を控除いたしまして 382 百万円（前年同期比 81.0％増）

となりました。 

    これらを事業別に見ますと、バルブ事業につきましては、売上高は 2,068 百万円（前年同期比 3.7％

増）、営業利益は 240 百万円（前年同期比 34.3％増）となりました。なお、バルブ売上高のうち輸出の

占める割合は 28.1％となっております。 

またメンテナンス事業につきましては、売上高は 3,073 百万円（前年同期比 29.2％増）、営業利益は 

885 百万円（前年同期比 94.2％増）となりました。 

    

（２） 財政状態 

① 当期のキャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間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、前年同

期と比べ 491 百万円（55.9％）増加し、当中間連結会計期間末には 1,368 百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前中間純利益が 773 百万円と大幅に計上した

ものの、一方で棚卸資産の増加が 266 百万円、法人税等の支払額が 363 百万円あり、前年同期と比べ

127 百万円増加の 381 百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得(112 百万円)した結果、前年同期と

比べ 86 百万円減少の△87 百万円となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金及び長期借入金の返済等により前年同期と比

べ 136 百万円減少の△609 百万円となりました。 
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② キャッシュ・フロー指標のトレンド    

 前中間期 当中間期 前  期 

株主資本比率（％） 54.7 58.2 53.4 

時価ベースの株主資本比率（％） 59.4 125.7 106.5 

債務償還年数（年）  6.5 3.4  2.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 29.9 57.9 57.8 

   （注）株主資本比率：株主資本／総資産 

      時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

      債務償還年数：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／利払い 

    ※各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 

    ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

    ※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は連結貸借対照表

に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払い

については、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

    ※営業キャッシュ・フローがマイナスの場合は、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシ

オの記載を省略しております。 

 

（３） 通期の見通し 

    今後の国内経済の見通しにつきましては、企業収益の改善に牽引された設備投資の増加や個人消費に

よって引き続き回復基調で推移するものとみられますが、高どまりを続ける原油価格やこれに起因する

諸資材価格の高騰、株式投資マインドの冷え込み、金利上昇懸念等のマイナス要因もあり、依然として

予断を許さない状況にあります。 

当社グループをとりまく事業環境も、国内における電力事情再編の中で今後も引続き厳しい状況で推

移するものと予想されます。 

    このような状況のもとで、通期の連結業績につきましては、売上高 10,560 百万円（前年同期比

7.9％増）、経常利益 1,200 百万円（前年同期比 44.5％増）、当期純利益 610 百万円（前年同期比 25.4％

増）を見込んでおります。 

 

４．事業等のリスク 

 

当社グループの事業、財務状況等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の 

ある事項には、以下のようなものがあります。 

 

（１） 経営環境の変化による影響 

当社グループの主要顧客である電力各社においては、電力小売自由化の拡大や電気料金の値下げ等に 

より、電力市場における競争が激しくなると予想されます。 

このような中で電力会社は設備投資や定期点検のあり方に対する諸対策を実施することが考えられ、 

これにより当社グループの事業に重要な影響を受ける可能性があります。 

 

（２） 製品およびメンテナンスサービスの品質保証に関する影響 

当社グループは、発電所をはじめ電力設備の重要な特殊バルブ製品を納入し、また定期的なメンテナ 

ンスを実施しているため、万一製品の欠陥や不具合等によりトラブルが発生した場合、当社グループの 

業績に重要な影響を受ける可能性があります。 
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（３） 生産設備のトラブルによる影響 

当社グループは、高品質の高温高圧特殊バルブ製造するために、鋳鋼工場をはじめとして永年の技術 

を蓄積した生産設備および製造工程を構築しております。 

しかしながら、自然災害や事故などにより生産設備のトラブルが発生した場合、他社より製品を調達 

することが困難なため、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。 

 

（４） 労災事故等による影響 

当社グループは、「安全と環境」に関しては全職場に置いて 大限の注意を払っておりますが、メン 

テナンス部門における発電所内の定期検査工事につきましては重大な労災事故に繋がる要因を含んでお 

り、社会的な責任とともにその後の受注に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（５） コンピュータトラブルによる影響 

当社グループは、生産・販売をはじめほとんどの分野でコンピュータを導入しております。コンピュ 

ータの運用については、セキュリティ管理を行っておりますが、現状の対策にかかわらず、コンピュー 

タウイルスが侵入しハードおよびソフト障害などのトラブルが生じた場合、当社グループの事業に影響 

を及ぼす可能性があります。 
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  中間連結財務諸表等 

  中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

 

  前中間連結会計期間末 

(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年11月30日) 

区分 注記
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％)

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

 １ 現金及び預金  877,979 1,368,984 1,684,250

 ２ 受取手形及び 

   売掛金 
 2,104,099 2,472,421 2,466,280

 ３ たな卸資産  2,021,504 1,844,065 1,577,428

 ４ 繰延税金資産  149,791 178,237 168,533

 ５ その他  51,654 70,682 56,117

   貸倒引当金  △3,046 △51,790 △28,039

   流動資産合計  5,201,983 66.4 5,882,600 70.0 5,924,571 69.3

Ⅱ 固定資産  

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び 

    構築物 
※２ 852,902 862,868 836,142

  (2) 機械装置 

    及び運搬具 
※２ 641,799 582,780 615,291

  (3) 土地 ※２ 239,705 239,705 239,705

  (4) 建設仮勘定  5,200 3,996 ―

  (5) その他  101,685 111,689 103,716

   有形固定資産 

   合計 
 1,841,291 23.5 1,801,040 21.4 1,794,855 21.0

 ２ 無形固定資産  9,750 0.1 7,260 0.1 8,510 0.1

 ３ 投資その他の 

   資産 
 

  (1) 投資有価証券  208,720 259,954 274,631

  (2) 長期貸付金  171,967 243 169,352

  (3) 長期前払費用  5,555 1,343 1,653

  (4) 繰延税金資産  349,322 323,408 343,352

  (5) その他  141,218 132,569 144,455

   貸倒引当金  △92,000 △6,000 △118,000

   投資その他の 

   資産合計 
 784,784 10.0 711,519 8.5 815,444 9.5

   固定資産合計  2,635,826 33.6 2,519,820 30.0 2,618,810 30.7

   資産合計  7,837,809 100.0 8,402,420 100.0 8,543,381 100.0
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  前中間連結会計期間末 

(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年11月30日) 

区分 注記
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％)

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

 １ 支払手形及び 

   買掛金 
 415,203 376,652 311,025

 ２ 短期借入金 ※２ 791,949 566,715 1,066,949

 ３ 未払法人税等  197,094 386,139 368,104

 ４ 未払費用  341,227 388,162 397,667

 ５ 賞与引当金  25,626 36,950 38,900

６ 役員賞与引当金  ― 10,244 ―

 ７ その他 ※２ 48,974 100,928 96,069

   流動負債合計  1,820,075 23.2 1,865,791 22.2 2,278,717 26.7

Ⅱ 固定負債  

 １ 長期借入金 ※２ 850,864 746,297 817,389

 ２ 退職給付引当金  720,492 727,724 719,749

 ３ 役員退職慰労 

   引当金 
 158,052 173,123 165,338

   固定負債合計  1,729,410 22.1 1,647,145 19.6 1,702,478 19.9

   負債合計  3,549,486 45.3 3,512,937 41.8 3,981,195 46.5

(少数株主持分)  

  少数株主持分  ― ― ― ― ― ―

(資本の部)  

Ⅰ 資本金  1,286,250 16.4 ― ― 1,286,250 15.1

Ⅱ 資本剰余金  543,750 6.9 ― ― 543,750 6.4

Ⅲ 利益剰余金  2,503,000 31.9 ― ― 2,741,844 32.1

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
 46,273 0.6 ― ― 82,262 1.0

Ⅴ 為替換算調整勘定  △87,613 △1.1 ― ― △87,613 △1.0

Ⅵ 自己株式  △3,337 △0.0 ― ― △4,309 △0.1

   資本合計  4,288,323 54.7 ― ― 4,562,185 53.4

  負債、少数株主持 

  分及び資本合計 
 7,837,809 100.0 ― ― 8,543,381 100.0
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  前中間連結会計期間末 

(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年11月30日) 

区分 注記
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％)

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

 １ 資本金  ― 1,286,250 ―

 ２ 資本剰余金  ― 543,750 ―

 ３ 利益剰余金  ― 3,068,417 ―

 ４ 自己株式  ― △6,546 ―

   株主資本合計  ― ― 4,891,871 58.2 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等  

１ その他有価証券 

  評価差額金 
 ― 73,121 ―

２ 為替換算調整 

  勘定 
 ― △75,509 ―

  評価・換算差額 

  等合計 
 ― ― △2,387 △0.0 ― ―

   純資産合計  ― ― 4,889,483 58.2 ― ―

   負債純資産合計  ― ― 8,402,420 100.0 ― ―
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② 中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日
至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日
至 平成18年５月31日)

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年12月１日
至 平成17年11月30日)

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円) 百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％)

Ⅰ 売上高  4,372,885 100.0 5,141,222 100.0 9,786,530 100.0

Ⅱ 売上原価  3,418,271 78.2 3,669,932 71.4 7,659,847 78.3

売上総利益  954,614 21.8 1,471,289 28.6 2,126,683 21.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  597,021 13.6 656,106 12.8 1,290,806 13.2

 １ 役員報酬  79,237 81,616  158,477

 ２ 給料、諸手当及び賞与  206,438 209,051  421,080

 ３ 福利厚生費  50,339 51,243  97,949

 ４ 賞与引当金繰入額  500 646  610

 ５ 役員賞与引当金 

   繰入額 
 ― 10,244  ―

 ６ 退職給付費用  20,491 27,060  41,347

 ７  役員退職慰労引当金 

繰入額 
 7,284 7,785  14,570

 ８ 地代家賃  21,878 22,008  43,478

 ９ 事務機器賃借料  43,074 32,809  81,262

 10 減価償却費  5,631 4,771  10,688

11  その他  162,147 208,882  421,341

営業利益  357,592 8.2 815,183 15.8 835,876 8.5

Ⅳ 営業外収益  20,440 0.5 20,942 0.4 43,647 0.5

 １ 受取利息  194 140  371

 ２ 受取配当金  1,247 1,351  1,945

 ３ 不動産等賃貸料  12,483 12,416  24,957

 ４ 受取保険金  2,628 1,788  4,735

 ５ その他  3,886 5,245  11,638

Ⅴ 営業外費用  24,243 0.6 50,658 1.0 48,869 0.5

 １ 支払利息  9,000 6,978  16,295

２ 売上割引  1,120 901  1,749

 ３ 貸倒引当金繰入額  ― 18,763  ―

 ４ 持分法による投資損失  14,082 23,346  30,432

 ５ その他  40 667  391

経常利益  353,789 8.1 785,467 15.2 830,655 8.5

Ⅵ 特別利益  21,977 0.5 ― ― 16,905 0.2

 １ 固定資産売却益 ※１ 21,977 ―  16,905

Ⅶ 特別損失  9,214 0.2 12,353 0.2 14,997 0.2

 １ 固定資産除却損 ※２ 5,314 6,659  11,097

２  投資有価証券評価損  ― 5,694  ―

３ 会員権評価損  3,900 ―  3,900

税金等調整前中間(当

期)純利益 
 366,553 8.4 773,114 15.0 832,562 8.5

法人税､住民税及び事業税  186,564 373,800  415,073

法人税等調整額  △31,597 16,435  △68,764

中間(当期)純利益  211,586 4.8 382,879 7.4 486,254 5.0
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③ 中間連結剰余金計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  543,750  543,750

Ⅱ 資本剰余金中間期末 

(期末)残高 
 543,750  543,750

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,345,080  2,345,080

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 中間(当期)純利益  211,586  486,254

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  35,828 71,651 

 ２ 役員賞与  17,838 53,666 17,838 89,489

Ⅳ 利益剰余金中間期末 

(期末)残高 
 2,503,000  2,741,844
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④ 中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年11月30日残高（千円） 1,286,250 543,750 2,741,844 △4,309 4,567,535

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― △35,818 ― △35,818

役員賞与 ― ― △20,488 ― △20,488

中間純利益 ― ― 382,879 ― 382,879

自己株式の取得 ― ― ― △2,236 △2,236

 株主資本以外の項目の 

 中間連結会計期間中の変動額 

 （純額） 

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額 

合計（千円） 
― ― 326,572 △2,236 324,335

平成18年５月31日残高（千円） 1,286,250 543,750 3,068,417 △6,546 4,891,871

 

評価・換算差額等 

項目 
その他有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成17年11月30日残高（千円） 82,262 △87,613 △5,350 4,562,185

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― △35,818

役員賞与 ― ― ― △20,488

中間純利益 ― ― ― 382,879

自己株式の取得 ― ― ― △2,236

 株主資本以外の項目の 

 中間連結会計期間中の変動額 

 （純額） 

△9,141 12,104 2,962 2,962

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△9,141 12,104 2,962 327,297

平成18年５月31日残高（千円） 73,121 △75,509 △2,387 4,889,483
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日

至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(自 平成16年12月１日

至 平成17年11月30日)

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

１ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

税金等調整前中間(当期)純利益  366,553 773,114 832,562

減価償却費  102,453 95,280 203,045

賞与引当金の増加額 

(△は減少額) 
 3,216 △1,950 16,490

役員賞与引当金の増加額  ― 10,244 ―

退職給付引当金の増加額 

(△は減少額) 
 △53,954 7,975 △55,104

役員退職慰労引当金の増加額  6,878 7,785 14,570

貸倒引当金の増加額  25 23,751 25,018

受取利息及び受取配当金  △1,441 △1,492 △2,316

支払利息  9,000 6,978 16,295

持分法による投資損失  14,082 23,346 30,432

固定資産売却益  △21,977 ― △16,905

投資有価証券評価損  ― 5,694 ―

会員権評価損  3,900 ― 3,900

固定資産除却損  5,314 6,659 9,628

役員賞与の支払額  △17,838 △20,488 △17,838

売上債権の減少額 

(△は増加額) 
 927,614 △6,140 565,434

たな卸資産の減少額  △855,695 △266,154 △411,225

仕入債務の増加額 

(△は減少額) 
 △14,669 65,626 △118,847

未払消費税等の減少額 

(△は減少額) 
 △31,150 6,040 4,166

その他流動資産の減少額  4,623 3,515 242

その他流動負債の増加額 

(△は減少額) 
 △76,127 2,972 11,416

その他  4,095 △731 13,066

小計  374,900 742,027 1,124,030

利息及び配当金の受取額  1,441 9,714 2,521

利息の支払額  △8,494 △6,589 △15,933

法人税等の支払額  △113,949 △363,465 △190,148

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 253,898 381,687 920,470
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日

至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(自 平成16年12月１日

至 平成17年11月30日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

２ 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 
 △24,648 △112,814 △86,416

有形固定資産の売却による 

収入 
 22,084 ― 17,012

投資有価証券の取得による 

支出 
 ― △144,000 ―

貸付金の回収による収入  2,614 169,108 5,229

その他  △1,500 ― △1,500

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △1,449 △87,706 △65,674

３ 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  500,000 ― 1,330,000

短期借入金の返済による支出  △850,000 △500,000 △1,180,000

長期借入れによる収入  ― 300,000 200,000

長期借入金の返済による支出  △86,474 △371,327 △544,949

自己株式の純増加額  △840 △2,236 △1,811

配当金の支払額  △35,499 △35,683 △72,128

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 △472,815 △609,247 △268,890

４ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額 
 ― ― ―

５ 現金及び現金同等物の増加額 

  (△は減少額) 
 △220,366 △315,266 585,905

６ 現金及び現金同等物の 

  期首残高 
 1,098,345 1,684,250 1,098,345

７ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
 877,979 1,368,984 1,684,250
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ２社 

   岡野サービス㈱、岡野メンテ

ナンス㈱であり、子会社はすべ

て連結しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ２社

   岡野サービス㈱、岡野メンテ

ナンス㈱であり、子会社はすべ

て連結しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ２社

   岡野サービス㈱、岡野メンテ

ナンス㈱であり、子会社はすべ

て連結しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 

３社 

   岡野工事㈱、スペロ機械工業

㈱、大連岡野閥門廠であり、関

連会社はすべて持分法を適用し

ております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 

３社

岡野工事㈱、スペロ機械工業

㈱、大連岡野閥門廠であり、関

連会社はすべて持分法を適用し

ております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 

３社

   岡野工事㈱、スペロ機械工業

㈱、大連岡野閥門廠であり、関

連会社はすべて持分法を適用し

ております。 

 (2) 持分法の適用会社のうち、中

間決算日が中間連結決算日と異

なる会社については、各社の中

間会計期間に係る中間財務諸表

を使用しております。 

 (2) 同左  (2) 持分法の適用会社のうち、決

算日が連結決算日と異なる会社

については、各社の事業年度に

係る財務諸表を使用しておりま

す。 

 (3) 持分法適用上、債務超過関連

会社に対する負の持分額のう

ち、無担保債権額に相当するま

での額は、貸倒引当金に含めて

計上しており、それを超える額

は81,207千円であります。 

 (3)      ―――――  (3) 持分法適用上、債務超過関連

会社に対する負の持分額のう

ち、無担保債権額に相当するま

での額は、貸倒引当金に含めて

計上しており、それを超える額

は36,392千円であります。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社の岡野サービス㈱及

び岡野メンテナンス㈱の中間決算

日は３月31日であります。 

  中間連結財務諸表の作成にあた

っては同日現在の中間財務諸表を

使用し、中間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。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

  連結子会社の岡野サービス㈱及

び岡野メンテナンス㈱の決算日は

９月30日であります。 

  連結財務諸表の作成にあたって

は同日現在の財務諸表を使用し、

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。 

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有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法(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 

     移動平均法による原価法 

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有価証券 

      その他有価証券 

    時価のあるもの 

     同左 

 

 

 

 

 

    時価のないもの 

     同左 

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有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算期末日の市場価格等

に基づく時価法(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 

     移動平均法による原価法
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

  ②たな卸資産 

   製品………個別法による原価

法 

   原材料……移動平均法による

原価法 

   仕掛品……個別法による原価

法 

  ②たな卸資産 

   製品………同左 

 

   原材料……同左 

 

   仕掛品……同左 

    ②たな卸資産 

    製品………同左 

 

    原材料……同左 

 

    仕掛品……同左 

 (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 

   定額法 

   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。 

 (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 

      同左 

  (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 

      同左 

  ②無形固定資産 

   定額法 

   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。 

  ②無形固定資産 

      同左 

    ②無形固定資産 

      同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

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。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

      同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

      同左 

  ②賞与引当金 

   連結子会社については、従業

員の賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当中間

連結会計期間の負担額を計上し

ております。 

  ②賞与引当金 

   同左 

  ②賞与引当金 

   連結子会社については、従業

員の賞与の支給に備えるため、

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  ―――――   ③役員賞与引当金 

   役員に対する賞与支給に充て

るため、支給見込額の当中間連

結会計期間負担額を計上してお

ります。 

③  ――――― 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

  ④退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

   なお、会計基準変更時差異

(1,764,717千円)については、

10年による定額法により費用処

理しております。 

   数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により翌連

結会計年度から費用処理してお

ります。 

  ④退職給付引当金 

     同左 

  ④退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産に基

づき、当連結会計年度末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。 

   なお、会計基準変更時差異

(1,764,717千円)については、

10年による定額法により費用処

理しております。 

   数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により翌連

結会計年度から費用処理してお

ります。 

  ⑤役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

  ⑤役員退職慰労引当金 

   同左 

  ⑤役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

 (4) 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。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法

   同左 

 (4) 重要なリース取引の処理方法

   同左 

 (5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

   主として消費税等の会計処理

は税抜方式によっております。 

 (5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

   同左 

 (5) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

   消費税等の会計処理 

   同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短

期的な投資であります。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

    同左 

５ 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、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短

期的な投資であります。 
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会計処理の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

―――――  (固定資産の減損に係る会計基準)

当中間連結会計期間から「固定

資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号）を

適用しております。 

これによる損益に与える影響は

ありません。 

――――― 

  (役員賞与の会計処理) 

 当中間連結会計期間から「役

員賞与に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第４号)を適

用しております。 

  この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益が、10,244千

円減少しております。 

 

  (中間連結貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準) 

 当中間連結会計期間から「貸

借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号)及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第

８号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響

はありません。 

 なお、従来の資本の部の合計

に相当する金額は4,889,483千円

であります。 

  中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間は改正

後の中間連結財務諸表規則により

作成しております。 

 

 (自己資本及び準備金の額の減少

等に関する会計基準等の一部改

正) 

 当中間連結会計期間から、改

正後の「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準」 
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 (企業会計基準委員会 最終改正

平成17年12月27日 企業会計基

準第１号)及び「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 最終改正平成17年12月

27日 企業会計基準第２号)を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響

はありません。 

  中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間は改正

後の中間連結財務諸表規則により

作成しております。 

 

  (中間連結株主資本等変動計算書

に関する会計基準) 

 当中間連結会計期間から「株

主資本等変動計算書に関する会

計基準」(企業会計基準委員会

平成17年12月27日 企業会計基

準第６号)及び「株主資本等変動

計算書に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準

適用指針第９号)を適用しており

ます。 

  中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間は改正

後の中間連結財務諸表規則により

作成しております。 

 

 

追加情報 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

この結果、販売費及び一般管理費が

9,000千円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益

が、9,000千円減少しております。 

――――― 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

この結果、販売費及び一般管理費

が18,700千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益

が18,700千円減少しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年５月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年11月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,407,026千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,538,951千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,469,527千円

※２ 担保資産の注記 

土地  188,825千円 

 ※内 52,255千円

建物  457,988千円

 ※内 273,669千円

機械及び
装置 

 395,284千円

 ※内 130,403千円

 計  1,042,097千円

 ※内 456,328千円
 

※２ 担保資産の注記 

土地  188,825千円

 ※内 52,255千円

建物  434,505千円

 ※内 263,955千円

機械及び
装置 

 355,352千円

 ※内 110,465千円

 計  978,683千円

 ※内 426,675千円
 

※２ 担保資産の注記 

土地    188,825千円

 ※内 52,255千円

建物  442,131千円

 ※内 265,289千円

機械及び
装置 

 377,129千円

 ※内 119,234千円

 計  1,008,086千円

 ※内 436,780千円
 

   は、下記債務等の担保に供し

ています。 

 

短期借入金 791,520千円

長期借入金 850,220千円

前受金 3,688千円

 計 1,645,428千円

※内書は財団抵当分 

   は、下記債務等の担保に供し

ています。 

短期借入金 566,520千円

長期借入金 746,200千円

前受金 11,706千円

 計 1,324,426千円

※内書は財団抵当分 

   は、下記債務等の担保に供し

ています。 

短期借入金 1,066,520千円

長期借入金 816,960千円

前受金 3,224千円

 計 1,886,704千円

※内書は財団抵当分 

 

 (中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

土地 21,977千円

 

※１      ――――― ※１ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

土地 16,905千円

 
※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

559千円

機械装置及 
び運搬具 

4,032千円

その他固定 
資産 

722千円

    計 5,314千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

5,378千円

機械装置及 
び運搬具 

377千円

その他固定 
資産 

903千円

    計 6,659千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

2,251千円

機械装置及 
び運搬具 

4,831千円

その他固定 
資産 

2,544千円

解体撤去費 1,469千円

    計 11,097千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自平成17年12月１日 至平成18年5月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計 

年度末株式数 
当期増加株式数 当期減少株式数 

当中間連結会計 

期間末株式数 
摘要 

発行済株式 

 普通株式 17,930,000株 ― ― 17,930,000株 

 

合計 17,930,000株 ― ― 17,930,000株  

自己株式 

普通株式 20,675株 3,850株 ― 24,525株 注 

合計 20,675株 3,850株 ― 24,525株  

(注)普通株式の自己株式の増加3,850株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 

２ 配当に関する事項 

（1）配当金の支払 

決議 株式の種類 配当金の総額
1株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年２月24日 

定時株主総会 
普通株式 35,818千円 2円 平成17年11月30日 平成18年２月27日

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間以

降となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総

額 

1株当た

り配当額
基準日 効力発生日 

平成18年７月19日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 44,763千円 2.5円 平成18年５月31日 平成18年８月21日

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 877,979千円 

現金及び 
現金同等物 

877,979千円 

 

 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,368,984千円

現金及び 
現金同等物 

1,368,984千円

 

 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 

現金及び預金勘定 1,684,250千円

現金及び 
現金同等物 

1,684,250千円
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(リース取引関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期 
末残高 
相当額 
(千円) 

機械装
置及び
運搬具 

194,770 58,932 135,838 

その他 197,415 133,543 63,871 

合計 392,186 192,475 199,710 

 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

211,815 81,548 130,267

その他 105,190 72,670 32,520

合計 317,006 154,218 162,788

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具 

194,770 74,172 120,598

その他 118,048 73,169 44,878

合計 312,819 147,341 165,477

 
  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 61,078千円

１年超 138,632千円

 合計 199,710千円
 

１年以内 50,535千円

１年超 112,252千円

 合計 162,788千円
 

１年以内 52,343千円

１年超 113,133千円

 合計 165,477千円
 

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

  なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース
料 

39,336千円 

減価償却費
相当額 

39,336千円 

 

支払リース
料 

28,421千円

減価償却費
相当額 

28,421千円

 

支払リース
料 

69,502千円

減価償却費
相当額 

69,502千円

 
 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 
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(有価証券関係) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
前中間連結会計期間 
(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年11月30日) 

その他 
有価証券 

取得原価 
(千円) 

中間連結 
貸借対照 
表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価
(千円)

中間連結
貸借対照
表計上額
(千円)

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

連結貸借 
対照表 
計上額 
(千円) 

差額 
(千円)

 ① 株式 39,668 102,834 63,165 39,668 137,709 98,041 39,668 149,838 110,170

 ② 債券     

    社債 30,000 44,475 14,475 30,000 54,645 24,645 30,000 57,855 27,855

計 69,668 147,309 77,640 69,668 192,354 122,686 69,668 207,693 138,025

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

内容 
前中間連結会計期間 
(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年11月30日) 

 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券    

 ① 非上場株式 
 (店頭売買株式を除く) 

20,705 20,331 20,705

計 20,705 20,331 20,705

子会社株式及び関連会社株式 

① 関連会社株式 42,885 47,268 46,232

計 42,885 47,268 46,232

(注) (前中間連結会計期間)(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間において、減損処理の対象となった銘柄はありません。「取得原価」には過年度の減

損処理後の金額を記載しております。 

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当中間連結会計期間における最高値・

最安値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公

表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しており

ます。 

(当中間連結会計期間)(平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価評価されていない非上場株式について374千円減損処

理を行っております。 

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当中間連結会計期間における最高値・

最安値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公

表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しており

ます。 
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(前連結会計年度)(平成17年11月30日) 

当連結会計年度において、減損処理の対象となった銘柄はありません。「取得原価」には過年度の減損処

理後の金額を記載しております。 

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安

値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財

務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

 

(デリバティブ取引関係) 

(前中間連結会計期間)(平成17年５月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

(当中間連結会計期間)(平成18年５月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

(前連結会計年度)(平成17年11月30日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

 事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成16年12月１日 至 平成17年５月31日) 
 

 
バルブ事業
(千円) 

メンテナンス
事業(千円)

計(千円) 
消去又は全社 

(千円) 
連結(千円)

売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 1,993,702 2,379,182 4,372,885 ― 4,372,885

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 1,993,702 2,379,182 4,372,885 (―) 4,372,885

営業費用 1,814,666 1,923,141 3,737,808 277,484 4,015,292

営業利益 179,036 456,040 635,077 (277,484) 357,592

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

   (イ) バルブ事業……………高温・高圧用鋳鍛鋼弁、中・低圧用鋳鍛鋼弁、超低温用鋳鍛鋼弁、原子力用各

種鋳鍛鋼弁、石油化学用弁、各種安全弁、各種鋳鋼素材 

   (ロ) メンテナンス事業……各種弁定期点検、各種弁補修工事 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(277,484千円)の主なものは、親会社

の総務グループ、人事グループ等管理部門に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 
 

 
バルブ事業
(千円) 

メンテナンス
事業(千円)

計(千円) 
消去又は全社 

(千円) 
連結(千円)

売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 2,068,065 3,073,157 5,141,222 ― 5,141,222

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 2,068,065 3,073,157 5,141,222 (―) 5,141,222

営業費用 1,827,642 2,187,322 4,014,965 311,074 4,326,039

営業利益 240,422 885,834 1,126,257 (311,074) 815,183

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

   (イ) バルブ事業……………高温・高圧用鋳鍛鋼弁、中・低圧用鋳鍛鋼弁、超低温用鋳鍛鋼弁、原子力用各

種鋳鍛鋼弁、石油化学用弁、各種安全弁、各種鋳鋼素材 

   (ロ) メンテナンス事業……各種弁定期点検、各種弁補修工事 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(311,074千円)の主なものは、親会社

の総務グループ、人事グループ等管理部門に係る費用であります。 
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前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 
 

 
バルブ事業
(千円) 

メンテナンス
事業(千円)

計(千円) 
消去又は全社 

(千円) 
連結(千円)

売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 3,704,862 6,081,668 9,786,530 ― 9,786,530

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 3,704,862 6,081,668 9,786,530 (―) 9,786,530

営業費用 3,535,046 4,863,034 8,398,080 552,573 8,950,654

営業利益 169,816 1,218,633 1,388,449 (552,573) 835,876

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

   (イ) バルブ事業……………高温・高圧用鋳鍛鋼弁、中・低圧用鋳鍛鋼弁、超低温用鋳鍛鋼弁、原子力用各

種鋳鍛鋼弁、石油化学用弁、各種安全弁、各種鋳鋼素材 

   (ロ) メンテナンス事業……各種弁定期点検、各種弁補修工事 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(552,573千円)の主なものは、親会社

の総務グループ、人事グループ等管理部門に係る費用であります。 

 

所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域

に所在する連結子会社がないため該当事項はありません。 

 



ファイル名:090_0098800661508.doc 更新日時:2006/07/08 13:09 印刷日時:06/07/12 15:44 

― 28 ― 

海外売上高 

前中間連結会計期間(自平成16年12月１日 至平成17年５月31日) 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・・・・・・中国、韓国、台湾、インドネシア等 

(2) その他の地域・・・・サウジアラビア、クウェート、オーストラリア等 

 ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当中間連結会計期間(自平成17年12月１日 至平成18年５月31日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(3) アジア・・・・・・中国、韓国、台湾、インド等 

(4) その他の地域・・・・サウジアラビア、オーストラリア等 

 ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

前連結会計年度(自平成16年12月１日 至平成17年11月30日) 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(5) アジア・・・・・・中国、韓国、台湾、インドネシア等 

(6) その他の地域・・・・サウジアラビア、オーストラリア等 

 ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 508,662 45,716 554,378

Ⅱ 連結売上高 ― ― 4,372,885

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

11.6 1.1 12.7

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 518,855 63,109 581,964

Ⅱ 連結売上高 ― ― 5,141,222

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

10.1 1.2 11.3

 東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,087,854 103,346 1,191,200

Ⅱ 連結売上高 ― ― 9,786,530

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

11.1 1.1 12.2
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  (１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

１株当たり純資産額 239.42円
 

１株当たり純資産額 273.07円
 

１株当たり純資産額 253.59円
 

１株当たり中間純利益金額 11.81円 
 

１株当たり中間純利益金額 21.38円
 

１株当たり当期純利益金額 26.00円
 

  なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額につきましては潜

在株式が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

中間純利益金額につきましては潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 

(追加情報) 

 当中間連結会計期間から、改正後

の「１株当たり当期純利益に関する

会計基準」(企業会計基準委員会

終改正平成18年１月31日 企業会

計基準第２号)及び「１株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 終改

正平成18年１月31日 企業会計基準

適用指針第４号)を適用しておりま

す。 

 これによる影響はありません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額につきましては潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間末
(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年５月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年11月30日) 

純資産の部の合計額(千円) ― 4,889,483 ―

普通株式に係る純資産額(千円) ― 4,889,483 ―

中間連結貸借対照表の純資産の部

の合計額と１株当たり純資産額の

算定に用いられた普通株式に係る

中間連結会計期間末の純資産額と

の差額(千円) 

― ― ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 17,930,000 ―

普通株式の自己株式数(株) ― 24,525 ―

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数(株) 
― 17,905,475 ―

２ １株当たり中間(当期)純利益 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日
至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日
至 平成17年11月30日)

中間(当期)純利益 (千円) 211,586 382,879 486,254

普通株式に係る中間(当期) 純利益 

 (千円) 
211,586 382,879 465,766

普通株式に帰属しない金額の 

主要な内訳(千円) 

 利益処分による役員賞与金 ― ― 20,488

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 20,488

普通株式の期中平均株式数(株) 17,912,755 17,907,381 17,911,553
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(重要な後発事象) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

 該当事項はありません。 同左 同左 

 

(継続企業の前提) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

 該当事項はありません。 同左 同左 
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生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における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。 
 

事業の種類別セグメントの名称 総重量又は製造原価 前年同期比(％) 

バルブ事業 370,618Kg ＋9.2 

メンテナンス事業 2,014,332千円 ＋14.9 

(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況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。 
 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

バルブ事業 2,232,711 ＋6.1 2,647,269 ＋23.0 

メンテナンス事業 3,492,908 △10.4 3,554,298 △1.0 

合計 5,725,620 △4.7 6,201,568 ＋8.0 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における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。 
 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

バルブ事業 2,068,065 ＋3.7 

メンテナンス事業 3,073,157 ＋29.2 

合計 5,141,222 ＋17.6 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

三井物産㈱ 2,306,903 52.8 2,863,521 55.7 

岡野商事㈱ 976,814 22.5 1,044,649 20.3 

 




