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１. 18年9月期の連結業績（平成17年10月1日 ～ 平成18年9月30日）

(1)連結経営成績 （金額単位：百万円未満切捨て）

円 銭

(注) ①持分法投資損益 －

②期中平均株式数(連結) 18年9月期　23,072.00 株 17年9月期　22,931.03 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、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

円 銭

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年9月期　23,885.53 株 17年9月期　22,924.78 株

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

(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 5 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

(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. 19年9月期の連結業績予想（平成18年10月1日  ～  平成19年9月30日）

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   30,562 円 44 銭
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１．企業集団の状況

事業系統図

当社グループは、当社及び子会社5社(国内4社、海外1社）で構成され、主たる事業内容は各種産業用
バルブの製造販売とそのメンテナンス事業及びその他の事業を行なっております。
具体的には原子力・火力発電所向け高温高圧弁、ＬＮＧ基地向けの超低温弁等のプラント用バルブ、
安全弁の製造・販売、プラント既設バルブの修理・点検・予防保守・改造といったメンテナンス事業、
建設機械等鋳鋼部品の製造・販売、焼結金属による自動車・弱電用等金属部品の製造・販売、主として
グループ内に保険・人材派遣等のサービスを提供するサービス部門などの事業となっています。
シンガポールの海外子会社（トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.）は、同国及び近隣諸国の火力発

電所等のプラント及び同国に入港する船舶のバルブメンテナンスを主な事業といたしております。

※連結子会社の株式会社高田製鋼所は、平成18年10月1日をもって会社分割により連結子会社の東亜バルブ株式会
社に全事業を承継することを、平成18年8月1日付け吸収分割契約により決定しております。なお、その詳細は重要
な後発事象として29ページに記載しております。

連結子会社
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２．経営方針

(1)経営の基本方針
当社企業グループは、お客様のニーズに沿ったバルブの製造からメンテナンスまで、バルブのトータルライフ

にわたるさまざまなサービスをスピーディにご提供できる体制作りに弛まぬ努力を続けております。

お客様に安心してご使用いただける高品質・高性能なバルブ製品、バルブの予防保全に絶大な力を発揮する診

断機器、豊富な知識・経験を持つ技術者によるメンテナンスサービスなどで、全国の原子力発電所、火力発電所

をはじめとする各種産業用プラントの安全で安定した運転のお手伝いを通じ、社会に貢献できる企業グループで

あり続けたいと考えております。

当社企業グループは、持株会社の解禁に伴ない、平成12年3月に株式移転によりいち早く現在の持株会社形態に
移行し、当社（持株会社）を核として、子会社5社によりバルブ製造事業とバルブメンテナンス事業を中心に事業
展開を行っております。

持株会社である当社の主導のもと、子会社間の連携強化と経営資源の横断的活用をグループの基本政策とし、

経営の意思決定の迅速化、資源・情報・問題点の共有化、シェアードサービス推進による間接経費の削減などに

より高効率経営を目指しております。

世界的規模での温室効果ガス削減を目的とした京都議定書発効から1年半を経過し、最近は原油高騰の影響も
あって世界的に原子力発電が再評価されつつあります。

わが国におきましても原子力発電所の設備稼働率向上は温室効果ガス削減の有力施策と位置付けられ、そのた

めの定期検査間隔の伸長や運転中点検の実施などが検討されており、これらは、発電設備に対する高い安全性と

信頼性、そしてそれを支える確かなメンテナンス技術無くしては実現できないものと考えております。

当社グループは、世界有数のバルブ総合エンジニアリング企業グループとして、また、微力ながらもエネル

ギー供給の中核である電力産業を支える一員として、これら新たな時代の要請に対しましても、必ずやお役に立

てるものと確信しております。

これからも当社企業グループの全役員・従業員は、『誇り・勇気・自信をもって未来を開こう』を合言葉に、

更なる技術の研鑚、製品の改善、品質の維持・向上に全力で取り組んでまいります。

(2)利益配分に関する基本方針
　利益配分につきましては、株主、内部留保にバランス良く配分することを基本方針としております。

株主配当につきましては、持株会社としての特性上、企業グループ全体の内部留保を原資とし、そこに連結の

単年度業績を考慮しながら、安定的且つ継続的に実施することを基本方針としております。

また、内部留保資金につきましては、高品質・高性能で低価格なバルブの製造及び高度なメンテナンス技術確

立のための設備投資、研究開発投資に充当してまいります。

(3)投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等
投資単位の引き下げにつきましては、株式の流動性を高め、より多くの投資家各位に参加を促すための有効な

施策のひとつとして認識しておりますが、主に現在の価格水準、取引高、株主数からは、早急な投資単位の引き

下げの必要性は無いと考えております。

今後とも、価格水準、流動性及び費用対効果等を勘案しつつ、重要な課題として継続した検討を行なってまい

ります。

(4)目標とする経営指標
当社企業グループが製造いたしますバルブ製品、鋳鋼製品のほとんどは、お客様各位の個別仕様書によって受

注・生産を行なっており、汎用品はごく一部にすぎません。

また、バルブメンテナンスサービスにつきましても、一般的な、定期保守点検契約のようなものは存在せず、

比較的安定的に売上が望まれる原子力発電所向け定期検査工事を除いては、基本的に都度の営業活動の成果によ

るものであります。

このため、各年度の売上高は安定したものではないため、損益も同様に年度毎の山谷が非常に激しくなる可能

性があり、特にバルブ製造事業、その他製造事業につきましては、売上の増減要因に加えその時々の工場操業度

によっても損益に変動が発生します。

このような理由から、目標とする経営指標として、投下資本に対する利益率等を設定したとしても、分子とな

る利益の変動要因が大きく影響し、継続的な目標指標とすることは困難であると考えております。

そのため、年度計画策定に際しては、年度の想定受注環境に応じた、経常利益、営業利益の目標額を個々に設

定し、個々の案件の受注に際しては、厳密な貢献利益（限界利益）管理のもと、工場操業の平準化を重要な決定

要素として選別受注を図ることにより機会損失を最小化し、獲得利益の最大化を計っております。
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(5)グループの対処すべき課題

①バルブ製造事業部門

（源流管理の徹底による生産の平準化とコア製品への集中）
当社グループの製造するバルブは、大きくは数種程度に分類可能ですが、これらのほぼ全数が個々の要求に応じた

受注生産であるため、その仕様によるバリエーションは多数に上ります。

お客様からの要求仕様は極めて多岐にわたり、これらひとつひとつにすべてお応えすることのできる技術力が当社

グループの強みであります。しかし反面では、このことが生産性改善に限界をもたらしていることも否定できないの

が事実です。

このため、お客様からの引き合いの段階から生産工程を視野に入れた管理体制、つまり源流の管理を徹底すること

で、当社グループがコア（核）と位置付ける標準的な製品の販売を促進することで、工場稼働率向上・平準化、短納

期化を実現し収益を拡大していく管理手法の確立にグループ全社を挙げて取り組んでおります。

（中国案件の受注）

経済発展によりますます電力不足が深刻化する中国におきましては、発電所建設計画は目白押しの状況で、当社グ

ループでも最重要マーケットと位置付けております。

特に原子力発電所は、軽水炉については主にPWR（加圧水型原子炉）の採用が決定していることから、当社グルー
プの日本国内における実績を基に受注獲得を目指すべく鋭意活動中です。

これまでに中国安全許可書（中国における安全弁設置の認定許可書）を取得し、これにより火力発電所向け安全弁

等を受注するなど徐々に実績を重ねつつあり、今後は高温高圧弁につきましても受注拡大を目指し精力的な活動を展

開してまいります。

（海外案件の確保）

当連結会計年度には、PWR（加圧水型原子炉）の本家である米・ウエスティングハウス社の東芝による買収が明ら
かになるなど、従来の系列を越える動きについて、特に海外市場におけるその影響、変化を確実に捉え、今後、的確

な経営判断を行っていく必要があります。

当社グループの製造するバルブは、主に国内原子力・火力発電所を中心にご採用いただいておりますが、将来の国

内電力設備投資動向は決して明るいものとは言えない状況にあります。

現在、原子力発電所は4基が建設中で、その後については着工準備中こそ十数基あるものの、いずれも平成20年台の
後半以降の運転開始が計画されており、首尾よく受注に結びついたとしても当社企業グループの業績に反映されるの

はかなり先のこととなります。

他方、発電量の6割を占め、電力供給の柱である火力発電所につきましても、温室効果ガス削減問題や燃料の安定供
給問題などから大規模な増設計画は少なく、むしろ既存発電所の廃止が目立つような状況です。

このように、縮小傾向にある国内市場でいかに競争に勝ち残り、受注を確保していくかはもちろん最重要課題とし

て認識し取り組んでおりますが、従来、コスト競争力で劣勢にあった海外市場に対し、コスト低減に取組みつつ積極

的に進出し、ともすれば国内市場だけでは十分な工場操業を維持できない状況をヘッジしていく必要があると考えて

おります。

（コストの低減）

当社グループの永年の経験により培ったノウハウを活かし、高度な生産技術によって製造されるバルブ製品は、原

子力発電所を初めとした各種プラントの最重要部位に採用され、プラントの安全運転には不可欠なものとして、お客

様から高い評価と信頼をいただいております。

しかし、一品一品をお客様の仕様書に基づき労働集約的に生産いたしますため、高い評価をいただきつつも、競争

入札等となった場合には、価格面で厳しい状況になる場合があることも事実であります。

『高品質＝高い』の図式が崩れて久しく、『安かろう悪かろう』では生き残れないご時世にあっては、バルブにお

きましても決して例外ではなく、リーズナブルな価格で高品質な製品をご提供することこそが、さらなる受注拡大と

収益向上につながるものと考え、コスト低減を永遠の課題として取り組み、市場競争力の強化につなげてまいりま

す。

（技術の伝承）

メーカーとしての技術力を低下させることなく、いついかなる時もお客様のニーズに応じた製品を供給できる技術

力を維持するためには、やはり安定したフィールドこそが最も重要であると考えております。

団塊の世代の退職を迎え、当社グループにおきましても、技術の伝承は大きな課題となっており、当連結会計年度

におきまして定年延長について所要の対応を行うとともに、子会社を通じ、経験豊かなOB社員の再雇用を積極的に
行っております。

例えば当社グループの生産する高温高圧バルブは、水道用などの汎用弁とは異なり、高温・高圧の環境の中で金属

と金属の面接合によってのみ、液体・気体などの流体を遮断・調整するという非常に特殊な講造となっております。

その加工技術ひとつをとっても、正に巧みの技が生かされたものであり、極めて高い流体制御に対する知見と加工

技術、そして多くの職場においての技術伝承無くしては実現し得ないものとなっております。
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（新製品の開発等）

いわゆる経営の三本柱である、安定的収益事業、高成長（収益）事業、将来事業を考えるとき、将来の中核事

業の種となるような、新製品、ビジネスモデルの開発が急務であると考えております。

当社グループはこれまでに、新型バルブ、バルブメンテナンス機器、バルブメンテナンスの新工法などを市場

に投入し、収益を獲得してまいりましたが、いずれも将来収益の中心を担うまでには至っておりません。

これは決して一朝一夕にできることではありませんが、グループの総力を結集し取り組むべき課題として強く

認識しております。

②バルブメンテナンス事業部門

（バルブメンテナンス事業の収益拡大と新たなメンテナンス体性への対応）

国内の発電所建設が低迷している現在、国内バルブメーカーはメンテナンスにその軸足を移し、限られた市場

を巡り益々競争は激化しております。また、受ける電力業界においても、産業界からの世界的に見て高い水準に

ある電力料引き下げ要請と、電力の卸売・小売自由化に代表される、電力業界への競争原理導入による変革の波

を受け、ここ数年来、発電コストの低減施策を強化しております。

このような状況下、原子力発電所の保守点検方法について、現在の時間監視（計画）保全から状態監視保全へ

の見直しが議論されており、従来、概ね13ヶ月間隔で完全停止状態で実施してきた定期点検（開放検査）につい
て、今後、検査間隔の延長や運転中点検などが実施される可能性も出てまいりました。

いわゆる『いじり壊し』の問題や、航空機に代表されるように状態監視保全が世界的に主流になりつつある現

状から、この流れは避けられないものかもしれません。

当社グループといたしましては、今後導入されるやもしれない、こういった新しい検査体制にも素早く対応で

きるよう十分な社内体制の整備を行うとともに、常に新しいメンテナンス技術の開発・改善に取組み、いかにコ

スト低減を図り収益拡大に繋げていくかを重大な課題と認識しております。

（バルブ製造事業との綿密な協力体制）

バルブ製品の販売から発生するバルブメンテナンスの循環を一連の流れで捉え、バルブ製造部門とバルブメン

テナンス部門の営業・技術が一体となって、エンジニアリング・セールスを展開することで、受注機会は更に拡

大するものと考えらます。

その中で、バルブ製品の販売のみならず、バルブ診断装置などを用いた予防保全工事の提案によりバルブメン

テナンス市場の拡大を図るなど、バルブメーカーとして技術・実績をフルに生かした、新しい高付加価値型サー

ビス拡充への取組みが重要であると考えております

そのためには、より顧客・地域に密着した営業活動が不可欠であり、『小さな本社』を合言葉に、全国の各メ

ンテナンス拠点に営業担当と技術担当を配置し、顧客のニーズをタイムリーに掴むと同時に、それに対する提案

を素早く実施していくことで潜在需要の掘り起こしを行っております。

また、当社の主要顧客である関西電力の原子力事業本部が、昨年、福井県若狭地区へ移転したことから、今後

はより密接な営業活動を展開すべく、同地区における営業拠点の見直しについて計画中であります。

③その他の事業部門

（鋳鋼製造事業に係る諸問題の抜本的な解決）

当社グループが生産するバルブは、主として鋳鋼バルブに分類され、その主要部品である鋳鋼製品を生産する

子会社を有しておりますが、鋳鋼業界は長く続いた低迷状況からようやく脱し、ここ数年は景気回復に伴なう設

備投資の伸びに支えられ非常に高水準な操業が続いております。しかし一方では、原油、スクラップといった原

材料の高騰により収益を確保できない状況にあります。

また、全国的な雇用環境の改善から、鋳鋼製造業独特の厳しい職場環境にある当該事業においては、若い人材

の確保がままならず、工場操業確保、技術伝承など人に纏わる問題も抱えております。

これら原材料高騰による収益確保、人の問題のほかにも、設備の老朽化による生産性低下、災害発生リスク、

基幹情報システムの再整備など、これらについて抜本的な対応・解決をするため、まずは会社分割スキームを利

用した子会社再編(※)を行うことといたしました。これにより今後はより一体感をもった改善活動につなげていく
計画であります。

※この詳細については重要な後発事象として29ページに記載しております。
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３．経営成績及び財政状態

（1）経営成績

(当連結会計年度の概況)
当社グループが主要なマーケットとしております国内電力業界におきましては、当連結会計年度を通じ、販売電力量が

前年同月比プラスとなり、特に景気動向を反映するとされる産業用大口電力においても同様の状況で推移するなど、順調

な回復が続いております。

当社グループにおきましては電力設備投資の増加に期待をかけるものの、反面、温室効果ガス削減問題、段階的に実施

される電力自由化、省エネ意識の高まりによる電力需要予測の頭打ちなど、必ずしも楽観的な状況にはありません。

このような環境のもと、当社グループは平成15年度より開始した収益改革プロジェクト3ヵ年計画（前連結会計年度で
終了）の成果を確実に定着させるべく、当期においてはまず『源流管理の徹底』への取組みを開始いたしました。

完全受注生産における効率追求の限界を打ち破るべく、引き合いの段階から生産工程を徹底的に意識することにより、

工場稼働維持・平準化、歩留まり改善、短納期を実現し、より収益性を高めることを目標として全グループを挙げ取り組

んでおります。

そしてこれと同時に、グループ経営の基本に立ち返り、グループ全体でのシナジー効果を最大限に求めるべく、『グ

ループ大（だい）』を合言葉とし、意思決定のすべての局面において、いかにグループ全体の利益を最大化させることが

できるかをその判断基準とする意識の徹底を図ってまいりました。

財務面におきましては、子会社での設備更新及び有利子負債圧縮を目的に、転換社債型新株予約権付社債（MSCB）9
億円を4月に発行いたしました。そして、グループ内の最適資金運用を目的として前連結会計年度に導入した、グルー
プ・キャッシュ・マネージメント・システム（G-CMS）の第2ステップである、当社への外部借入金集約を実行し、
MSCBによる調達資金と併せ、より機動的な資金運用可能な体制を構築いたしました。
また、当連結会計年度におきまして、平成18年10月1日をもって子会社の株式会社高田製鋼所の事業を、会社分割によ

り子会社である東亜バルブ株式会社に吸収させる事業再編を決定いたしました。

株式会社高田製鋼所は当連結会計年度に固定資産の減損会計を適用し大幅な債務超過に陥ることとなり、ともすればこ

のことが会社運営上弊害ともなり兼ねず、また、再編により同社従業員の人心を新たにする意味からも有効な施策である

と考えております。

なお、完全子会社間の事業再編であるため、基本的に当連結会計年度の損益には影響いたしませんが、再編に伴ない出

資及び一部債務の切り捨てを組み込んでおりますため、それによる税効果会計の認識により当期純利益に影響が発生して

おります。

これらを背景として、各事業部門において積極的な営業活動を展開した結果、連結売上高につきましては、計画の100
億円を上回る106億43百万円（前期比12.0％増）を達成することができました。
損益面につきましては、バルブメンテナンス事業部門の増益とバルブ製造事業部門の赤字幅縮小により、連結の営業利

益は9億71百万円（前期比27.8%増）、同経常利益は9億63百万円（前期比29.1%増）となり、前年に引き続き大幅な増益
となりました。

この大幅な増益と子会社再編変に伴なう税効果会計の適用などにより、当初、固定資産の減損会計適用による減損損失

9億21百万円の計上で大幅な赤字を想定しておりました当期純利益は60百万円（前期比88.5%減）の黒字となりました。

（事業部門別の状況）

セグメント別の当連結会計年度の状況については以下の通りであり、記載金額のうち、売上高及び営業損益には各セグ

メント間の内部取引を含んでおります。

①バルブ製造事業部門

　本事業部門は、主にバルブ製品、バルブ用取替え部品、バルブ保守用機器などで構成されております。

当連結会計年度におきましても、これまでに引き続きバルブメンテナンス部門との協力体制を拡充し、積極的な営業活

動を展開してまいりました結果、新設原子力案件の受注、プラントメーカーとのバルブ製品の包括供給契約締結などを実

現し、売上面のみならず、受注面においても非常に大きな成果を挙げることができました。特に包括供給契約は、来期以

降の売上拡大はもとより、工場操業の平準化効果が大きく期待されるものであります。

この結果、当年度の売上高は34億93百万円（前期比5.6％増）となり2期連続での増収となりました。これはバルブ製品
の売上高が22億64百万円（前期比23.6%増）と大幅に増加したことによるもので、国内向けでは主に、原子力・火力発電
所向けの新製弁、取替弁などが増加いたしました。特に原子力発電所向けでは現在建設中の北海道電力泊3号機向けの出
荷・売上が当期ピークを迎え、約5.5億円の売上を計上いたしました。
前期後半より大幅に増加しておりますバルブ製品の輸出売上高は、当間連結会計年度上半期は引き続き高水準に推移い

たしましたが、下半期は大口案件が一巡したことから、期を通しては概ね前期並みである約6億円に落ち着きました。
損益面におきましては、選別受注、原子力案件の増加による限界利益の改善、生産量の増加に伴ない操業度改善で固定

費回収が効率的に行われた結果、依然、営業損益ベースでの黒字化を果たせないながらも、34百万円の赤字（前年同期は
1億11百万円の赤字）となり、黒字化目前のところまで改善することができました。
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②バルブメンテナンス事業部門

本事業部門におきましては、主に国内電力各社を中心とした原子力・火力発電所のバルブメンテナンスを中心に事業展

開を行なっており、概ね13ヶ月間隔で実施される原子力発電所定期検査時のバルブメンテナンス工事売上が主要な収益源

であります。

当連結会計年度におきましては、まずは原子力発電所の定期点検工事の受注確保はもちろんのこと、主蒸気安全弁吹出

圧力自動測定装置（製品名MS-SPEED）、電動弁自動診断装置（製品名TACS）などのバルブメンテナンス機器を使っ

た、バルブメーカーのメンテナンス部門にしか出来ない高付加価値型メンテナンスサービスの提案を行うなどによって、

新たな需要掘り起しを行なってまいりました。

この結果、原子力関連では、四国地区・北海道地区・東北地区で、火力関係では中国地区でそれぞれ売上を伸ばすこと

ができ、原子力発電所の定期検査数の減少期にあたる九州地区で売上が減少したにも拘らず全体では増収となる、66億72

百万円（前期比9.4％増）の売上高となりました。

損益面では、綿密な原価管理に基づいた効率的な工事施工、間接費削減、外注作業者の効率的配置などによるコスト削

減に努めるとともに、比較的採算性に優れる原子力関連の売上高が増加したことを理由に、営業利益は10億5百万円（前

年同期比32.6％増）で前年同期に比し大幅な増加となりました。

　

③その他の事業部門

その他の事業といたしましては、各種鋳鋼製品の製造、焼結金属製品（弱電・自動車・機械用部品等）の製造などを

行っております。この内の主要なものは各種鋳鋼製品の製造であり、当社企業グループの製造するバルブの鋳鋼部品を全

量生産しております。

鋳鋼業界は長期に亘る不況の影響をまともに受け、その間の生産拠点海外移転、廃業など整理淘汰が進んだ背景もあっ

て、国内景気回復に伴なう設備投資等の増加により、どこも現在フル操業の状況にあります。

受注につきましても順調でほぼ1年先の生産分を既に確保しておりますが、当期に入っての原油高、素材高により、仕

事量はあるものの適正な利益を確保できない状況が続いております。

当社グループにおきましては、当期、この鋳鋼製造工場の中核である鋳造プロセスの変更を決定し、7月下旬から一ヶ

月間工場の操業を停止し設備の更新を施工いたしました。

これに備え、6月までに既受注分の生産前倒しを精力的に行うとともに、工場再開後は素早くフル操業体制に戻した成

果もあり、売上高は18億59百万円（前期比13.5％増）と増収を確保することができましたが、停止期間の原価負担が大き

く、営業損益は1億62百万円の赤字（前年同期は59百万円の赤字）となりました。

(次期の見通し)

引き続き国内電力業界を取り巻く状況は、大幅な設備投資の伸びは期待されず厳しい状況で推移するものと予想してお

りますが、特にバルブ製造部門におきまして、北海道電力泊原子力発電所3号機向けの他、バルブ製品包括供給契約案

件、いくつかの受注済み大口海外向け案件など、現在のところ既に次期の年間生産能力に近い量の受注は確保済みであり

ます。これに採算性に優れるスポット案件の効果的な受注を織り交ぜ、安定的な工場稼働が維持できるよう効率的な生産

の実現で、さらに増益を目指す計画であります。

このような状況から通期の業績予想につきましては、いくつかの不確定要因が存在することを前提とした上ではありま

すが、売上高109億円、経常利益10億円、当期純利益7億30百万円と、いずれも当期以上の業績を想定しております。

なお、株主配当につきましては、安定配当の基本方針のもと、当連結会計度と同額の１株当たり4,000円の期末配当

（普通配当）を予想しております。
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（2）事業等のリスク

　当社企業グループの財政状態、経営成績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。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において判断したものであります。

①製品、メンテナンス上の瑕疵などに起因する事故等の発生による影響

当社グループの製品は、原子力発電所をはじめとした、各種産業用プラントの重要部位で採用されているため、その製

品の製造上の欠陥及び当社が行ったメンテナンスの不具合等により動作不良が発生し本来の機能を果たせない場合、重大

な事故につながる可能性があります。

そして万が一そのような事故が発生した場合、その処置・対策等によって、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす

可能性があります。

②電力事業の規制緩和による影響

当社グループの主要顧客は、関西電力をはじめとした国内電力事業者でありますが、ここ数年の小売電力の自由化に係

る規制緩和により、一般電気事業者（東京電力ほかの国内の十電力会社）以外の発電設備保有者（企業の自家発電設備

等）や、その発電設備保有者から余剰電力を集め販売するPPS（特定電気事業者）が認可され、中規模程度の商業施設、
官公庁、病院などに独自で電力を小売することができるようになっており、今後はさらにこの（小売先の）対象が拡がる

可能性もあります。

この影響により、従来の一般電気事業者の発電所設備維持コスト削減の動きは今後さらに強まるものと予想され、これ

は当社グループのバルブ製品の販売価格及びメンテンナンス価格などを通じ、当社グループの業績に重大な影響をもたら

す可能性があります。

③技術革新による影響

すでに数十年来、発電所において発電した電力を、送電線を介し需要家に供給する体制が続いておりますが、現在盛ん

に研究が進んでおります、燃料電池やマイクロガスタービンといった局所発電を可能とする技術が実用化の段階を迎えつ

つあり、今後、従来の一括発電⇒送電といった図式が崩れていく可能性があります。

現在、小売電力の自由化の中でも、従来の一般電気事業者はバックアップ電力としての重大な役割を担いますが、こう

いった電力供給構造そのものの変化が今後の電力設備投資計画にどう影響していくかにより、今後の当社グループの業績

に重大な影響をもたらす可能性もあります。

④災害・事故などによる工場操業停止の影響

当社グループは、主要素材に鋳鋼を使用する鋳鋼製バルブを主に製造しておりますが、現在、この鋳鋼部品の生産を子

会社のひとつである株式会社高田製鋼所がすべて行っております。

鋳鋼製造工場はいろいろな意味からも非常に危険な職場であり、従来より、鋳鋼材料の全量の供給を同社からのみ受け

ているリスクを軽減する意味からも、当連結会計年度において、子会社事業再編によりバルブ製造子会社である東亜バル

ブ株式会社に同社を吸収することを決定いたしました。

今後は事業再編により、従来以上に強くガバナンスが機能するものと考えておりますが、万が一同工場が火災や天災及

び不可抗力の事象により操業停止に至るような事態となった場合には、主要材料の調達に大きな影響が発生し、それによ

る機会損失の発生や納期遅延など当社グループの業績に重大な影響をもたらす可能性があります。

またこれは、バルブ製造事業を行う東亜バルブ株式会社の本社工場においても同様であり、同社は尼崎市の工場の他に

は生産拠点を有していないため、火災などによる工場操業停止は当社グループの業績に重大な影響をもたらすものと考え

られます。

⑤コンピューター設備の停止による影響

当社グループは、ほぼ3年を費やした大幅な基幹情報システムの構築をほぼ終え、これにより従来分断されていた、バ
ルブ製造部門とバルブメンテナンス部門の情報管理がシームレスなものとなり、極めて効率の高い情報管理機能を有する

に至りました。

このように、基幹業務のほぼすべてが電算システムにより処理される状況下にあっては、何等かの事象によるシステム

の停止は生産活動に重大な影響をもたらします。

当社グループは、阪神大震災の貴重な教訓を生かし、サーバールームに高度な耐震講造を施工するとともに、特殊消火

装置を設置するなど防災面で可能な限りの対応を実施しておりますが、例えば大幅な費用負担が必要なサーバーの多重化

などには至ってはおらず、また、災害のみならずウィルスなどによるシステム停止など、有事に際しシステム復旧が遅れ

るような状態となった場合には当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。
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⑥環境規制の強化による影響

当社グループの主要顧客は国内の原子力・火力発電所ですが、これら主要顧客の多くは、今後具体化していく温室効果

ガス削減目標の達成に際し重大な役割を担う業種及び事業者であります。

今後、削減目標達成の施策が具体化されていく中においては、自社での排出削減のみならず、環境対策に積極的な取引

先からの資材調達、いわゆるグリーン調達などが強力に実施される可能性があります。

現在、当社グループはISO14000認証を取得しておりませんので、これからの事業展開の上からも認証取得が必要とな
る可能性がありますが、取得に要する費用などの発生や、また、取得の時期や成否などによっては受注機会を失うなど当

社グループの業績に影響をもたらす可能性があります。

⑦特定の分野に対する取引の依存

当社グループのバルブメンテナンス事業の売上は、国内原子力発電所向けが約70％を占めております。そのため原子力

発電所において事故等が発生し運転が停止され、その停止期間が長期に亘るような場合においては、概ね13ヶ月間隔で実
施される定期検査をはじめとした各種メンテナンス計画が順延されることになります。

また、その事故等の原因・内容如何によりましては、他の原子力発電所においても運転を停止し点検を行う事態となる

場合もあり、そういった場合、当社グループの業績に重大な影響をもたらす可能性があります。

⑧新規発電設備の停滞による影響

当社グループの主要顧客である国内電力事業者においては、電力需要の低迷による建設計画の見直しにより、現在は、

原子力発電所については、建設中が3基、建設準備中が4基、計画中が8基という状況となっており、計画中の8基について

は、いずれも着工が平成20年以降となっております。

またさらに、これら建設準備中と計画中の計12基の原子力発電所を炉の型式から見ると、当社が得意としております

PWR（加圧水型原子炉）を採用するものは、建設準備中に2基あるにすぎず、残りはすべてBWR（沸騰水型原子炉）と
なっております。

このように、原子力発電所新設の動きは少なく長期に亘るとともに、計画どおりこれらの原子力発電所建設が進捗した

としても、BWRが主であることから受注可能性については予断を許さず、当社グループの業績に重大な影響をもたらす
可能性があります。
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(注) 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベース自己資本比率：（期末株価終値×自己株式控除後期末発行済株式数）／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

平成18年9月期平成17年9月期平成16年9月期

51.5

53.7

1.5

54.8

77.1

- 

51.5

※利払いは連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

50.6

20.1

2.3

16.6 - 

51.7

49.7

5.8

8.75.8

区分

自己資本比率

時価ベースの
自己資本比率

債務償還年数

インタレスト・カバ
レッジ・レシオ

平成15年9月期平成14年9月期

45.4

12.0

7.4

※いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使
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、利子を支払っている全ての負債を対象と
しております。

※営業キャッシュ・フローがマイナスの場合、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）財政状態

(キャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、合計で15億90百万円のキャッシュ・イン（前年同期は10億5百万円の

キャッシュ・アウト）となりました。
この大幅なキャッシュ・インの改善は、固定資産の減損損失計上の影響で当期純利益は60百万円となっております

が、減損損失は資金流失を伴なわないことから、業績の回復による利益の増加が最大の要因であると言えます。
これに加え、4月に転換社債型新株引受権付転換社債（MSCB）9億円を発行し、会計年度末までに一部について子会

社での設備投資に充当するとともに、有利子負債圧縮のため外部借入金を返済いたしましたが、その相当部分が年度末
においても残っている状態であったためです。
また、前期の大幅なキャッシュ・アウトの要因であった営業債権の増加状態も当期は回収が進み、これもキャッ

シュ・インの増加に大きく影響いたしました。
グループ各社の余剰資金の効率的運用を図るべく、グループ・キャッシュ・マネージメント・システム（G-CMS）も
導入2年目となり、MSCBによる資金導入もあって、当連結会計年度は、これまでの外部資金のスポット調達をほぼ必要
としない状況で推移してまいりました。
これらの結果、当連結会計年度のキャッシュ・フローは、現金及び現金同等物の期末残高は24億2百万円（前期比

196.0％増）となりました。
　各活動別のキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の減損損失計上により当期純利益は前期に比し大幅に減少いたしましたが、その減損損失のキャッシュフ

ロー上の戻入を行うとともに、前年度の営業債権の期末滞留がほぼ解消したことにより、14億5百万円のキャッシュ・
イン（前期は2億34百万円のキャッシュ・アウト）となりました。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社において実施した、生産設備の更新投資などにより、3億34百万円のキャッシュ・アウト（前期は1億55百万円
のキャッシュ・アウト）となりました。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

外部借入金の返済を前期以上に実施いたしましたが、MSCBの発行により約9億円のキャッシュ・インがあったため、
5億16百万円のキャッシュ・イン（前期は6億16百万円のキャッシュ・アウト）となりました。

　当連結会計期間末におけるキャッシュ・フロー指標のトレンドは次の通りであります。
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（単位：千円）

期        別

構成比 構成比

( 資 　産　 の　 部 ) % %

流　動　資　産 7,135,324 69.1 5,778,305 61.7 1,357,019

現金及び預金 2,392,073 801,565 1,590,508

受取手形及び売掛金 *5 2,765,948 3,086,034 △ 320,085

有価証券 10,017 10,010 6

たな卸資産 1,762,258 1,685,521 76,737

繰延税金資産 147,873 142,466 5,407

その他 57,152 52,707 4,444

固　定　資　産 3,192,133 30.9 3,587,119 38.3 △ 394,985

有 形 固 定 資 産 *1,2 1,734,601 16.8 2,438,882 26.1 △ 704,281

建物及び構築物 457,856 974,503 △ 516,647

機械装置及び運搬具 773,844 535,431 238,412

土地 324,367 743,584 △ 419,216

その他 178,532 185,362 △ 6,830

無 形 固 定 資 産 402,117 3.9 443,337 4.7 △ 41,219

投資その他の資産 1,055,415 10.2 704,899 7.5 350,515

投資有価証券 646,332 630,903 15,429

繰延税金資産 348,332 29 348,302

その他 88,345 125,533 △ 37,187

貸倒引当金 △ 27,595 △ 51,567 23,971

資     産    合    計 10,327,458 100.0 9,365,424 100.0 962,033

連 結 貸 借 対 照 表

対前連結会計年度
増減額

金　　額科         目 金         額

前連結会計年度
平成17年9月30日 現在

当連結会計年度
平成18年9月30日 現在

金         額
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（単位：千円）

期        別

構成比 構成比

( 負　 債　 の　 部 )

流　動　負　債 3,492,008 33.8 3,379,876 36.1 112,131

支払手形及び買掛金 *5 1,114,607 1,034,026 80,580

短期借入金 *2,6 1,327,600 1,478,816 △ 151,216

未払法人税等 244,700 163,298 81,402

役員賞与引当金 20,860 0 20,860

その他 *5 784,239 703,735 80,504

固　定　負　債 1,519,502 14.7 856,507 9.1 662,995

新株予約権付社債 700,000 0 700,000

長期借入金 *2 37,700 195,300 △ 157,600

繰延税金負債 62,083 81,485 △ 19,401

退職給付引当金 627,827 495,541 132,285

役員退職慰労引当金 90,460 81,290 9,170

その他 1,431 2,890 △ 1,459

負    債    合    計 5,011,510 48.5 4,236,384 45.2 775,126

( 純　資　産　の　部 )

株　主　資　本 5,134,455 49.7 5,134,455

資　  本　  金 1,389,913 1,389,913           

資 本 剰 余 金 1,673,939 1,673,939           

利 益 剰 余 金 2,084,203 2,084,203

自　己　株　式 △ 13,600 △ 13,600

評価・換算差額等 181,491 1.8 181,491

その他有価証券評価差額金 177,484 177,484

為替換算調整勘定 4,007 4,007

純　資　産　合　計 5,315,947 51.5 5,315,947

負 債 ・ 純資産 合 計 10,327,458 100.0 10,327,458

( 資　 本　 の　 部 )

資　  本　  金 *3 1,290,000 13.8 △ 1,290,000

資 本 剰 余 金 1,574,026 16.8 △ 1,574,026

利 益 剰 余 金 2,105,083 22.5 △ 2,105,083

その他有価証券評価差額金 172,624 1.8 △ 172,624

為替換算調整勘定 550 0.0 △ 550

自　己　株　式 *4 △ 13,244  △ 0.1 13,244

資    本    合    計 5,129,040 54.8 △ 5,129,040

負 債 ・ 資 本 合 計 9,365,424 100.0 △ 9,365,424

連 結 貸 借 対 照 表

対前連結会計年度
増減額

金　　額科         目 金         額

前連結会計年度
平成17年9月30日 現在

当連結会計年度
平成18年9月30日 現在

金         額
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（単位：千円）

期       別

科         目 百分比 百分比

％ ％

売上高 100.0 100.0 1,137,950 

売上原価 71.9 72.1 799,842 

売上総利益 28.1 27.9 338,108 

販売費及び一般管理費 *1,2 19.0 19.9 126,600 

営業利益 9.1 8.0 211,507 

営業外収益

受取利息 389 237

受取配当金 9,568 6,381

受取家賃 9,491 5,182

作業屑売却益 5,886 7,997              

雑収入 6,343 0.3 5,703 0.2 6,176 

営業外費用

支払利息 26,944 33,272

社債発行費 5,939              -                     

貸倒引当金繰入額 218                 733                 

雑損失 6,976 0.4 5,635 0.4 436 

経常利益 9.0 7.8 217,248 

特別利益

投資有価証券売却益 3                     13,499            

前期損益修正益 4,117              -                     

貸倒引当金戻入益 3,531              0.1 -                     0.2  △ 5,846

特別損失

減損損失 *4 921,325          -                     

固定資産処分損 *3 18,658 6,318

投資有価証券評価損 880                 8.8 -                     0.1 934,545 

税金等調整前当期純利益 0.3 7.9  △ 723,144

法人税、住民税及び事業税 352,305 205,725

法人税等調整額 △ 382,473      △ 0.3 22,694            2.4  △ 258,587

当期純利益 0.6 5.5  △ 464,55660,173 

228,420

30,005 753,149 

7,653

40,078

963,216 

前連結会計年度
自　平成16年10月1日
至　平成17年9月30日

940,863

31,678

金　　額

524,729 

△ 30,167       

2,649,518

連 結 損 益 計 算 書

10,643,916

7,656,289

2,987,626

2,016,009

当連結会計年度
自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

対前連結会計
年度増減額

9,505,966

971,616 

1,889,409

760,109 

6,856,447

金         額金         額

6,318

39,642

745,968 

25,502

13,499
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1,290,000 1,574,026 2,105,083 △ 13,244 4,955,865

新株の発行
（新株予約権の行使）

99,913 99,913 - - 199,826

剰余金の配当 - - △ 68,774 - △ 68,774

利益処分による役員賞与 - - △ 12,280 - △ 12,280

当期純利益 - - 60,173 - 60,173

自己株式の取得 - - - △ 355 △ 355

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額(純額)

- - - - -

99,913 99,913 △ 20,880 △ 355 178,590

1,389,913 1,673,939 2,084,203 △ 13,600 5,134,455

172,624 550 173,175 5,129,040

新株の発行
（新株予約権の行使）

- - - 199,826

剰余金の配当 - - - △ 68,774

利益処分による役員賞与 - - - △ 12,280

当期純利益 - - - 60,173

自己株式の取得 - - - △ 355

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額(純額)

4,859 3,456 8,316 8,316

4,859 3,456 8,316 186,906

177,484 4,007 181,491 5,315,947

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（平成17年10月1日～平成18年9月30日）
 (単位：千円)

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9月30日　残高

連結会計年度中の変動額

連結会計年度中の変動額合計

平成18年9月30日　残高

評価･換算差額等

 純資産合計 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

平成17年9月30日　残高

連結会計年度中の変動額

連結会計年度中の変動額合計

平成18年9月30日　残高
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（単位：千円）

期       別

科         目

（資本剰余金の部）

資本剰余金期首残高

資本剰余金期末残高

（利益剰余金の部）

利益剰余金期首残高

利益剰余金増加高

当期純利益

利益剰余金減少高

役員賞与

利益剰余金期末残高 2,105,083

1,661,9941,661,994

524,729                    

12,670

524,729                 

81,639

連 結 剰 余 金 計 算 書

金         額

前連結会計年度
自　平成16年10月1日
至　平成17年9月30日

68,969配当金

1,574,026

1,574,026
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（単位：千円）

期　別　

科　目

Ⅰ  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 30,005                          753,149                        △ 723,143                  
減価償却費 282,865                        297,244                        △ 14,378                    
貸倒引当金の増加額(△減少額) △ 3,313                       406                               △ 3,720                      
未払賞与の増加額(△減少額) 28,025                          △ 11,786                     39,811                         
役員賞与引当金の増加額 20,860                          -                                    20,860                         
退職給付引当金の増加額 132,285                        133,641                        △ 1,355                      
役員退職慰労引当金の増加額 9,170                            16,670                          △ 7,500                      
受取利息及び受取配当金 △ 9,957                       △ 6,618                       △ 3,338                      
支払利息 26,944                          33,272                          △ 6,328                      
投資有価証券評価損 880                               -                                    880                              
社債発行費 5,939                            -                                    5,939                           
投資有価証券売却益 △ 3                              △ 13,499                     13,495                         
固定資産処分損 18,658                          6,318                            12,339                         
減損損失 921,325                        -                                    921,325                       
売上債権の減少額(△増加額) 320,085                        △ 1,232,925                1,553,011                    
棚卸資産の増加額 △ 76,737                     △ 320,267                   243,529                       
仕入債務の増加額 80,580                          20,039                          60,540                         
未払消費税等の増加額(△減少額) △ 30,407                     46,667                          △ 77,075                    
役員賞与の支払額 △ 12,280                     △ 12,670                     390                              
その他 △ 51,325                     116,828                        △ 168,154                  

小計 1,693,601                     △ 173,527                   1,867,128                    
利息及び配当金の受取額 9,957                            6,618                            3,338                           
利息の支払額 △ 27,265                     △ 32,432                     5,166                           
法人税等の支払額 △ 270,902                   △ 35,352                     △ 235,549                  

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,405,390                     △ 234,694                   1,640,084                    

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 -                                    △ 12,952                     12,952                         
定期預金の払戻による収入 -                                    32,901                          △ 32,901                    
投資有価証券の取得による支出 △ 1,091                       △ 415                          △ 675                         
投資有価証券の売却による収入 7                                   26,128                          △ 26,120                    
ゴルフ会員権の売却による収入 7,404                            -                                    7,404                           
有形固定資産の取得による支出 △ 343,443                   △ 202,556                   △ 140,886                  
有形固定資産の売却による収入 107,573                        168,768                        △ 61,195                    
無形固定資産の取得による支出 △ 110,223                   △ 161,725                   51,501                         
短期貸付金の純増加額 △ 589                          △ 4,742                       4,152                           
長期貸付による支出 △ 700                          △ 10,000                     9,300                           
長期貸付金の回収による収入 6,277                            7,832                            △ 1,554                      
その他 110                               1,503                            △ 1,393                      

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 334,674                   △ 155,258                   △ 179,415                  

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額(△純減少額) 50,000                          △ 236,700                   286,700                       
長期借入による収入 -                                    100,000                        △ 100,000                  
長期借入金の返済による支出 △ 358,816                   △ 397,926                   39,110                         
新株予約権付社債の発行による収入 894,060                        -                                    894,060                       
配当金の支払額 △ 68,011                     △ 68,058                     47                                
自己株式の純増加額 △ 355                          △ 12,663                     12,307                         
その他 △ 534                          △ 746                          211                              

財務活動によるキャッシュ・フロー 516,342                        △ 616,094                   1,132,436                    

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 3,456                            715                               2,741                           

Ⅴ  現金及び現金同等物の増加額(△減少額) 1,590,515                     △ 1,005,331                2,595,846                    

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 811,576                        1,816,907                     △ 1,005,331               

Ⅶ  現金及び現金同等物の期末残高 2,402,091                     811,576                        1,590,515                    

対前連結会計年度
増減額

連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
自　平成16年10月1日
至　平成17年9月30日

当連結会計年度
自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)連結子会社の数 (1)連結子会社の数 同　左

(2)連結子会社の名称 (2)連結子会社の名称
東亜バルブ株式会社 同　左

東亜エンジニアリング株式会社

トウアサービス株式会社

株式会社高田製鋼所

トウアバルブオーバーシーズPTE.LTD.
(3)非連結子会社の名称 (2)非連結子会社の名称

該当ありません。 同　左

　該当事項はありません。 同　左

同　左

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

その他有価証券 同　左

 時価のあるもの

　

　

 時価のないもの
　移動平均法による原価法

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

a.製品及び仕掛品 同　左

　主として個別法による低価法

b.原材料及び貯蔵品
　主として移動平均法による低価法

a.有形固定資産 a.有形固定資産
同　左

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

b.無形固定資産 b.無形固定資産
同　左

c.長期前払費用 c.長期前払費用
　定額法によっております。 同　左

①貸倒引当金 ①貸倒引当金

同　左

②役員賞与引当金

5年～12年

定額法によっております。ただし、ソフト
ウェア（自社利用分）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。

役員の賞与の支出に備えるため支給見込額に
基づき計上しております。

28～41年

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。

連結子会社1社及び在外連結子会社1社を除き
定率法によっており、国内連結子会社1社及び在
外連結子会社1社は定額法によっております。ま
た、定率法償却をおこなっている会社において
も平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附
属設備を除く）は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり
ます。

１. 連結の範囲に関する事項

(2) 重要な減価償却資産
の減価償却の方法

連結子会社の決算日は、いずれも9月30日であ
り、連結財務諸表提出会社と一致しております。

重要な引当金の計上
基準

(3)

社5

(1) 重要な資産の評価基
準及び評価方法

４. 会計処理基準に関する事
項

決算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)

前連結会計年度

自　平成17年10月1日 自　平成16年10月1日

３. 連結子会社の事業年度等
に関する事項

至　平成18年9月30日 至　平成17年9月30日

２. 持分法の適用に関する事
項

当連結会計年度

17



③退職給付引当金 ③退職給付引当金

同　左

④役員退職慰労引当金 ④役員退職慰労引当金

同　左

同　左

同　左

同　左

①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理

   同　左

②連結納税制度の適用 ②連結納税制度の適用

同　左

同　左

同　左

利益処分又は損失処理の取扱い方法

同　左

連結会計年度中に確定した利益処分又は損失処理
に基づいております。

6.

当社及び連結子会社の役員の退職による慰
労金支給に備えるため、内規に基づく期末要
支給見積額を計上しております。

7.

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。

(7)
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっ

ております。

重要なヘッジ会計の
方法

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

(3) 重要な引当金の計上
基準 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見込額及び年金
資産残高に基づき、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(2,053,558
千円)については、10年による按分額を費用
処理しております。

利益処分項目等の取扱い
に関する事項

外貨建金銭債務は、連結決算日の直物為替相
場により円価に換算し、換算差額は損益として
処理しております。なお、在外子会社の資産及
び負債は、連結決算日の直物為替相場により円
価に換算し、収益及び費用は期中平均相場によ
り円価に換算し、換算差額は少数株主持分及び
資本の部における為替換算調整勘定に含めて計
上しております。

連結調整勘定の償却に関
する事項

連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全
面時価評価法によっております。

(4)

重要なリース取引の
処理方法

(5)

変動金利の借入金の金利変動リスクをヘッジ
するために、金利スワップ取引を行っておりま
す。当該取引は金利スワップの特例処理の適用
要件を充足しているため、その会計処理は金利
スワップの特例処理によっております。

前連結会計年度

自　平成17年10月1日 自　平成16年10月1日
至　平成18年9月30日 至　平成17年9月30日

連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲

当連結会計年度

8.

連結調整勘定は、発生事業年度に一括償却し
ております。

連結キャッシュ・フロー計算書における資金
の範囲(現金及び現金同等物)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いリスク
しか負わない、取得日から３ヶ月以内に償還期
限の到来する短期投資であります。

　連結納税制度を適用しております。

5.

(6)

その他の連結財務諸
表作成のための重要
な事項
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役員賞与に関する会計基準

固定資産の減損に係る会計基準

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に関する記載

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準」(企業会計基準第5号平成17年12月9日)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」(企業会計基準適
用指針第8号平成17年12月9日)を適用しております。なお、従来の資
本の部の合計に相当する金額は当連結会計年度の純資産の部の金額
と同額であります。

当連結会計年度 前連結会計年度

自　平成17年10月1日 自　平成16年10月1日
至　平成18年9月30日 至　平成17年9月30日

役員賞与については、従来、利益処分により株主総会の決議を経
て利益剰余金の減少としておりましたが、当連結会計年度より「役
員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会企業会計基準第4号
平成17年11月29日)に基づき、発生時に費用処理しております。これ
により営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

20,860 千円減少しております。

当連結会計年度より、「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」
(企業会計基準適用指針第6号平成15年10月31日))を適用しておりま
す。これにより営業利益及び経常利益は 37,373千円増加し、税金等
調整前当期純利益は 883,952 千円減少しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

有形固定資産の減価償却累計額 千円 有形固定資産の減価償却累計額 千円

担保に供している資産 担保に供している資産

[担保提供資産] [担保提供資産]
建物及び構築物 千円( 千円) 建物及び構築物 千円( 千円)
機械装置及び運搬具 　　( 　　) 機械装置及び運搬具 　　( 　　)
土地 　　( 　　) 土地 　　( 　　)
その他(工具器具及び備品) 　　( 　　) その他(工具器具及び備品) 　　( 　　)

計 　　( 　　) 計 　　( 　　)
[対応債務] [対応債務]
短期借入金 千円( 千円) 短期借入金 千円( 千円)
長期借入金 　　( 　　) 長期借入金 　　( 　　)

計 　　( 　　) 計 　　( 　　)

普通株式 株

当社が保有する自己株式の種類及び数

普通株式 株

特定融資枠契約の総額 特定融資枠契約の総額

当連結会計年度末実行残高 当連結会計年度末実行残高

差引額 差引額

1,942設備関係支払手形
（流動負債　その他）

473,146

67,525
受取手形

37,700

23,000
当社の発行済株式総数※3.

上記のうち( )書きは内書きで工場財団抵当並びに当該債
務を示しております。

286,015

3,702
428

576,117

285,970

576,117

938,300

976,000

677,721

支払手形

976,000
上記のうち( )書きは内書きで工場財団抵当並びに当該債

務を示しております。

※5. 連結会計年度末日満期手形
連結会計年度末日満期手形の処理については、手形交

換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会
計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結
会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれて
おります。

※4.

1,620,000
1,120,000

千円

当社グループ（連結子会社）は、運転資金の効率的な調
達を行うため主要取引金融機関と特定枠融資契約を締結
しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の
借入未実行残高は次のとおりであります。

75.22

担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであ
ります。

37,700

当社グループ（連結子会社）は、運転資金の効率的な調
達を行うため主要取引金融機関と特定枠融資契約を締結
しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の
借入未実行残高は次のとおりであります。

64,335 千円

428

担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであ
ります。

1,227,200
195,300 195,300

1,071,916 1,031,900

1,267,216

500,000

474

至　平成17年9月30日

※6. ※6.

※1.

※2.

938,300

※1.

※2.

2,350,000 千円
1,170,000
1,180,000

474
190,742 3,702

285,970 167,017 167,017
3,702

当連結会計年度 前連結会計年度

286,015 319,486 301,951

6,332,4886,225,955

自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

自　平成16年10月1日
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（連結損益計算書関係）

販売費及び一般管理費の主要な内訳 販売費及び一般管理費の主要な内訳

販売手数料 千円 販売手数料 千円

役員報酬 役員報酬

給与及び諸手当 給与及び諸手当

役員賞与引当金繰入額 役員退職慰労引当金繰入額

役員退職慰労引当金繰入額 退職給付費用

退職給付費用

固定資産処分損の内訳 固定資産処分損の内訳

(有形固定資産の除却によるもの) (有形固定資産の除却によるもの)

建物及び構築物 千円 建物及び構築物 千円

機械装置及び運搬具 機械装置及び運搬具

その他(工具器具及び備品) その他(工具器具及び備品)

計 計

(有形固定資産の売却によるもの)

土地 千円

その他(工具器具及び備品)

計

(無形固定資産の除却によるもの)

ソフトウェア 千円

計

千円

千円

（注）兵庫県神戸市の対象物件は、当連結会計年度中に
おいて既に売却済みであります。

20,860

322

322

機械装置及び運搬具

501,542

工具器具及び備品

遊休

生産
設備

※4.

種類

兵庫県
神戸市

土地

当社グループは、遊休資産については個別の単位で、
それ以外の資産については事業区分をもとに他の資産グ
ループから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す
最小の単位でそれぞれグルーピングを行ない、減損の兆
候について判定を行っております。
その結果、具体的な活用予定の無い遊休資産及び営業

損益が継続してマイナスとなっている資産グループで将
来、損益の回復が見込めないものについて、上記のとお
り減損損失を計上しております。
なお、減損損失の算定は、正味売却価額を回収可能価

額として算出しております。

54,347
19,256

254,156
建物及び構築物

場所

三重県
伊賀市

減損損失の概要

当連結会計期間において、当社グループは一部の連結
子会社の以下の資産グループにおいて減損損失を計上し
ております。

85,374
6,647

減損損失用途

土地

建物及び構築物

当連結会計年度 前連結会計年度

自　平成17年10月1日 自　平成16年10月1日
至　平成18年9月30日 至　平成17年9月30日

※1. 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の額 ※1. 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の額
27,513 千円 23,618 千円

※2. ※2.
259,070 237,619
163,850 154,419
685,422 645,603

23,788
24,150

119,219
110,972

※3. ※3.

5,225

91

5,317

226 170

7,938 4,523

4,854 1,623

13,019 6,318
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（ 平成17年10月1日 ～ 平成18年9月30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

発行済株式

普通株式

自己株式

普通株式

2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

23,962

23,962

76.47

76.47

4,000

-

-

-

-

新株予約権の目的となる株式の数（株）

１株当たり
配当額（円）

基準日

平成18年9月30日

効力発生日

平成18年12月25日

配当の源資

利益剰余金

962

962

1.25

1.25

効力発生日

－ －

平成18年12月22日
定時株主総会

普通株式 95,542

23,000

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

配当金の総額
（千円）

決議 株式の種類

合計

合計

23,000

75.22

75.22

株式の種類

－

新株予約権の内訳

普通株式

決議

平成17年12月22日
定時株主総会

基準日
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

（注）

（注）平成18年12月22日開催予定の定時株主総会において議案として付議する予定であります。

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権は、権利行使可能なものであります。

平成17年9月30日 平成17年12月26日68,774 3,000

－

第1回無担保転換社債型
新株予約権付社債

普通株式

－

提出会社
（親会社）

連結子会社 －－

区分

合計

2,990－

－ －－

前連結
会計年度末

当連結会計
年度増加

－

（注）発行済株式の普通株式の増加数 962 株は、新株予約権の行使によるものであります。

自己株式の普通株式の増加数 1.25 株は、端数株式の買取によるものであります。

－

当連結会計
年度末残高
（百万円）

－

当連結会計
年度減少

当連結
会計年度末

664 2,326
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び預金勘定 千円 現金及び預金勘定 千円

有価証券勘定 有価証券勘定

計 計

現金及び現金同等物 現金及び現金同等物

千円

（追加情報）

当連結会計年度 前連結会計年度

自　平成16年10月1日
至　平成18年9月30日 至　平成17年9月30日

2,402,091

2,402,091

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

当連結会計年度

2,392,073

10,017

1.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

2.新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

新株予約権の行使による資本剰余金増加額 99,913

199,826
新株予約権の行使による新株予約権付
社債減少額

前連結会計年度

811,576

811,576

（法人事業税における外形標準課税制度の導入）
｢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日以降開始する事業
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り扱い｣(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)に基づき、法人事業税の
うち付加価値割及び資本割9,083千円につきましては、販売費
及び一般管理費に計上しております。

至　平成18年9月30日 至　平成17年9月30日
自　平成17年10月1日 自　平成16年10月1日

自　平成17年10月1日

99,913新株予約権の行使による資本金増加額

801,565

10,010
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４．リ－ス取引関係

 リ－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・リース取引に係る注記
当連結会計年度（平成17年10月1日～平成18年9月30日）
（借手側）

①.リ－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

千円 千円 千円 千円

取得価額相当額 20,580 4,575 400,863 426,018 
減価償却累計額相当額 18,864 991 256,238 276,094 

期末残高相当額 1,715 3,583 144,625 149,923 

②.未経過リ－ス料期末残高相当額 千円

１年以内 82,613 
１年超 71,489 
合計 154,102 

③.支払リ－ス料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 千円

支払リ－ス料 88,030 
減価償却費相当額 84,233 
支払利息相当額 5,029 

④.減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

利息相当額の算定方法

前連結会計年度（平成16年10月1日～平成17年9月30日）
（借手側）

①.リ－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

千円 千円 千円 千円

取得価額相当額 20,580 4,575 397,456 422,611 
減価償却累計額相当額 15,434 76 180,582 196,093 

期末残高相当額 5,145 4,498 216,874 226,517 

②.未経過リ－ス料期末残高相当額 千円

１年以内 82,839 
１年超 146,794 
合計 229,633 

③.支払リ－ス料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 千円

支払リ－ス料 91,849 
減価償却費相当額 85,652 
支払利息相当額 7,086 

④.減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

利息相当額の算定方法

リ－ス料総額とリ－ス物件の取得価額相当額の差額を利息相当

額とし、当期への配分方法については利息法によっておりま
す。

リ－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。

リ－ス料総額とリ－ス物件の取得価額相当額の差額を利息相当

額とし、当期への配分方法については利息法によっておりま
す。

無形固定資産
(ソフトウエア)

その他
(工具器具
及び備品)

機械装置
及び運搬具

無形固定資産
(ソフトウエア) 合計

リ－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。

合計
機械装置
及び運搬具

その他
(工具器具
及び備品)

24



５．セグメント情報

(1)事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（平成17年10月1日～平成18年9月30日）

2,560,396           6,672,692           1,410,827           10,643,916      -                           10,643,916         

933,447              -                         448,873              1,382,321        △ 1,382,321       -                         

3,493,844           6,672,692           1,859,701           12,026,237      △ 1,382,321       10,643,916         

3,528,626           5,667,468           2,022,332           11,218,427      △ 1,546,128       9,672,299           

△ 34,782           1,005,223           △ 162,631         807,809           163,806               971,616              

5,667,032           4,693,012           1,490,492           11,850,537      △ 1,523,079       10,327,458         

94,594                170,612              14,476                279,682           3,182                   282,865              

211,233              164,270              207,178              582,683           6,994                   589,677              

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

　　　　　(1)各事業区分の方法 内部利益管理上採用している区分によっております。

　　　　　(2)各事業区分の主要な事業内容
バルブ製造事業　 各種産業用高温高圧バルブ、バルブ検査・診断機器等の製造・販売

バルブメンテナンス事業　 バルブの修理、保守、改造請負

その他の事業　 鋳鋼製品及び粉末冶金による弱電・自動車部品等の製造・販売

　　　２．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。

前連結会計年度（平成16年10月1日～平成17年9月30日）

2,204,254           6,100,728           1,200,983           9,505,966        -                           9,505,966           

1,104,145           -                         437,290              1,541,436        △ 1,541,436       -                         

3,308,400           6,100,728           1,638,273           11,047,402      △ 1,541,436       9,505,966           

3,419,789           5,342,573           1,697,985           10,460,348      △ 1,714,491       8,745,857           

△ 111,389         758,154              △ 59,711           587,054           173,055               760,109              

5,408,836           4,592,041           1,992,838           11,993,717      △ 2,628,292       9,365,424           

74,349                162,409              56,060                292,819           4,425                   297,244              

81,838                258,873              27,139                367,852           22,000                 389,852              

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

　　　　　(1)各事業区分の方法 内部利益管理上採用している区分によっております。

　　　　　(2)各事業区分の主要な事業内容
バルブ製造事業　 各種産業用高温高圧バルブ、バルブ検査・診断機器等の製造・販売

バルブメンテナンス事業　 バルブの修理、保守、改造請負

その他の事業　 鋳鋼製品及び粉末冶金による弱電・自動車部品等の製造・販売

　　　２．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。

(2)所在地別セグメント情報
当連結会計年度（平成17年10月1日～平成18年9月30日）

前連結会計年度（平成16年10月1日～平成17年9月30日）

(3)海外売上高
当連結会計年度（平成17年10月1日～平成18年9月30日）

　　　　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。

前連結会計年度（平成16年10月1日～平成17年9月30日）

　　　　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

　　　　　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を越えているため、
　　　　所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

　　減価償却費

消去又は
全社

連結
 科  目

Ⅰ．売上高及び営業損益

　　営業費用

　　資本的支出

　　営業利益（又は営業損失）

　　資産

セグメント　　 バルブ
製造事業

バルブメンテ
ナンス事業

その他の
事業

計

　　売上高

 (1)外部顧客に対する売上高

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高

計

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高

計

　　営業費用

　　営業利益（又は営業損失）

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

　　資産

　　減価償却費

　　資本的支出

その他の
事業

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

（単位：千円）

（単位：千円）

　　　　　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を越えているため、
　　　　所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

計
消去又は
全社

連結
 科  目

セグメント　　 バルブ
製造事業

バルブメンテ
ナンス事業
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６．有価証券関係

当連結会計年度（平成18年9月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

３．時価のない主な有価証券の内容 （単位：千円）

非上場株式（店頭売買株式を除く）

MMF

前連結会計年度（平成17年9月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

３．時価のない主な有価証券の内容 （単位：千円）

非上場株式（店頭売買株式を除く）

MMF
合　　　計 12,510

その他有価証券

2,500

10,010

連結貸借対照表計上額

337,348                  628,403                  

売　　却　　額 売却益の合計 売却損の合計

26,128 13,502 2

291,054                  

(3)その他 -                             -                             -                             

96,132                    

合　　　　計

△ 6,485                 

96,132                    △ 6,485                 

(2)債券 -                             -                             -                             

30,071                    3,857                      

小  計 234,730                  532,271                  297,540                  

502,200                  293,683                  

(2)債券 -                             -                             -                             

種　　　類 取得原価
連結貸借対照表
計上額

合　　　計

2,620

-                             

3,932                      

338,435                  合　　　　計

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(2)債券

小  計

10,017

(3)その他

小  計

(1)株式

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(2)債券

640,229                  

307,198                  

-                             

27,304                    

334,503                  

-                             

31,861                    

△ 449                    

643,712                  

3,483                      

-                             

△ 449                    

305,277                  

-                             

3,483                      

差額

-                             

4,556                      

(3)その他

301,169                  

-                             

-                             

305,726                  

3,932                      

-                             

連結貸借対照表
計上額

取得原価種　　　類

(1)株式 608,367                  

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

小  計 102,617                  

(1)株式 208,517                  

(3)その他 26,213                    

(1)株式 102,617                  

売却損の合計

-

差額

12,637

その他有価証券

連結貸借対照表計上額

売　　却　　額

399,032

売却益の合計

77
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７．デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

８．退職給付関係

千円 千円

（注）１．退職給付債務の算定には簡便法を採用しております。

　　　２．確定拠出年金（中小企業退職共済制度）への拠出額には重要性がありませんので記載を省略しております。

千円 千円

③　過去勤務債務の処理額

当連結会計年度
（平成18年9月30日）

前連結会計年度
（平成17年9月30日）

10年 10年

②　年金資産

当連結会計年度
（平成18年9月30日）

前連結会計年度
（平成17年9月30日）

当連結会計年度
自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

前連結会計年度
自　平成16年10月1日
至　平成17年9月30日

△ 1,522,321

1,026,779

△ 495,541

３．退職給付費用に関する事項

226,137

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び主要な連結子会社は、在外連結子会社及び国内連結子会社１社を除き、確定給付の制度として、退職金規定に基づく社内積立
の退職一時金制度を採用しているほか、当社及び一部の連結子会社におきましては適格退職年金制度を併用しており、国内連結子会社1
社におきましては確定拠出の制度として中小企業退職共済制度に加入しております。

２．退職給付債務に関する事項

821,423

△ 627,827

△ 1,716,785

267,534

△ 1,449,251

⑤　退職給付引当金（③＋④）

③　未積立退職給付債務（①＋②）

④　会計基準変更時差異の未処理額

①　退職給付債務

①　勤務費用

会計基準変更時差異の処理年数

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

②　会計基準変更時差異の費用処理額

④　退職給付費用（①＋②＋③）

163,580

205,355

368,936

149,526

205,355

- -

354,882

△ 1,748,459
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９．税効果会計関係

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

未払賞与 未払賞与

貸倒引当金 貸倒引当金

退職給付引当金 退職給付引当金

役員退職慰労引当金 役員退職慰労引当金

投資有価証券 投資有価証券

ゴルフ会員権 ゴルフ会員権

有形固定資産 繰越欠損金

たな卸資産 連結仕訳に係る税効果額

繰越欠損金 その他

その他 繰延税金資産小計

繰延税金資産小計 評価性引当金

評価性引当金 繰延税金資産合計

繰延税金資産合計

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金

その他 繰延税金負債合計

繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額

繰延税金資産の純額

流動資産 - 繰延税金資産 流動資産 - 繰延税金資産
固定資産 - 繰延税金資産 固定資産 - 繰延税金資産
固定負債 - 繰延税金負債 固定負債 - 繰延税金負債

法定実効税率 % 法定実効税率 %
（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 % 交際費等永久に損金に算入されない項目 %
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目

住民税均等割 住民税均等割

税額控除 税額控除

評価性引当金の増減 評価性引当金の増減

税率変更差異 その他

適用税率差異 税効果会計適用後の法人税等の負担率 %
その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率 %

70.1
△ 1.8

40.6

1.8
△ 0.2

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間
に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目
別の内訳

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間
に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目
別の内訳

△ 54.8

△ 134.8

3.0
30.3

△ 11.8

81,066

△ 5,373
△ 133,165

434,121

147,873

△ 100.5

17.9

千円

567,285

平成18年9月30日の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。

千円

△ 127,793

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 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

千円

54,130

77,026
19,353

169,818
33,259
25,356

91,783

50,363
194,159
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△ 81,485

48,215
53,816

671,365
△ 491,916

△ 118,438

179,449

当連結会計年度
（平成18年9月30日）

前連結会計年度
（平成17年9月30日）

△ 3.8

千円

375,017
237,620

37,175
129,100

36,058

1,524,250

0.7

61,010

千円

142,466

千円

平成17年9月30日の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。

61,010
△ 118,438

414,375

33.5
△ 30.7
△ 40.5

△ 956,965

348,332
62,083

434,121

40.6

67,926
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１０．１株当たり情報

１株当たり純資産額 円 32 銭 １株当たり純資産額 円 80 銭

１株当たり当期純利益 円 08 銭 １株当たり当期純利益 円 42 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 30 銭

(1) １株当たり当期純利益 連結損益計算書上の当期純利益 千円

連結損益計算書上の当期純利益 千円 普通株式に帰属しない金額 千円

普通株式に帰属しない金額 千円 （うち利益処分による役員賞与金 千円）

普通株式に係る当期純利益 千円 普通株式に係る当期純利益 千円

普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数

期中平均発行済株式数 株 期中平均発行済株式数 株

期中平均自己株式数 株 期中平均自己株式数 株

期中平均株式数 株 期中平均株式数 株

(2) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額 千円

普通株式増加数 株

うち新株予約権 株

１１．重要な後発事象

連結会計年度末日以降に完了した企業結合

(1)

①

②

③

④

⑤

希薄化効果を有しないため潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めな
かった普通株式の概要

23,000.00

長期に亘り業績が低迷し財政状態も悪化の一途にあった株
式会社高田製鋼所に対しては、従来より直接の親会社である
東亜バルブ株式会社が全面的な支援体制をもって再建にあ
たってきましたが、当期において適用した固定資産の減損に
係る会計基準により債務超過は大幅に拡大するとともに、そ
の状況は今後到底解消し得ないものと想定されることから、
従業員への心理的影響、対外的取引関係等への影響に配慮
し、会社分割に事業を東亜バルブ株式会社に吸収させること
を決定したものであります。

吸収分割の期日 平成18年10月1日

△ 76.00
22,931.0323,072.00

1,277.00

当連結会計年度 前連結会計年度

自　平成17年10月1日 自　平成16年10月1日
至　平成18年9月30日 至　平成17年9月30日

512,449

12,280
12,280

1,277.00

△ 68.97
23,148.00

-

223,197

22,347

222,559

2,608

前連結会計年度

自　平成16年10月1日
至　平成17年9月30日

当連結会計年度

自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

前連結会計年度
（平成17年9月30日）

東亜バルブ株式会社

株式会社高田製鋼所

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
ないため記載しておりません。

2,471

60,173
524,729

-
60,173

－

東亜バルブ株式会社

事業の内容結合当事企業

当連結会計年度
（平成18年9月30日）

目的

注：１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は下記のとおりです。

結合当事企業又は対象となった事業の名称及び事業の内容、
企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む
取引の概要

結合当事企業又は対象となった事業の名称及び事業の内容

企業結合の法的形式

結合後企業の名称

　バルブ製造事業

　鋳鋼、焼結金属部品製造

吸収分割
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兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号
㈱トウアバルブグループ本社

お問合わせ先　取締役総務統括部長　松尾　修　（06-6416-1184）
１．連結損益の状況 金額単位：百万円（単位未満切り捨て）

①前年同期比

２．セグメント別の状況

①損益 ※セグメント間の内部取引を含む

売 上 高

営 業 利 益

売 上 高

営 業 利 益

売 上 高

営 業 利 益

②（外部）受注残高 ※セグメント間の内部取引を含まず

③（外部）受注高 ※セグメント間の内部取引を含まず

３．連結の財政状況 （※営＝営業活動によるCF、投＝投資活動によるCF、財＝財務活動によるCF）

４．次期連結通期業績の見通し等(※配当予想を含む）

①業績・配当

②今期の戦略

以上

1株あたり年間配当金(円) -

530

売 上 高 5,500

590
経 常 利 益

前期

当 期 純 利 益

現金・現金同等物残高 2,402 811

区　　分
上期
予想

通期
予想

10,900
営 業 利 益

財務活動による CF 516

%

当期 前期

【概要】
増減

506 117

増減

3,642
1,656

388

5,694メ ン テ 7,148
バ ル ブ 3,276

1,137

前期末
残高

△ 102

3,308

758
1,638
△ 59

76
571
247

前期 増減

△ 46460

760

221

764
476

2,877
1,180

524
217745

1,859
△ 162

△ 111
6,100

211

3,493 185
増減前期当期

バ ル ブ

メ ン テ

そ の 他

△ 34
6,672
1,005

その他

当期末
残高

区　　分

10,643

区　　分

平成18年11月22日

12.0
27.8
29.1

%
%
%

【概要】

平成18年度連結業績の概要

・バルブ製品売上が5億円強増加。特に北電/泊3向け
売上が寄与。
・メンテナンス売上も原子力を中心に好調。
・減損9億強を計上するも、子会社再編による税効果
会計適用もあって最終黒字化。

区　　分 【概要】当期

△ 88.5

売 上 高

営 業 利 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

合 計 5,805

投資活動による CF △ 334

区　　分

3,324

そ の 他

区　　分 当期

メンテ

バルブ

【概要】

△ 616

-4,000

257
79971

△ 234
△ 155

4,000

まずは赤字子会社の再編に着手。経営資源の最適配分で高収益企業への脱皮を図る。

【概要】

増減

1,000
550 1,050

37
670730

10,643

963

【概要】

△ 179
MSCBにより設備資金他を確保。グループキャッシュマネージメン

トシステム(G-CMS)導入で資金効率向上。手持資金増加・外部借入圧
縮。
（営）減損の調整で実質的に増益による増加。売上債権増加も解消。
（投）鋳鋼製造子会社でプロセス変更の設備投資実施。

1,640

1,590
1,132

記者発表資料

1,358

12,002 10,218

4,446

1,528 1,247

971
963

9,505

国内PWRはひと段落。さらに新規プラントの受注狙う。

中国

キーワード

世界的な原子力再評価

受注活動継続。

60

①バルブ製品他好調で、バルブ部門はさらに増収の予測
②メンテは安定収益を維持
③子会社再編で赤字子会社の抜本的対策に着手
④安定配当を基本方針とし当期と同額予想

当期
実績

バルブ：

メンテ：

・増収。特に原子力向けバルブ製品好調。火力向けバルブ、
部品などは横ばい。営業利益も改善。黒字化まであと一歩。

・原子力の売上は九州地区を除き増加。中国地区で火力貢
献。顧客密着型＆提案型営業の成果実る。

・原子力の受注残は、北電/泊3、中国電/島根3、電源開発/
大間向けなど。泊3は来期も引き続き納品のピークが続く。
・島根原子力向けはこれから本格化。
・大口火力案件も多い。新名古屋、磯子など。
・プラントメーカーとのバルブ供給包括契約を締結。

メンテ：

その他： ・年度を通じフル操業ながら、設備更新で一ヶ月休業。これ
が響き、増収ながらも減益。新設備好調。来期再編統合。

バルブ：

・原発定期検査関係中心。
・原発定期検査間隔の関係で期により受注残に波有り。売上
はほぼ安定的。

収益管理手法の確立と収益改革プロジェクトで得たノウ・ハウの定着を図る。

・来年上半期の仕事は確保。他社製バルブ、建機などが増加。その他：

源流管理

グループ再編

合 計

営業活動による CF 1,405

原油高、供給不安、温室効果ガス削減などで世界的な原発見直し気運大。プラントメーカーの動きを注視。

国内原子力向拡販

(News Release)  6466 ㈱トウアバルブグループ本社



記者発表用参考資料①

当連結会計年度（平成17年10月1日～平成18年9月30日）
期

科目 金額 金額 金額 金額

売 上 高 2,132        100% 3,023        100% 2,542        100% 2,946        100%

営 業 利 益 129           6% 377           12% 332           13% 131           4%

経 常 利 益 128           6% 372           12% 333           13% 128           4%

四 半 期 純 利 益  △ 825 263           9% 138           5% 484           16%

総 資 産 8,442        8,930        10,166      10,327      

純 資 産 4,280        51% 4,557        51% 4,638        46% 5,315        51%

（注）純資産項目の割合は自己資本比率

前連結会計年度（平成16年10月1日～平成17年9月30日）
期

科目 金額 金額 金額 金額

売 上 高 1,854        100% 2,880        100% 2,061        100% 2,709        100%

営 業 利 益 128           7% 222           8% 89             4% 320           12%

経 常 利 益 124           7% 213           7% 92             4% 315           12%

四 半 期 純 利 益 16             1% 213           7% 87             4% 207           8%

総 資 産 8,383        8,434        8,712        9,365        

純 資 産 4,507        54% 4,732        56% 4,827        55% 5,129        55%

（注）純資産項目の割合は自己資本比率

増減

期

科目 金額 金額 金額 金額

売 上 高 278           15% 142           5% 480           23% 236           9%

営 業 利 益 1               1% 155           70% 243           273%  △ 188 -59%

経 常 利 益 4               3% 159           75% 240           262%  △ 186 -59%

四 半 期 純 利 益  △ 841 50             23% 50             59% 276           134%

総 資 産 59             496           1,454        962           

純 資 産  △ 226  △ 175  △ 188 186           

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第４四半期

第４四半期

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第４四半期

割合 割合

第1四半期 第2四半期 第3四半期

増減率 増減率 増減率 増減率

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

四半期毎の連結業績等の推移

割合

割合 割合 割合 割合

割合

News Release 補足①  6466 ㈱トウアバルブグループ本社



記者発表用参考資料②

（最近５連結会計年度の推移）

期　　

科目等

売上高 9,403 8,906 8,512 9,505 10,643

営業利益 270 492 △ 36 760 971

経常利益 157 433 △ 74 745 963

当期純利益 71 368 △ 116 524 60

純資産 4,362 4,745 4,567 5,129 5,315

総資産 9,604 9,384 8,828 9,365 10,327

１株当たり純資産（円） 189,714 205,635 198,137 223,197 222,559

１株当たり当期純損益（円） 3,098 15,264 △ 5,636 22,347 2,608

自己資本比率（％） 45.4 50.6 51.7 54.8 51.5

自己資本利益率（％） 1.6 8.1 △ 2.5 10.2 1.2

営業活動によるＣＦ 459 1,112 383 △ 234 1,405

投資活動によるＣＦ △ 92 99 △ 280 △ 155 △ 334

財務活動によるＣＦ △ 608 △ 882 397 △ 616 516

現金及び現金同等物の期末残高 1,782 2,110 1,816 811 2,402

従業員数（名） 356 357 335 364 366

　バルブ製造 3,011 2,847 2,706 3,308 3,493

　バルブメンテナンス 5,985 5,879 5,913 6,100 6,672

　その他 1,275 1,226 1,468 1,638 1,859

　バルブ製造 △ 436 △ 388 △ 608 △ 111 △ 34

　バルブメンテナンス 757 1,112 782 758 1,005

　その他 △ 67 △ 219 △ 126 △ 59 △ 162

（注） 単位未満は切り捨てて表示しております。

※セグメント別の数値には当社グループ内でのセグメント間取引を含みます。

H17.10から
H18.9まで

3期 4期 5期 6期

単位：百万円

営
業
利
益

主要な連結経営指標等の推移

売
上
高

セ
グ
メ
ン
ト
別
（

※
）

7期
（当期）

H13.10から
H14.9まで

H14.10から
H15.9まで

H15.10から
H16.9まで

H16.10から
H17.9まで
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