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１. 19年3月中間期の連結業績（平成18年10月1日 ～ 平成19年3月31日）

(1)連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

% % % %

円 銭 円 銭

(参考) 持分法投資損益 19年3月中間期 － 百万円 18年3月中間期 － 百万円 18年9月期 － 百万円

(2)連結財政状態

円 銭

(参考) 自己資本 19年3月中間期 百万円 18年3月中間期 百万円 18年9月期 百万円

(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

２. 配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭

３. 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）

％ ％ ％ ％ 円 銭

98
百万円 百万円 百万円 百万円

－ 28,685

00

（％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり
当期純利益

－ 2,000 00 4,000

18年9月期 － 4,000 00
19年9月期 2,000 00 －

△ 177 △ 67 699
18年9月期 1,405 △ 334 516 2,402

18年3月中間期 130
19年3月中間期 31 △ 330 △ 412

6,270 4,557 5,315

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

10,765 6,270 58.4 249,211
8,930 4,557 51.0 198,808

百万円 百万円 ％

24,502 53
15

純資産 自己資本比率

－ －

2,471 30

645

－ 963 － 60
501

平成19年9月期　中間決算短信

売上高 営業利益 経常利益

百万円百万円

6466

中間（当期）純利益

百万円 百万円

19年3月中間期 －

18年9月期

4,979 △ 3.4 499 △ 1.4 510 1.8

19年3月中間期

1,689

18年3月中間期

19年3月中間期

  １株当たり
中間（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

5,155 22.3

18年9月期
18年3月中間期

△ 24,528

総資産

2,608 08

10,327

18年9月期
18年3月中間期

507 44.7 △ 562
10,643 － 971

26,483 26

4,000 00

－

－

１株当たり純資産

46
43

51.5 222,559 325,315

1,050

19年9月期（予想）

1株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

（百万円未満切捨て）

8.1通　　期 10,900 2.4 1,000 3.8 730

48.5

(財)財務会計基準機構会

1



４. その他

(1)期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無

(2)中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間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記載されるもの）

　①会計基準等の改正に伴う変更 無

　②①以外の変更 有

　(注) 詳細は、21ページ「中間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」をご覧ください。

(3)発行済株式数（普通株式）
　①期末発行済株式数（自己株式を含む）

19年3月中間期　25,159.79 株 18年3月中間期　22,924.13 株 18年9月期　23,885.53 株

　②期末自己株式数 19年3月中間期　       78.21 株 18年3月中間期　       75.87 株 18年9月期　       76.47 株
　(注)１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」を
　  　ご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１. 19年3月中間期の個別業績（平成18年10月1日 ～ 平成19年3月31日）
(1)個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

% % % %

円 銭

(2)個別財政状態

円 銭

(参考) 自己資本 19年3月中間期 百万円 18年3月中間期 百万円 18年9月期 百万円

２. 19年9月期の個別業績予想（平成18年10月1日  ～  平成19年9月30日）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

41

中間（当期）純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 営業利益 経常利益

19年3月中間期 78 △ 14.2 74
78 56.6

△ 1.9 110 7.1 102

－ 154

31.3

18年3月中間期 91 126.9 76 119.2 103 93.4

－

  １株当たり
中間（当期）純利益

－ 206 － 19318年9月期 173

19年3月中間期 4,207 97
18年3月中間期 3,407 09

18年9月期 8,380 49

総資産 純資産

百万円 百万円 ％

自己資本比率 １株当たり純資産

90204,705
4,529 62.3
5,150 66.219年3月中間期 7,783

18年3月中間期 7,267

5,150 4,529 4,844
18年9月期 7,969 4,844 60.8

  売上高 営業利益 経常利益

通　　期 143 △ 17.3

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績
は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付
資料8ページを参照願います。
・１株当たり当期純利益は、本年4月末日までに転換社債型新株予約権付社債の転換が全て終了しており
ますので、それによる増加株式数を考慮し算定した予想期中平均株式数25,447.97株に基づき算出しており
ます。

134 △ 13.0 184 △ 10.7

197,566
202,803

167 △ 13.5 6,562

（％表示は対前期増減率）

当期純利益
1株当たり
当期純利益

32
94
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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。国内のうち1社は清算会社。）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。
具体的な事業内容は、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であります。

※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
社に全事業を承継したため、同社の行っていた鋳鋼製造事業はバルブ製造事業に、同じく焼結金属製造事業はその
他事業に含めて記載しております。また同社は、会社分割後は事業を行っておらず、平成19年2月28日をもって解
散を決議し現在清算会社でありますので、上図への記載を省略しております。

連結子会社
東亜バルブ㈱

連結子会社
トウアサービス㈱

株式会社トウアバルブグループ本社
（純粋持株会社）

バルブメンテナンス事業バルブ製造事業

その他の事業

得意先　国内・海外プラントメーカー、エンドユ－ザ－

子会社の
支配・管理

連結子会社
東亜エンジニアリング㈱

トウアバルブ
グループ

内部取引

販売ルート

凡例

製
品

製品・工事

連結国外子会社
トウアバルブオーバーシーズ

Pte.Ltd

製品

製
品

・
工
事

工事
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２．経営方針

6270

(1)経営の基本方針
当社グループは、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。

また当社グループの事業は、バルブ製造事業におきましてもバルブメンテナンス事業におきましても、高い技術を持

つ地域の協力工場や厳しい工期と過酷な環境でメンテナンス作業に協力をいただける外注技術者など多くの関係取引先

の方々のご支援があってこそ成立つものであり、今後も関係取引先との共存共栄を目指した強い信頼・協力関係を構築

してまいります。

当社グループは、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4社（清算会社を除く）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的政策とし、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。

京都議定書発効以降、地球規模での温暖化防止対策への関心・議論は世界的な広がりを見せ、わが国におきましても

昨年8月、原子力立国計画が発表され、原子力産業の国際展開を全面的に支援していく体制が鮮明なものになるなど、
これからはまさに官民あげて原子力政策が推進されて行くものと考えられます。

また、海外での事例や最新知見により、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に位置付けら

れるとともにより安全な運転に寄与するものとして、今後、設備保守方法が従来の時間監視保全から状態監視保全へと

変更されていくことがほぼ確実な状況となってまいりました。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。

これからも当社グループの全役員・従業員は、トウアバルブグループの旗のもと一致団結し、技術の研鑚、新製品の

開発、品質の維持・向上などにより、さらなるブランド価値、ブランド力の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)目標とする経営指標
当社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例えば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、工場操業の平準化と最適要員配置を重要な決

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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(6)グループの対処すべき課題

①バルブ製造事業部門

（源流管理の強化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数種に分類されますが、これらのほぼ全数が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。

お客様の要求仕様は多岐にわたり、これら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はありま

すが、逆にこのことが生産効率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、お客様との受注折衝段階から生産工程を意識した管理を行う、つまり源流の管理を徹底することで工場稼

働率維持・平準化、品質の確保、納期短縮を実現し、それによって収益力を強化していくための管理手法確立に常に取

り組んでおります。

これは永遠に続くP・D・C・Aのサイクルであるため、その施策・課題は広範囲にわたり、例えば製品設計の見直しや

内外作政策立案といった極めて大きなことから、製造作業工程の手順見直しといった細かなことまで、全社全部門の全

工程において常に意識し初心を忘れることなく取り組んでおります。

（海外案件の受注拡大）

ここ数年、原油価格高騰、エネルギー安定供給確保、地球温暖化防止の観点などから、火力発電の効率を向上させる

コンバインドサイクル発電（ガスタービンと蒸気タービンによる高効率複合発電）の導入や原子力発電の見直しが活発

化しております。

こういった動きは経済発展途上にあってエネルギーの大量消費国である中国、インドはもちろんのこと、過去の政策

転換で原子力発電に消極的であった欧米においても然りで、これらは当社にとっても非常に魅力的なマーケットとして

注視しているところです。

そのような中、昨年11月に日立製作所とGEが原子力事業の新会社設立に関する基本合意を発表、今年3月には三菱重工

業のUS-APWR（米国型加圧水型原子炉）設備が米国テキサス州の新規プラント（170万kw×2基）に採用が決定するな

ど、わが国の原子力プラントメーカーの海外進出は、米国における新たなビジネスチャンスを期待させるものであり、

当社グループもプラントメーカーへの積極的なアプローチを行ってまいります。

また、多くの原子力発電所建設計画を抱える中国ですが、現在のところ、火力発電所での高温高圧用安全弁やドレン

弁の受注に成功しており、これを足がかりとして今後さらに領域を拡大し、受注活動を展開してまいります。

（利益拡大のための受注戦略）

バルブ製造とバルブメンテナンスの関係は当然ながらに極めて強いものがあり、バルブ製品の受注判断に際して、将

来のバルブメンテナンスでの利益獲得を睨んでその決断をすることはままあります。

前期に締結した、プラントメーカーとのバルブ包括供給契約によるバルブ製造工場のベースロード（基本操業度）確

保と、ここ数年の受注改善により、バルブ製造工場はほぼフル操業が続く現在、当面の課題は、従来の工場の生産平準

化による固定費回収の最大化から、将来（メンテナンス）の期待利益までを含めた、より採算性の優れた案件を選別し

受注していくかが非常に重要な課題となってまいりました。

しかしながら、生産能力、材料供給能力や時間（納期）的な問題・限界から、必ずしも当社グル－プが意図した受注

戦略が実現できているとは言えず、また、電力業界に糧を得る企業としての社会性を損なうことなく、あくまでも自己

に課した社会的責任を果たした上で、利益を最大化していくかが重大な課題と考えております。

（コストの低減）

当社グループのバルブ製品は、一品一品をお客様の仕様に従い労働集約的に生産いたしますため、性能・品質・耐久

性で高い評価をいただいておりますが、コスト面ではまだまだ改善の余地を多く残すものと考えております。

これまでの受注低迷期には、｢作る物｣より｢作り方｣に重点をおいてコスト・ダウン施策を実施してまいりましたが、

その状況も一変した現在、今一度本道に立ち返り、図面、材質など基本からの見直しを図ることで、コストダウンに繋

げる活動を進めております。
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（技術の伝承）

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、再雇用制度を設ける

とともに、子会社を通じ、経験豊かなOB社員の活用を積極的に行っております。

当社グループの生産する高温高圧用バルブは、水道用などの汎用弁とは異なり、流体温度はプラス600℃、圧力は最大

33MPaにも達するような、超高温・高圧環境で使用されるため、その構造・製造法も非常に特殊なものとなっておりま

す。

そのため、加工技術ひとつをとってしても匠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・経験と

加工技術の上に成立っており、これらの技術伝承無くしては製造を継続し得ないものとなっております。

（新製品の開発）

当社グループのここ数年の研究開発投資は極めて低いレベルで推移しており、これではメーカーとして必ずしも十分な

投資を行っているとは言えません。

確かに、バルブ自体はすでに成熟製品の一面があるとともに、基本的にはエンドユーザーでの製品認定が必要であるな

どの制約もありますが、プラントが年々進化する現在、それに併せた製品及びその周辺機器の高付加価値・高機能化研究

などは重大な課題であると認識しております。

　今後はさらに、製品の改良・新製品の開発を実現するための積極的な将来投資を行ってまいります。

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）

当社グループにおきましては、バルブメンテナンス事業は安定収益部門としてグループの基盤を支える事業と位置付け

ております。

当社グループのバルブメンテナンスは、高度なバルブ製造技術に裏打ちされた技術力と対応力に、高い評価をいただい

ており、バルブ製造技術をバルブメンテンスの現場に活かすことで、常にバルブメンテナンス技術の維持・開発・改良に

努めております。

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どこもメンテナンスに注力しており、限られた市場を巡

り益々競争は激化しております。

このような状況下の昨今、原子力発電所の設備稼働率向上のために、原子力発電所の検査方法について、従来の13ヶ月

以内の運転停止状態での一斉検査体制（時間監視保全）から、状態監視保全を積極的に取り入れ、連続運転期間を最大

24ヶ月以内とする方法に変更されることがほぼ確実となってまいりました。

当社グループといたしましても、早期に情報を収集し、新しい検査体制に素早く対応できるよう、常にメンテナンス技

術の開発・改善に励み、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考えております。

また同時に、バルブ診断装置などを用いた予防保守工事の提案により、市場そのものの拡大を図るなど、新しい高付加

価値型サービスの拡充にも取り組んでまいります。

（バルブ製造事業との綿密な協力体制）

当然のことではありますが、バルブを納品すればバルブメンテナンスの需要が発生し、バルブメンテナンスが受注でき

ればそこに取替え部品などの需要が生まれ、ビジネスのサイクルが形成されます。したがって、バルブ製造事業とバルブ

メンテナンス事業の営業・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

拠点に営業担当を配置し、顧客のニーズをタイムリーにつかむと同時に、それに対する提案を素早く実施していくことで

新規需要の掘り起こしを行い、収益力強化を実現してまいりました。今後もこの体制をさらに強化し、受注拡大、収益拡

大を目指してまいります。
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３．経営成績及び財政状態
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（1）経営成績

(当中間連結会計期間の概況)
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、今冬の暖冬を原因として販売電力量合

計は前年同期比割れとなったものの、経済の伸びを反映するとされる産業用需要の大口電力については堅調な伸びとなっ

ております。

しかし一方では、続発する電力会社のコンプライアンス上の問題に対し、経済産業大臣が昨年11月、電力各社に問題の
有無の調査・再点検とその報告を求めるなど、電力業界への信頼が著しく低下するような事態も発生いたしました。

当社グループにおきましては、好調な景気の伸びを背景とした電力設備投資の増加に期待をかけるものの、経済の空洞

化が景気の回復と電力需要の伸びの相関を弱くしていると電気事業連合会が分析しているように、電力需要から見た設備

計画の拡大については必ずしも楽観的な状況にないのかもしれません。さらに、温室効果ガス削減問題、電力自由化によ

る競争激化、省エネ意識の高まりによる電力需要の頭打ちなどの要因も加わり、中でも今春以降の電力小売完全自由化の

議論を控え、その動向と影響にも強く関心を抱くところであります。

このような環境のもと、当中間連結会計期間におきましては、バルブ包括供給契約をベースとした安定した受注環境を

背景に、バルブ・鋳鋼の両生産工場において年間生産能力のほぼ全量の受注を確保した状態で年度を開始し、この恵まれ

た機会を最大減に活かして獲得利益の最大化を図るための各種施策を実施してまいりました。

また、当連結会計年度の期初日である昨年10月1日をもって、連結子会社であった株式会社高田製鋼所の事業を、同じ
く連結子会社の東亜バルブ株式会社に吸収分割により継承させる事業再編を実施いたしました。これに伴ない分割会社の

株式会社高田製鋼所の工場を東亜バルブ株式会社高田製鋼所と改称し新たなスタートを切りました。

財務面におきましては、昨年4月に発行した転換社債型新株予約権付社債（MSCB）で資金が手厚くなっている状態に
加え、業績の回復に伴ない手元流動性が向上いたしましたので、余剰資金をもって外部からの借入金を返済し支払利息の

削減を行うなどいたしました。

これらを背景に、新規受注のための積極的な営業活動と、コストダウンを強く意識した事業展開を図ってまいりました

が、生産材料の納入遅延や、客先都合による納期の変更などにより一部のバルブ製品、バルブメンテナンス工事の売上が

下半期にずれ込むこととなり、売上高は計画の55億円を下回る49億79百万円（前年同期比3.4％減）となりました。
損益面につきましては、この売上の減少により、営業利益が当初計画の5億50百万円に対し4億99万円（前年同期比

1.4％減）、経常利益が同5億3千万円に対し5億10百万円（前年同期比1.8％増）でともに計画を下回る結果となりました。
このうち、経常利益の減少幅が営業利益に比し小さくなっているのは、保険金収入と有利子負債の圧縮に伴ない金利が減

少したことによるものであります。

これに特別損益、法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額を加減した中間純利益は6億45百万円（前年同期は5億62
百万円の赤字）となりました。

（事業部門別の状況）

セグメント別の当中間連結会計期間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。

なお昨年10月1日をもって、株式会社高田製鋼所の全事業を東亜バルブ株式会社に吸収分割により継承する事業再編を
実施しております。これに伴ない当中間連結会計期間より、従来、その他事業としておりました鋳鋼製造事業をバルブ製

造事業に含めるセグメント事業区分の内容の変更を実施し、前中間連結会計期間についても変更後の基準をもって集計し

22ページに記載しております。また、この事業再編の概要につきましては、26ページに｢企業結合等関係｣として注記を記
載しております。

①バルブ製造事業部門

本事業部門は、主にバルブ製品、バルブ用取替部品、バルブ保守用機器、当中間連結会計期間よりその他事業から変更

された鋳鋼製品などで構成されております。

当中間連結会計期間におきましても、これまでに引き続き積極的な営業活動を展開してまいりました結果、関西電力堺

港火力発電所をはじめとした大型の新規プラント案件受注に成功しております。

売上につきましては、バルブ製品及び取替部品では、泊原子力発電所3号機向け、大飯原子力発電所1号機向けのほか、
国内海外火力発電所向けを計上いたしました。

バルブメンテナンス機器関係では、安全弁の保守点検の合理化に絶大な効果を発揮するMS-SPEED（主蒸気安全弁吹出
圧力測定装置）の売上を計上しております。

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は23億41百万円（前期比7.7％増。前年同期を変更後で計算したものとの
対比。以下同じ。）で増収となりましたが、損益面では依然、黒字化にまでは至らず、営業損益は97百万円の赤字（前年
同期は1億35百万円の赤字）となりました。
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②バルブメンテナンス事業部門

当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ます。

当事業部門はその70％以上を原子力発電所向けのバルブメンテナンスで占め、これが主な収益源となっておりますが、
昨今、電力自由化による競争原理の導入で、ここ数年来、発電コストの低減施策を強化しており、これらは発電プラント

の保守コストについても例外ではなく、当社グループのバルブメンテナンス事業も極めて厳しい営業政策を強いられてお

ります。

このような環境の下ではありますが、当中間連結会計期間においては、従来より受注しております原子力発電所の定期

点検工事の受注・売上に加え、シール性改善のためのガスケットのグラフォイル化改造工事や弁座交換工事などの高付加

価値案件の売上が増加いたしました。

これらの改造・修理工事は従来、バルブを配管より切り離しバルブ製造工場に引取って実施していたものですが、専用

の機械を開発することで配管に据え付けられた状態での施工が可能となり、工期短縮、費用軽減に寄与するものとしてお

客様より高い評価をいただいております。

こういった、バルブメーカーのメンテナンス部門にしか出来ない極めて質の高い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い新規の受注に繋げる活動を行ってまいりました結果、一部の原子力発電所定期

検査工事に下期への繰延べがあったものの、売上高は31億7百万円（前年同期比3.6％減）を計上することができました。
損益面では、綿密な施工管理に基づいた効率的な外注作業者の効率的配置などによる直接原価の削減に努めるととも

に、工事案件の増加を背景に採算性を重視した選別受注を実施した結果、営業利益は6億30百万円（前年同期比10.5％

増）で前年同期に比し増加いたしました。

　

③その他の事業部門

当中間連結会計期間より、従来はその他の事業としておりました鋳鋼製造事業をバルブ製造事業部門に移しましたの

で、当事業部門は、焼結金属製品（弱電・自動車・機械用部品等）の製造が主な事業となっております。

焼結金属部品は、鉄粉を金型でプレス成型し高温炉で焼き固めて製造する金属部品で、複雑な形状の製品を高精度に製

造することが可能で、その用途は自動車、家電など多岐にわたります。

事業は小規模ながら、経常的に収益を計上しており、これを主なものとし、当期の売上高は1億55百万円、営業利益は1
百万円となっております。

(通期の見通し)
下半期につきましては、バルブ製造事業は概ね生産量を確保しており、バルブメンテナンス事業におきましても原子力

発電所の定期検査案件の構成に大きな変更は無いものと想定しております。

また、当中間連結会計期間末に発生した下期への売上ズレ分が実現する反面、バルブ製造事業部門では若干の生産工程

の遅れも発生しております。しかしこれについては下半期で概ね挽回できるものと考えておりますので、通期の業績の予

想に関しましては、既に公表済みの、売上高109億円、経常利益10億円、当期純利益7億3千万円に変更はございません。

株主配当につきましては、既にご案内のとおり、当期より中間配当を実施することとしておりますので、当中間期に１

株当たり2,000円の中間配当を平成19年6月22日効力発生日として実施いたします。これに加え、期末に同じく2,000円を予

想しておりますので年間の配当合計は4,000円となり、現在の配当予想に修正ございません。
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(注) 株主資本比率：株主資本／総資産
時価ベース株主資本比率：（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19年
3月中間期

51.5 58.4

53.7 90.2

1.5 46.2

51.0

80.3

12.8

54.8

77.1

- 

平成18年
3月中間期

平成17年
9月期

平成17年
3月中間期

※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。

- 

56.1

59.8

- 

- 

※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。

インタレスト・カバ
レッジ・レシオ

9.0 3.651.5

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

※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。

（２）財政状態

(キャッシュ・フローの状況)

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは、合計で7億12百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は1億12百万円の
キャッシュ・アウト）となりました。

ここ数年の傾向は、連結業績の回復に伴ない利益を計上する反面、生産量の増加に伴なうたな卸資産の増加や、売上

の増加に伴なう売上債権の増加により、営業活動によるキャッシュ・フローは大きく変動している状況です。

当中間連結会計期間は、売上が順調に推移したため利益を計上することができましたが、下半期の売上計画品の生産

増加などにより仕掛品を中心としたたな卸資産が大幅に増加したため、営業活動によるキャッシュ・フローは僅かのプ

ラスとなり、設備投資の増加により投資活動によるキャッシュ・フローはマイナス、有利子負債圧縮により財務活動に

よるキャッシュ・フローはマイナスとなっており、全体的には適切な資金の流れになっていると考えております。

これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は16億89百万円（前年同期比141.7％増）で、前年
同期に比し増加いたしました。この詳細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

税金等調整前中間純利益5億30百万円を計上いたしましたが、下期売上計画分の生産量増加と上期売上予定品の下期

へのズレ込みなどによりたな卸資産が7億33百万円増加したため、合計では31百万円のキャッシュ・イン（前年同期比

76.0%減）となりました。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

バルブ製造工場及び鋳鋼製品製造工場の設備の老朽化が進んでおり、生産維持のための予防保全を目的とした更新投

資の実施及び前期設備投資実施分の手形決済などにより、3億30百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は1億77百万円

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

前事業年度の株主総会決議による株主配当金支出のほか、借入金の約定弁済と、別途、短期借入金の圧縮を行った結

果、4億12百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は67百万円のキャッシュ・アウト）となりました。

　当中間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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４．中間連結財務諸表

（単位：千円）

期  　　別

構成比 構成比 構成比

( 資 　産　 の　 部 ) % % %
流　動　資　産 7,102,079 66.0 6,072,435 68.0 7,135,324 69.1
現金及び預金 1,679,326 689,067 2,392,073
受取手形及び売掛金 *3 2,680,228 3,357,427 2,765,948
有価証券 10,031 10,011 10,017
たな卸資産 2,496,106 1,837,057 1,762,258
その他 236,386 178,872 205,025

固　定　資　産 3,663,391 34.0 2,858,487 32.0 3,192,133 30.9
有 形 固 定 資 産 *1*2 1,786,964 16.6 1,605,659 18.0 1,734,601 16.8
建物及び構築物 505,034 443,158 457,856
機械装置及び運搬具 783,839 450,572 773,844
土地 304,367 435,079 324,367
その他 193,723 276,848 178,532
無 形 固 定 資 産 359,305 3.3 425,734 4.8 402,117 3.9
投資その他の資産 1,517,121 14.1 827,093 9.2 1,055,415 10.2
投資有価証券 822,535 748,566 646,332
その他 722,728 114,448 436,677
貸倒引当金 △ 28,142 △ 35,920 △ 27,595

資     産    合    計 10,765,471 100.0 8,930,923 100.0 10,327,458 100.0
( 負　 債　 の　 部 )

流　動　負　債 3,074,314 28.6 3,567,625 40.0 3,492,008 33.8
支払手形及び買掛金 *3 1,354,756 1,038,585 1,114,607
短期借入金 *4 849,500 1,591,218 1,327,600
未払費用 284,908 264,372 268,823
その他 *3 585,148 673,449 780,977

固　定　負　債 1,421,049 13.2 805,787 9.0 1,519,502 14.7
新株予約権付社債 400,000 -                          700,000
長期借入金 *4 200,000 83,500 37,700
退職給付引当金 668,243 549,889 627,827
役員退職慰労引当金 90,720 83,950 90,460
その他 62,085 88,448 63,514

負    債    合    計 4,495,363 41.8 4,373,412 49.0 5,011,510 48.5
( 純　資　産　の　部 )

株　主　資　本 5,983,531 55.6 5,134,455 49.7
資本金 1,539,774 1,389,913
資本剰余金 1,823,801 1,673,939
利益剰余金 2,634,008 2,084,203
自己株式 △ 14,052 △ 13,600

評価・換算差額等 286,576 2.6 181,491 1.8
その他有価証券評価差額金 283,145 177,484
為替換算調整勘定 3,430 4,007
純　資　産　合　計 6,270,107 58.2 5,315,947 51.5
負 債 ・ 純資産 合 計 10,765,471 100.0 10,327,458 100.0

( 資　 本　 の　 部 )
資本金 1,290,000 14.5
資本剰余金 1,574,026 17.6
利益剰余金 1,461,740 16.4
その他有価証券評価差額金 242,439 2.7
為替換算調整勘定 2,756 0.0
自己株式 △ 13,452 △ 0.2

資    本    合    計 4,557,510 51.0
負 債 ・ 資 本 合 計 8,930,923 100.0

（1）中 間 連 結 貸 借 対 照 表

科         目 金         額

前中間連結会計期間末
平成18年3月31日 現在

当中間連結会計期間末
平成19年3月31日 現在

金         額

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
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 百分比

％ ％ ％

売上高 100.0 100.0 100.0
売上原価 70.7 70.4 71.9
売上総利益 29.3 29.6 28.1

販売費及び一般管理費 *1 19.3 19.8 19.0
営業利益 10.0 9.8 9.1 

営業外収益

受取利息 583 128 389
受取配当金 3,898 3,140 9,568
雑収入 22,431 0.5 10,434 0.3 21,720 0.3
営業外費用

支払利息 9,652 14,833 26,944
雑損失 7,072 0.3 4,751 0.4 13,134 0.4
経常利益 10.2 9.7 9.0 

特別利益

投資有価証券売却益 114                3                    3                    
前期損益修正益 41,300           4,117             4,117             
役員退職慰労引当金戻入額 2,280             -                     -                     
貸倒引当金戻入額 47                  0.9 5                    0.1 3,531             0.1
特別損失

減損損失 *3 -                     921,325         921,325         
固定資産処分損 *2 23,550           6,370             18,658           
投資有価証券評価損 -                     0.5 860                18.0 880                8.8

税金等調整前中間(当期)純利益
　               又は中間純損失(△) 10.6 △ 8.2 0.3

法人税、住民税及び事業税 274,994 177,886 352,305
法人税等調整額 △ 390,039    △ 2.3 △ 38,795      2.7 △ 382,473    △ 0.3

中間(当期)純利益又は
　　　             中間純損失(△) 12.9 △ 10.9 0.6 

501,231 

4,126              

510,111 

43,742            

16,725 

23,550 

530,303          

928,555

1,527,426
1,020,313

499,923 507,112 

26,913 

3,521,591 
1,457,849 

957,926 

3,628,209

前中間連結会計期間
自　平成17年10月1日
至　平成18年3月31日

5,155,635

当中間連結会計期間
自　平成18年10月1日
至　平成19年3月31日

金         額 金         額

4,979,441 

（2）中 間 連 結 損 益 計 算 書

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

金         額

10,643,916
7,656,289
2,987,626
2,016,009

31,678

971,616 

13,704

△ 423,197

19,585 40,078
963,216 

940,863

30,005 

7,653

139,091△ 115,044  

△ 562,288

△ 30,167       

60,173 645,347          
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（3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

期       別

科         目

（資本剰余金の部）

資本剰余金期首残高

資本剰余金中間期末残高

（利益剰余金の部）

利益剰余金期首残高

利益剰余金減少高

配当金

役員賞与

中間純損失

利益剰余金中間期末残高

前中間連結会計期間
自　平成17年10月1日
至　平成18年3月31日

1,574,026
1,574,026

12,280
643,343

1,461,740

68,774

562,288 

2,105,083

中 間 連 結 剰 余 金 計 算 書

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

新株の発行
（新株予約権の行使）

149,861 149,861 - - 299,723

剰余金の配当 - - △ 95,542 - △ 95,542

中間純利益 - - 645,347 - 645,347

自己株式の取得 - - - △ 452 △ 452

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)

- - - - -

149,861 149,861 549,805 △ 452 849,076

1,539,774 1,823,801 2,634,008 △ 14,052 5,983,531

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

新株の発行
（新株予約権の行使）

- - - 299,723

剰余金の配当 - - - △ 95,542

中間純利益 - - - 645,347

自己株式の取得 - - - △ 452

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)

105,660 △ 576 105,084 105,084

105,660 △ 576 105,084 954,160

283,145 3,430 286,576 6,270,107

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18年10月1日～至平成19年3月31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18年9月30日　残高

中間連結会計期間中の変動額

中間連結会計期間中の変動額合計

平成19年3月31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18年9月30日　残高

中間連結会計期間中の変動額

中間連結会計期間中の変動額合計

平成19年3月31日　残高
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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

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

連結会計年度中の変動額合計

 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18年9月30日　残高

平成17年9月30日　残高

連結会計年度中の変動額

評価･換算差額等

 純資産合計

連結会計年度中の変動額合計

平成18年9月30日　残高

平成17年9月30日　残高

連結会計年度中の変動額

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
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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
税金等調整前中間(当期)純利益(△損失) 530,303 △ 423,197 30,005
減価償却費 185,950 131,639 282,865
貸倒引当金の増加額(△減少額) 547 103 △ 23,971
未払賞与の増加額 16,971 17,297 28,025
役員賞与引当金の増加額（△減少額） △ 20,860 -                                     20,860
退職給付引当金の増加額 40,415 54,347 132,285
役員退職慰労引当金の増加額 260 2,660 9,170
受取利息及び受取配当金 △ 4,481 △ 3,269 △ 9,957
支払利息 9,652 14,833 26,944
投資有価証券売却益 △ 114 △ 3 △ 3
固定資産処分損 23,550 6,370 18,658
減損損失 -                                     921,325 921,325
前期損益修正益 △ 41,300 -                                     -                                     
投資有価証券評価損 -                                     860 880
社債発行費 -                                     -                                     5,939
売上債権の減少額（△増加額） 85,719 △ 271,321 320,085
たな卸資産の増加額 △ 733,848 △ 151,536 △ 76,737
仕入債務の増加額 240,149 4,558 80,580
未払消費税等の減少額 △ 30,737 △ 38,078 △ 30,407
役員賞与の支払額 -                                     △ 12,280 △ 12,280
その他 △ 7,627 52,715 △ 30,667

小計 294,550 307,024 1,693,601
利息及び配当金の受取額 4,496 3,269 9,957
利息の支払額 △ 8,722 △ 14,478 △ 27,265
法人税等の支払額 △ 258,956 △ 165,235 △ 270,902

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,367 130,579 1,405,390

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △ 235 △ 860 △ 1,091
投資有価証券の売却による収入 134 7 7
ゴルフ会員権の売却による収入 47 -                                     7,404
有形固定資産の取得による支出 △ 276,475 △ 93,871 △ 343,443
有形固定資産の売却による収入 3,804 -                                     107,573
無形固定資産の取得による支出 △ 47,446 △ 84,972 △ 110,223
短期貸付金の純減少額(△純増加額) 218 △ 475 △ 589
長期貸付による支出 △ 13,200 △ 400 △ 700
長期貸付金の回収による収入 2,786 2,717 6,277
その他 60 -                                     110

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 330,305 △ 177,854 △ 334,674

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) △ 350,000 230,000 50,000
長期借入による収入 200,000 -                                     -                                     
長期借入金の返済による支出 △ 165,800 △ 229,398 △ 358,816
新株予約権付社債の発行による収入 -                                     -                                     894,060
自己株式の取得による支出 △ 452 △ 207 △ 355
配当金の支払額 △ 95,919 △ 67,702 △ 68,011
その他 △ 576 △ 120 △ 534

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 412,747 △ 67,428 516,342

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1,048 2,206 3,456

Ⅴ  現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △ 712,733 △ 112,497 1,590,515

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 2,402,091 811,576 811,576

Ⅶ  現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,689,357 699,078 2,402,091

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー

計算書
自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

（4）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17年10月1日
至　平成18年3月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年10月1日
至　平成19年3月31日
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中間連結財務諸表作成のための基本となる事項

(1)連結子会社の数 (1)連結子会社の数 同　左 (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 (2)連結子会社の名称
東亜バルブ株式会社 同　左 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 (3)非連結子会社の名称

該当ありません。 同　左 同　左

　該当事項はありません。 同　左 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 ①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

 時価のあるもの  時価のあるもの  時価のあるもの

　 　

　　 　　

 時価のないもの  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 　移動平均法による原価法 　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 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 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 a.有形固定資産
同　左

28～41年 28～41年
5～12年 5～12年

b.無形固定資産 b.無形固定資産 b.無形固定資産
同　左 同　左

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金

同　左 同　左

②退職給付引当金 ②退職給付引当金 ②退職給付引当金

同　左

中間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)

国内連結子会社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。

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

決算日の市場価格等に基づく時価法(評
価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)

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。

前連結会計年度

自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

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。

(3)
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。

従業員の退職給付に備えるため当中間
連結会計期間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(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。

重要な引当金の
計上基準

(2) 重要な減価償却
資産の減価償却
の方法

国内連結子会社は定率法によってお
り、在外連結子会社1社は定額法によって
おります。
ただし、国内連結子会社は、平成10年4

月1日以降に取得した建物（建物附属設備
を除く）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。

定額法によっております。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。

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

連結子会社の中間決算日は、いずれも3月
31日であり、中間連結財務諸表提出会社と一
致しております。

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

中間決算日の市場価格等に基づく時価
法(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定)

２. 持分法の適用に関
する事項

３. 連結子会社の中間
決算日等に関する
事項

１. 連結の範囲に関す
る事項

5 社

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間

自　平成18年10月1日 自　平成17年10月1日
至　平成19年3月31日 至　平成18年3月31日
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③役員退職慰労引当金 ③役員退職慰労引当金 ③役員退職慰労引当金

同　左

④役員賞与引当金

同　左 同　左

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 ①消費税等の会計処理
   同　左 同　左

②連結納税制度の適用 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

取締役及び監査役に対する賞与の支給
に充てるため、支給見込み額に基づき計
上しております。

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
く中間連結会計期間末要支給見積額を計
上しております。

外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の
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、中間連結決算日の
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。

前連結会計年度

自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

外貨建金銭債権債務は、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
純資産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。

5. 連結キャッシュ・
フロー計算書にお
ける資金の範囲

中間連結キャッシュ・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。

(6) 重要なヘッジ
会計の方法

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。

その他の連結
財務諸表作成
のための重要
な事項

(7)
消費税等の会計処理は、税抜き方式に

よっております。

　連結納税制度を適用しております。

(4) 外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の
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、中間連結決算日の
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
算差額は純資産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。

(5) 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。

重要なリース
取引の処理方
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

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。

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間

自　平成18年10月1日 自　平成17年10月1日
至　平成19年3月31日 至　平成18年3月31日
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

千円 千円 千円

担保に供している資産 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] 千円 千円 [担保提供資産] 千円 千円 [担保提供資産] 千円 千円

建物及び構築物 建物及び構築物 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 機械装置及び運搬具

土地 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) その他(工具器具及び備品)
計 計 計

[対応債務] 千円 千円 [対応債務] 千円 千円 [対応債務] 千円 千円

短期借入金 短期借入金 短期借入金

長期借入金 長期借入金 長期借入金

計 計 計

その他（設備支払手形）･ その他（設備支払手形）･

差引額 差引額 差引額

（中間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 販売手数料 千円

役員報酬 役員報酬 役員報酬

給与及び諸手当 給与及び諸手当 給与及び諸手当

役員退職慰労引当金繰入額 役員退職慰労引当金繰入額 役員賞与引当金繰入額

退職給付費用 退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入額

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 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) (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 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 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) その他(工具器具及び備品)
計 千円 計 千円 計 千円

(有形固定資産の売却によるもの) (有形固定資産の売却によるもの)
土地 千円 土地 千円

その他(工具器具及び備品)
計 千円

(無形固定資産の売却によるもの)
ソフトウェア 千円

千円 千円

千円 千円

当中間連結会計期間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、当中間連結会計期間の末日は金融機関の休日で
あったため、次の当中間連結会計期間末日満期手形が
当中間連結会計期間末残高に含まれております。

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。

※3.

322

20,860

※3. 当中間連結会計期間末日満期手形

受取手形 178,018

千円

5,225
91

5,317

16,195

2,350,000

6,225,955

(3,702)

-                   
-                   

※2.

有形固定資産の減価償却累計額

286,015

-                   
285,970

3,702

291,260

-                   

156,181 (156,181)
(291,260)

116,395

-                     (451,596)
(451) 428

6,317,445有形固定資産の減価償却累計額 6,225,465

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。

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。

※2.

有形固定資産の減価償却累計額

特定融資枠契約の総額

当中間連結会計期間末 前中間連結会計期間末

平成19年3月31日現在 平成18年3月31日現在

※1. ※1.

※2.

564,289

(1,139,600)

581,098 (581,098)

37,700
927,600

(200,000) (83,500)
1,076,118

83,500
(1,056,100)

576,117

※4. 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
く当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次の
とおりであります。

451

213,500

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。

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。

1,159,618786,000 (772,500)

572,500

当中間連結会計期間末実行残高

1,000,000

至　平成18年3月31日
自　平成17年10月1日
前中間連結会計期間

※1.

13,019

23,788
119,219

12,370
57,799

123,500
82,685

340,897

113

前連結会計年度末

平成18年9月30日現在

※1.

※4. 当社は、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特
定融資枠契約の総額及び借入未実行残高は次のと
おりであります。

-                     
-                     

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。

-                     

259,070
163,850
685,422

1,180,000

965,300

※1.

前連結会計年度

自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

特定融資枠契約の総額 2,350,000 千円
当連結会計年度末実行残高

※2. ※2.

484

4,854
5,021
1,234

※2.

226
7,938

※3. 当中間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。

場所 用途 種類 減損損失

6,370

1,126
5,743
7,354       

1,170,000
特定融資枠契約の総額 2,750,000 千円
当中間連結会計期間末実行残高 820,000 1,350,000

(572,500)

411

14,400
56,427

至　平成19年3月31日

131,984
92,940

※1.

301,017

(411)

1,942

千円

自　平成18年10月1日

277,279 (277,279)
299,704 (299,704)

当社は、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中間連結会計期間末
の特定融資枠契約の総額及び借入未実行残高は次
のとおりであります。

3,702 (3,702)

※3. 連結会計年度末日満期手形

受取手形

支払手形

千円64,335
67,525

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。

神戸市
西区

三重県
伊賀市

支払手形 85,705         
12,180         

1,930,000

当中間連結会計期間

※4.

場所 用途 種類 減損損失

神戸市
西区

遊休
土地 54,347
建物及び構築物 19,256

501,542
機械装置及び運搬具 85,374
工具器具及び備品 6,647

501,542
機械装置及び運搬具

※3. ※3. 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。

三重県
伊賀市

生産
設備

土地 254,156
建物及び構築物

遊休
土地 54,347
建物及び構築物 19,256

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。

85,374
工具器具及び備品 6,647

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。

（注）

生産
設備

土地 254,156
建物及び構築物
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（ 平成18年10月1日 ～ 平成19年3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

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中間連結会計期間末後となるもの

前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末
株式数（株）

25,238

25,238

78.21

78.21

2,000

-

-

-

-

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19年3月31日

効力発生日

平成19年6月25日

配当の原資

利益剰余金

1,276

1,276

1.74

1.74

効力発生日

－ －

決議 株式の種類

合計

合計

新株予約権の内訳

－

（注）

50,319

23,962

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

配当金の総額
（千円）

23,962

76.47

76.47

株式の種類

－合計

4,000普通株式

決議

平成18年12月22日
定時株主総会

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

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18年9月30日 平成18年12月23日

基準日

平成19年5月14日
取締役会決議

普通株式

95,542

－

提出会社
（親会社）

連結子会社

第1回無担保転換社債型
新株予約権付社債

－2,326

－ －－

普通株式

－

当連結会計
年度末残高
（百万円）

－997 1,329

－－ －

当中間連結
会計期間増加

（注）発行済株式の普通株式の増加数 1,276 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 1.74 株は、端株の買取によるものであります。

区分
前連結
会計年度末

当中間連結
会計年度減少

当中間連結
会計期間末
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前連結会計年度（ 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

（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、端株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

区分

合計

2,990－

－ －－

前連結
会計年度末

当連結会計
年度増加

－

提出会社
（親会社）

連結子会社 －－ －

第1回無担保転換社債型
新株予約権付社債

普通株式

－

（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）

23,000

75.22

75.22

株式の種類

－

新株予約権の内訳

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

平成18年12月25日

配当の原資

利益剰余金

962

962

1.25

1.25

効力発生日

－ －

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

23,962

23,962

76.47

76.47

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）
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（中間連結キャッシュ・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 現金及び預金勘定 千円

有価証券勘定 有価証券勘定 有価証券勘定

計 計 計

現金及び現金同等物 現金及び現金同等物 現金及び現金同等物

新株予約権の行使による資本金増加額 千円 新株予約権の行使による資本金増加額 千円

（中間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）

2.新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

699,078 2,402,091

至　平成19年3月31日 至　平成18年3月31日 至　平成18年9月30日

前連結会計年度

自　平成18年10月1日 自　平成17年10月1日 自　平成17年10月1日

149,861

149,861

新株予約権の行使による新株予約権
付社債減少額

299,723

新株予約権の行使による資本剰余金増加
額

10,017

至　平成19年3月31日 至　平成18年3月31日

10,011

至　平成18年9月30日

2,392,073

1,689,357

1,679,326 689,067

1,689,357 699,078
10,031

2,402,091

2.新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
99,913

新株予約権の行使による資本剰余金増加
額

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間 前連結会計年度

1.現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残高と中間
連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残高と中
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

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

自　平成17年10月1日自　平成18年10月1日 自　平成17年10月1日

（有形固定資産の減価償却方法の変更）
平成18年10月1日付をもって実施した吸収分割を用い
た連結子会社の事業再編により、株式会社高田製鋼所
の全事業（鋳鋼製造事業ほか）を東亜バルブ株式会社
に承継させたことに伴い、当中間連結会計期間より、
同社の有形固定資産の減価償却方法を定額法から承継
会社の定率法に変更いたしました。
この変更につきましては、分割会社である株式会社

高田製鋼所の事業が、継承会社である東亜バルブ株式
会社の主要部品を製造する子会社として重要な役割を
担っており、同社のバルブ製造事業における主要材料
の供給体制が強固となるなど生産設備の鋳物からバル
ブ生産との連携強化も含め、継承会社の採用する定率
法に変更したものであります。
この結果、従来の方法と比較して減価償却費は

15,395千円増加し、営業利益、経常利益並びに税金等
調整前中間純利益がそれぞれ15,395千円減少しており
ます。
なお、セグメント情報に与える影響は（セグメント

情報）に記載しております。

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

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）
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。

（固定資産の減損に係る会計基準）
当中間連結会計期間より、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｣(企業会計審議
会適用指針第6号 平成15年3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20,406千円増

加し、税金等調整前中間純利益は900,918千円減少して
おります。
なお、減損損失累計額については、改正後の中間連

結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除し
ております。

（固定資産の減損に係る会計基準）
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。

（役員賞与に関する会計基準）
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。
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（セグメント情報）

(1)事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（平成18年10月1日～平成19年3月31日）

（単位：千円）

1,719,093           3,107,493           152,853              4,979,441           -                          4,979,441           
622,526              28                       2,837                  625,391              △ 625,391         -                          

2,341,620           3,107,521           155,690              5,604,832           △ 625,391         4,979,441           
2,438,808           2,476,938           154,264              5,070,012           △ 590,494         4,479,517           
△ 97,187           630,582              1,425                  534,820              △ 34,897           499,923              

（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、鋳鋼製品の製造・販売他

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　 焼結製品の製造・販売他

　　　2.会計処理基準等の変更
　　　　　(減価償却方法の変更）

　　　　

　　　3.事業区分の内容の変更

前中間連結会計期間（平成17年10月1日～平成18年3月31日）

（単位：千円）

1,785,480           3,223,074           147,080              5,155,635           -                          5,155,635           
388,728              -                          2,987                  391,716              △ 391,716         -                          

2,174,208           3,223,074           150,068              5,547,351           △ 391,716         5,155,635           
2,309,710           2,652,515           151,838              5,114,065           △ 465,542         4,648,523           
△ 135,501         570,559              △ 1,770             433,286              73,825                507,112              

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

3,660,923           6,672,692           310,300              10,643,916         -                          10,643,916         
941,141              -                          5,157                  946,299              △ 946,299         -                          

4,602,065           6,672,692           315,458              11,590,215         △ 946,299         10,643,916         
4,800,181           5,667,468           316,946              10,786,894         △ 1,112,297      9,672,299           
△ 198,116         1,005,223           △ 1,488             803,320              165,997              971,616              

消去又は
全社

　　売上高

バルブメンテ
ナンス事業

その他の
事業

計

 (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

　　営業費用

　　営業利益（又は営業損失）

セグメント　　

　　売上高

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より当社は有形固定資産の減価
償却の方法を定額法から定率法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に比べて「バルブ製造事業」の営業利益は
15,395千円少なく計上されております。

セグメント　　
連結 科  目

Ⅰ．売上高及び営業損益

バルブ
製造事業

その他の
事業

計
消去又は
全社

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

　　営業利益（又は営業損失）

　　営業費用

　　営業利益（又は営業損失）

セグメント　　 バルブ
製造事業

 (1)外部顧客に対する売上高

連結 科  目
Ⅰ．売上高及び営業損益

平成18年10月1日をもって実施した吸収分割を用いた子会社の事業再編により、株式会社高田製鋼所の全事業（鋳鋼製造事業
ほか）を東亜バルブ株式会社に承継させたことに伴い、従来「その他の事業」に含めておりました当該製鋼事業を当中間連結会
計期間より「バルブ製造事業」へ含めて表示する方法に変更しております。なお、前中間連結会計期間および前連結会計年度の
事業の種類別セグメント情報を、変更後の内容により集計すると次のとおりとなります。

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高
計

　　営業費用

消去又は
全社

連結 科  目
Ⅰ．売上高及び営業損益

バルブ
製造事業

バルブメンテ
ナンス事業
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前中間連結会計期間（平成17年10月1日～平成18年3月31日）

（単位：千円）

1,148,424           3,223,074           784,136              5,155,635           -                          5,155,635           
384,288              -                          180,231              564,520              △ 564,520         -                          

1,532,712           3,223,074           964,368              5,720,156           △ 564,520         5,155,635           
1,650,548           2,652,515           984,746              5,287,810           △ 639,287         4,648,523           
△ 117,835         570,559              △ 20,377           432,346              74,766                507,112              

（注）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　 鋳鋼製品の製造・販売他

前連結会計年度（平成17年10月1日～平成18年9月30日）

（単位：千円）

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              

（注）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　 鋳鋼製品の製造・販売他

計

　　営業費用

　　営業利益（又は営業損失）

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
 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高

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

その他の
事業

計

　　営業費用

計
消去又は
全社

　　営業利益（又は営業損失）

 (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

バルブメンテ
ナンス事業 科  目

Ⅰ．売上高及び営業損益

　　売上高

セグメント　　 バルブ
製造事業

消去又は
全社

連結
その他の
事業

計
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(2)所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（平成18年10月1日～平成19年3月31日）

前中間連結会計期間（平成17年10月1日～平成18年3月31日）

前連結会計年度（平成17年10月1日～平成18年9月30日）

(3)海外売上高

当中間連結会計期間（平成18年10月1日～平成19年3月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満で重要性がないため記載を省略しております。

前中間連結会計期間（平成17年10月1日～平成18年3月31日）

333,717 205,012 538,730
5,155,635

6.4% 3.9% 10.4%

（注） 1.国又は地域は地理的近接度により区分しております。

2.各区分に属する国又は地域の主要な内訳は次の通りであります。

（1） アジア
（2） その他の地域

3.海外売上高は連結子会社の本邦以外の国叉は地域における売上高であります。

前連結会計年度（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％未満で重要性がないため記載を省略しております。

（リ－ス取引関係）

　半期報告書により開示を行うため記載を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

　半期報告書により開示を行うため記載を省略しております。

 連結売上高に占める海外売上高の割合

中国、香港、タイ、台湾、韓国、マレーシア、シンガポール

アメリカ、オーストラリア、ブラジル、メキシコ

その他の地域 計

 海外売上高(千円)

 連結売上高(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合計の合計額に占める日本の割合がいずれも90％を超えているため、
記載を省略しております。

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合計の合計額に占める日本の割合がいずれも90％を超えているため、
記載を省略しております。

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合計の合計額に占める日本の割合がいずれも90％を超えているため、
記載を省略しております。

アジア
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（有価証券関係）

当中間連結会計期間（平成19年3月31日現在）
１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

2．時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：千円）

非上場株式

MMF

前中間連結会計期間（平成18年3月31日現在）
１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

2．時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：千円）

非上場株式

MMF

前連結会計年度（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．時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：千円）

非上場株式

MMF

2.当中間連結会計期間において、時価評価されない非上場株式について860千円の減損処理を行っております。

476,408 
-                                 

5,322                          
338,184 819,915 481,731 

311,109                      
-                                 

27,074                        

787,518                      
-                                 

32,397                        

(注) 株式等の減損処理にあたっては、当該期間末日の時価（時価のないものについては実質価額）が個々の銘柄別に取得原価の30%以
上下落している銘柄について下記の基準によって判定しております。

中間連結貸借対照表計上額

2,620
10,031

合　　　　計

株式等の減損処理にあたっては、当該期間末日の時価が個々の銘柄別に取得原価の30%以上下落している銘柄について下記の基準
によって判定しております。

(注)

(注) 1.株式等の減損処理にあたっては、当該期間末日の時価（時価のないものについては実質価額）が個々の銘柄別に取得原価の30%
以上下落している銘柄について下記の基準によって判定しております。

(1)　期末日の時価の下落率が取得原価の30%以上かつ50%未満の範囲で下落している場合
期末日より2期以上に亘り継続した場合には減損処理を行う。

(2)　期末日の時価（時価のないものについては実質価額）の下落率が取得原価の50%以上下落している場合
原則として減損処理を実施する。ただし、1年以内に時価がほぼ取得原価まで回復すると合理的な根拠をもって立証できる
場合は減損処理を行わない。

合　　　計 12,637

(3)その他
(2)債券

原則として減損処理を実施する。ただし、1年以内に時価がほぼ取得原価まで回復すると合理的な根拠をもって立証できる
場合は減損処理を行わない。

(2)　期末日の時価（時価のないものについては実質価額）の下落率が取得原価の50%以上下落している場合

(1)　期末日の時価の下落率が取得原価の30%以上かつ50%未満の範囲で下落している場合
期末日より2期以上に亘り継続した場合には減損処理を行う。

合　　　計 12,651

種　　　類

種　　　類 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額

(1)株式

(2)債券
(3)その他

-                                 
27,304                        

取得原価種　　　類

(1)株式

(3)その他

311,130                      

取得原価 連結貸借対照表計上額

(1)株式 311,130                      611,850                      

-                                 
27,074                        

338,204
32,719                        

746,926

中間連結貸借対照表計上額 差額

(2)債券

合　　　　計 408,721 
5,644                          

714,207                      
-                                 

403,076 
-                                 

中間連結貸借対照表計上額

1,640

合　　　計 11,651
10,011

差額

原則として減損処理を実施する。ただし、1年以内に時価がほぼ取得原価まで回復すると合理的な根拠をもって立証できる
場合は減損処理を行わない。

(1)　期末日の時価の下落率が取得原価の30%以上かつ50%未満の範囲で下落している場合

(2)　期末日の時価の下落率が取得原価の50%以上下落している場合
期末日より2期以上に亘り継続した場合には減損処理を行う。

338,435 643,712

-                                 
4,556                          

305,277 

300,720 

10,017

合　　　　計

連結貸借対照表計上額

2,620

-                                 
31,861                        
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（企業結合等関係）

（1）結合企業の名称及びその事業の内容

①結合企業

　　名称　　 東亜バルブ株式会社

　　事業の内容　　バルブ製造事業

②被結合企業

　　名称　　 株式会社高田製鋼所

　　事業の内容　　製鋼、焼結金属部品製造

（2）企業結合の法的形式及び結合後企業の名称

（3）会社分割の目的

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間

1.結合企業の名称及びその事業の内容、企業結合の
法的形式並びに取引の目的を含む取引の概要

至　平成19年3月31日

本吸収分割は、「企業結合に係る会計基準」
（企業会計審議会平成15年10月31日）及び「企
業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す
る適用指針」（企業会計基準適用指針第10号平
成17年12月27日）に基づき、共通支配下の取引
として会計処理を行っております。

株式会社高田製鋼所を分割会社とし、東亜バ
ルブ株式会社を承継会社とする吸収分割方式で
あり、結合後企業の名称は、東亜バルブ株式会
社となっております。

至　平成18年3月31日 至　平成18年9月30日

前連結会計年度

自　平成18年10月1日 自　平成17年10月1日 自　平成17年10月1日

連結子会社である東亜バルブ株式会社は、平成
18年10月1日で同社の子会社である株式会社高田製
鋼所を会社分割(吸収分割）により承継しておりま
す。

分割会社である株式会社高田製鋼所は、承継
会社の東亜バルブ株式会社の主要事業であり且
つ当社企業グループの主力製品である、高温高
圧弁の主要部品を製造する子会社として重要な
役割を担っております。
同社は、東亜バルブ株式会社が経営権を取得

した昭和60年当時から継続して債務超過状態に
あり、同社の再建は常に当社企業グループの重
要課題となってきました。これまでにいくつか
の施策を実行し、平成14年には債権放棄と債務
の資本組入れを組み合わせることで、一旦は債
務超過の解消を果たしますが、その翌年には業
績の低迷により再び債務超過状態となり、今年
度の固定資産の減損に係る会計基準の適用によ
りその額はさらに拡大し、ここに至っては抜本
的な施策をもって対処せざるを得ない状況であ
ると判断するに至りました。
今回の会社分割により、株式会社高田製鋼所

の各種鋳造品製造事業他を東亜バルブ株式会社
の一事業部門とすることで安定した材料供給体
制をさらに強固なものにすると共に、過去から
の債務の一部を分割会社に残した上で切り離
し、健全な事業部門としての再スタートをさせ
ることで、従業員の士気向上、職場環境の改
善、設備更新による生産性アップなどについて
本格的に取組み、企業グループ全体の収益力向
上を目指すものであります。

2.実施した会計処理の概要
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額 円 銭 １株当たり純資産額 円 銭 １株当たり純資産額 円 銭

１株当たり中間純利益 円 銭 １株当たり中間純損失 円 銭 １株当たり当期純利益 円 銭

円 銭 円 銭

(1)１株当たり中間純利益 (1)１株当たり当期純利益

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

普通株式に係る中間純利益 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株当たり中間純利益 (2)潜在株式調整後１株当たり当期純利益

中間純利益調整額 千円 当期純利益調整額 千円

普通株式増加数 株 普通株式増加数 株

うち新株予約権 株 うち新株予約権 株

-

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益

24,502

中間連結損益計算書上の
中間純利益

24,368.13

注：１株当たり中間純利益の算定上の基礎は次の
とおりです。

-                 
645,347

24,445.28

前中間連結会計期間

千円

中間連結損益計算書上の
中間純損失

562,288 千円

普通株式に帰属しない金額の主要な内訳

562,288

株
普通株式の
期中平均株式数

希薄化効果を有しないため潜在株
式調整後１株当たり中間純利益の
算定に含めなかった普通株式の概
要

－

△ 77.15

2,608

23,148.00

-                 

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

△ 76.00
23,072.00

－

-
1,277.00
1,277.00

普通株式に係る
中間純損失

26,483

1,969.00

08

注：１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次の
とおりです。

15

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

2,741 30

当中間連結会計期間

24,528

53

249,211 46

潜在株式調整後１株当たり中間純損失について
は、潜在株式がないため記載しておりません。

198,808

26

前連結会計年度

千円
連結損益計算書上の
当期純利益

60,173

自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

222,559 32

注：１株当たり中間純損失の算定上の基礎は次の
とおりです。

自　平成18年10月1日 自　平成17年10月1日
至　平成19年3月31日 至　平成18年3月31日

43

60,173

645,347

1,969.00

千円

22,924.22
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（重要な後発事象）

④転換価額は、新株予約権付社債の発行後、当社

が時価を下回る発行価額または処分価額をもって
当社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する
当社普通株式を処分する場合（ただし、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券ま
たは当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の
転換または行使による場合を除く。）には、次に
定める算式により調整される。なお、次の算式に
おいて「既発行株式数」は、当社の発行済普通株
式数から、当社の有する当社普通株式数を控除し
た数とする。

(2) 発行する新株予約権の総数　　　18個
(3) 新株予約権の発行価額　　　　　無償とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

①新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額
は、各社債の発行価額と同額とする。

②新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株あ
たりの額（以下「転換価額」という。）は、当初
金301,000円とする。ただし、転換価額は下記③ま
たは④に定めるところに従い修正または調整され
ることがある。

③新株予約権付社債の発行後、毎月第3金曜日（以
下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換価
額は、決定日まで（当日を含む。）の5連続取引日
（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日
でない場合には、決定日の直前の取引日までの5連
続取引日とする。以下「時価算定期間」とい
う。）の株式会社東京証券取引所における当社普
通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含
む。）の平均値の90%に相当する金額（円位未満小
数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。以
下「修正後転換価額」という。）に修正される。
なお、時価算定期間内に、下記④で定める転換価
額の調整事由が生じた場合には、修正後転換価額
は、新株予約権付社債の社債要項に従い当社が適
当と判断する値に調整される。ただし、かかる算
出の結果、修正後転換価額が150,500円（以下「下
限転換価額」という。ただし、下記④による調整
を受ける。）を下回る場合には、修正後転換価額
は下限転換価額とし、修正後転換価額が451,500円
（以下「上限転換価額」という。ただし、下記④
による調整を受ける。）を上回る場合には、修正
後転換価額は上限転換価額とする。

自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成17年10月1日
至　平成19年3月31日 至　平成18年3月31日

　当社は、平成18年4月11日開催の当社取締役会にお
いて、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転
換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の
発行およびその要項を決議し、同年4月27日に発行い
たしました。

1. 発行総額　金9億円(各社債の額面金額5,000万円)
2. 発行価額　額面100円につき金100円
3. 利率　　　利息は付さない。
4. 払込期日　平成18年4月27日
5. 新株予約権の内容

(1) 新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株

式とし、その行使請求により当社が当社普通株式を
新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普
通株式を移転（以下当社普通株式の発行または移転
を「交付」という。）する数は、行使請求に係る社
債の発行価額の総額を下記(4)②記載の転換価額（た
だし、下記(4)③または④によって修正または調整さ
れた場合は修正後または調整後の転換価額）で除し
て得られる数とする。この場合に1株の100分の1未満
の端数（当社が適用法令に従い当社の取締役会の決
議により株式の分割と同時に単元株式数についての
定款の定めを設けた場合（以下「単元株採用の場
合」という。）には、1株未満の端数）を生じたとき
はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。ま
た、1株の100分の1の整数倍の端数（単元株採用の場
合には、単元未満株式）を生じたときは、端株とし
て商法に定める端株の買取請求権が行使されたもの
として（単元株採用の場合には、商法に定める単元
未満株式の買取請求権が行使されたものとして）現
金により精算する。なお、適用法令に従い新株予約
権の行使により生じた1株未満の端数につき現金によ
り清算する場合には、かかる現金の金額の算出の結
果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。

自　平成18年10月1日
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（重要な後発事象）

 

平成18年4月28日から平成19年4月27日までの期間
については金101円
平成19年4月28日から平成20年4月24日までの期間
については金100円
(3)当社は、平成18年4月28日以降、その選択によ
り、新株予約権付社債の社債権者に対して償還日
から10営業日以上60日以内の事前通知を行った上
で、その時点において未償還の社債の全部（一部
は不可）を繰上償還することができる。この場合
の償還価額は社債の額面100円につき金100円とす
る。

(8)新株予約権の発行価額を無償とする理由および
その行使に際して払込をなすべき額の算定理由
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付
されたものであり、社債からの分離譲渡はでき
ず、かつ新株予約権が行使されると代用払込によ
り社債は消滅するなど、社債と新株予約権が相互
に密接に関連することを考慮し、また、新株予約
権に内在する理論的な経済的価値と、社債の利
率、繰上償還および発行価額等のその他の発行条
件により当社が得ることのできる経済的価値とを
勘案して、その発行価額を無償とした。また、新
株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債で
あることから、新株予約権1個の行使に際して払込
をなすべき額は各社債の発行価額と同額とし、当
初転換価額は平成18年4月10日の株式会社東京証券
取引所における当社普通株式の普通取引の終値と
同額とした。

(9) 代用払込に関する事項
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号により、新
株予約権を行使したときは社債の全額の償還に代
えて当該新株予約権の行使に際して払込をなすべ
き額の全額の払込がなされたものとする請求が
あったものとみなす。

6. 償還の方法および期限
(1)社債は、平成20年4月25日にその総額を償還す
る。ただし、繰上償還に関しては、下記(2)乃至(4)
に定めるところによる。

(2)当社は、当社が株式交換または株式移転により
他の会社の完全子会社となることを当社の株主総
会で決議した場合、新株予約権付社債の社債権者
に対して、償還日から30日以上60日以内の事前通
知を行った上で、当該株式交換または株式移転の
効力発生日以前に、その時点において未償還の社
債の全部（一部は不可）を額面100円につき次の金
額で繰上償還する。

また、転換価額は、当社普通株式の分割もしくは
併合または時価を下回る価額をもって当社普通株
式に転換される証券もしくは転換できる証券また
は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権も
しくは新株予約権付社債の発行が行われる場合等
にも適宜調整される。

(5) 新株予約権の行使請求期間
　　平成18年4月28日から平成20年4月24日まで。

(6) その他の新株予約権行使の条件
当社が下記６(2)もしくは(3)により社債を繰上償還
する場合または当社が下記６(4)記載の新株予約権
付社債の社債権者の請求により社債を繰上償還す
る場合には、償還日の前銀行営業日の銀行営業時
間終了時以後新株予約権を行使することはでき
ず、当社が社債につき期限の利益を喪失した場合
には、期限の利益の喪失日以降新株予約権を行使
することはできない。また、各新株予約権の一部
行使はできないものとする。

(7) 新株予約権の消却事由および消却の条件
　　　消却事由は定めない。

×
1株あたりの
発行･処分価
額

時　　価

既発行株式数 ＋ 新発行･処分株式数

至　平成19年3月31日 至　平成18年3月31日 至　平成18年9月30日

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成18年10月1日 自　平成17年10月1日 自　平成17年10月1日

調 整 後
転 換 価
額

＝
調 整 前
転 換 価
額

×
既 発 行
株式数

＋

新発 行 ･
処分株式
数
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（重要な後発事象）

④ 目的
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。

⑤ 吸収分割の期日 平成18年10月1日

② 企業結合の法的形式 吸収分割

③ 企業結合後の名称 東亜バルブ株式会社

東亜バルブ株式会社　バルブ製造事業
株式会社高田製鋼所　鋳鋼、焼結金属部品製造

連結会計年度末日以降に完了した企業結合

(1)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

① 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

結合当事企業 事業の内容

7. 募 集 方 法
第三者割当の方法により、全額を日興シティグ
ループ証券株式会社に割り当てる。

8.上記各項については証券取引法による届出の効
力発生を条件とする。

至　平成18年9月30日

(4)新株予約権付社債の社債権者は、平成18年4月
28日以降、その選択により、当社に対して償還日
から30日以上60日以内の事前通知を行い、かつ当
社の定める請求書に繰上償還を請求しようとする
社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに
記名捺印した上、繰上償還を請求しようとする新
株予約権付社債券を添えて償還金支払場所に提出
することにより、その保有する社債の全部または
一部を繰上償還することを、当社に対して請求す
る権利を有する。この場合の償還価額は社債の額
面100円につき金100円とする。

前連結会計年度

至　平成19年3月31日 至　平成18年3月31日
自　平成17年10月1日

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間

自　平成18年10月1日 自　平成17年10月1日
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５．中間個別財務諸表

（単位：千円）

期  　 別

構成比 構成比 構成比

( 資 　産　 の　 部 ) % % %
流　動　資　産 3,312,509 42.6 2,807,776 38.6 3,504,774 44.0
現金及び預金 360,399 190,255 1,070,631
未収入金 187,064 104,153 271,400
繰延税金資産 5,942 4,250 5,303
短期貸付金 2,755,743 2,502,384 2,152,938
その他 3,359 6,732 4,501

固　定　資　産 4,471,214 57.4 4,459,676 61.4 4,464,831 56.0
有形固定資産 15,398 0.2 20,884 0.3 17,681 0.2
建物 *1 347 -                        -                        
器具及び備品 *1 15,051 20,884 17,681
無形固定資産 5,108 0.0 6,396 0.1 5,861 0.1
投資その他の資産 4,450,706 57.2 4,432,394 61.0 4,441,288 55.7
投資有価証券 11,831 11,180 11,556
関係会社株式 4,420,691 4,420,691 4,420,691
差入保証金 -                        192                    500                    
出資金 10 10                      10
長期前払費用 976 320 1,171
繰延税金資産 17,196               -                        7,358

資     産    合    計 7,783,723 100.0 7,267,452 100.0 7,969,606 100.0
( 負　 債　 の　 部 )

流　動　負　債 1,966,966 25.3 2,670,892 36.8 2,365,899 29.7
短期借入金 *3・4 1,725,475 2,471,005 2,092,803
1年内返済予定の長期借入金 *3 16,000 36,000 34,000
未払金 20,014 31,624 57,445
未払費用 11,130 9,631 9,712
未払法人税等 178,735 111,295 162,583
未払消費税等 *2 4,687 3,311 5,186
その他 10,922 8,024 4,168

固　定　負　債 666,399 8.5 67,509 0.9 759,642 9.5
新株予約権付社債 400,000 -                        700,000
長期借入金 200,000 16,000 -                        
退職給付引当金 3,789 3,330 3,672
役員退職慰労引当金 62,610 48,110 55,970
繰延税金負債 -                        69                      -                        

負    債    合    計 2,633,366 33.8 2,738,402 37.7 3,125,541 39.2

（1）中　間　貸　借　対　照　表

科         目 金         額

前中間会計期間末
 　平成18年3月31日 現在

当中間会計期間末
 　平成19年3月31日 現在

金         額

前会計年度の
要約貸借対照表

 　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 構成比

( 純　資　産　の　部 )

株　主　資　本 5,149,960 66.2 4,843,691 60.8

資　  本　  金 1,539,774 19.8 1,389,913 17.5

資 本 剰 余 金 3,058,466 39.3 2,908,604 36.5

資本準備金 572,274 422,413

その他資本剰余金

 資本金及び資本準備金減少差益 2,486,191 2,486,191

利 益 剰 余 金 565,772 7.3 558,774 7.0

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金 565,772 558,774

自己株式 △ 14,052 △ 0.2 △ 13,600 △ 0.2

評価・換算差額 396 0.0 373 0.0

その他有価証券評価差額金 396 0.0 373 0.0

純　資　産　合　計 5,150,357 66.2 4,844,064 60.8

負 債 ・ 純資産 合 計 7,783,723 100.0 7,969,606 100.0
( 資   本   の   部 )

資　  本　  金 1,290,000 17.8
資 本 剰 余 金 2,808,691 38.6
資本準備金 322,500
その他資本剰余金 2,486,191
利 益 剰 余 金 443,524 6.1
当期未処分利益 443,524
その他有価証券評価差額金 286 0.0
自己株式 △ 13,452 △ 0.2

資    本    合    計 4,529,050 62.3
負 債 ・ 資 本 合 計 7,267,452 100.0

（1）中　間　貸　借　対　照　表

科         目 金         額

前中間会計期間末
 　平成18年3月31日 現在

当中間会計期間末
 　平成19年3月31日 現在

金         額

前会計年度の
要約貸借対照表

 　平成18年9月30日 現在

金         額
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（単位：千円）

期　　別　

百分比 百分比 百分比

％ ％ ％

営業収益

関係会社受取配当金 78,120 100.0 91,080 100.0 173,079 100.0

販売費及び一般管理費 *1 3,308 4.2 14,848 16.3 18,433 10.7

営業利益 74,811 95.8 76,231 83.7 154,645 89.3

営業外収益

受取利息及び受取配当金 23,582 9,099 30,122

受取手数料 20,560 17,588 36,679

雑収入 3,114 47,258 60.5 1,843 28,531 31.3 3,760 70,562 40.8

営業外費用

支払利息 10,838 1,258 10,831

社債発行費 -                    -                    5,939

雑損失 367 11,205 14.3 5 1,263 1.4 1,531 18,303 10.6

経常利益 110,864 142.0 103,499 113.6 206,905 119.5

特別利益

2,280 2,280 2.9 -                    -                    - -                    -                    - 

税引前中間（当期）純利益 113,144 144.9 103,499 113.6 206,905 119.5

法人税、住民税及び事業税 21,097 24,152 20,848

法人税等調整額 △ 10,493 10,604 13.6 1,242            25,394 27.9 △ 7,298       13,550 7.8

中間（当期）純利益 102,540 131.3 78,104 85.7 193,354 111.7

前期繰越利益 -                    365,419 -                    

中間未処分利益 -                    443,524 -                    

金         額

当中間会計期間
自　平成18年10月1日
至　平成19年3月31日

金         額

（2）中　間　損　益　計　算　書

役員退職慰労引当金戻入益

前事業年度の
要約損益計算書
自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

金         額科         目

前中間会計期間
自　平成17年10月1日
至　平成18年3月31日
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1,389,913 422,413 2,486,191 2,908,604 558,774 558,774

新株の発行
（新株予約権の行使）

149,861 149,861 - 149,861 - -

剰余金の配当 - - - - △ 95,542 △ 95,542

中間純利益 - - - - 102,540 102,540

自己株式の取得 - - - - - -

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額(純額) - - - - - -

149,861 149,861 - 149,861 6,998 6,998

1,539,774 572,274 2,486,191 3,058,466 565,772 565,772

△ 13,600 4,843,691 373 373 4,844,064

新株の発行
（新株予約権の行使）

- 299,723 - - 299,723

剰余金の配当 - △ 95,542 - - △ 95,542

中間純利益 - 102,540 - - 102,540

自己株式の取得 △ 452 △ 452 - - △ 452

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額(純額) - - 23 23 23

△ 452 306,269 23 23 306,292

△ 14,052 5,149,960 396 396 5,150,357

中間会計期間中の変動額

中間会計期間中の変動額合計

平成18年9月30日　残高

平成19年3月31日　残高

中間会計期間中の変動額合計

自己株式 株主資本合計
 その他
有価証券
評価差額金

 評価･換算
差額等合計

平成19年3月31日　残高

株主資本 評価･換算差額等

 純資産合計

平成18年9月30日　残高

中間会計期間中の変動額

 資本金及び資本
準備金減少差益

繰越
利益剰余金

その他
利益剰余金

利益剰余金
合　計

当中間会計期間（自平成18年10月1日～至平成19年3月31日）
（ 単位：千円）

株主資本

利益剰余金

資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合　計

（3）中間株主資本等変動計算書

資本金

資本剰余金
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1,290,000 322,500 2,486,191 2,808,691 434,193 434,193

新株の発行
（新株予約権の行使）

99,913 99,913 - 99,913 - -

剰余金の配当 - - - - △ 68,774 △ 68,774

当期純利益 - - - - 193,354 193,354

自己株式の取得 - - - - - -

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) - - - - - -

99,913 99,913 - 99,913 124,580 124,580

1,389,913 422,413 2,486,191 2,908,604 558,774 558,774

△ 13,244 4,519,640 177 177 4,519,818

新株の発行
（新株予約権の行使）

- 199,826 - - 199,826

剰余金の配当 - △ 68,774 - - △ 68,774

当期純利益 - 193,354 - - 193,354

自己株式の取得 △ 355 △ 355 - - △ 355

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) - - 195 195 195

△ 355 324,050 195 195 324,246

△ 13,600 4,843,691 373 373 4,844,064

前事業年度（平成17年10月1日～平成18年9月30日）

その他
資本剰余金

その他
利益剰余金

（ 単位：千円）

資本剰余金
合　計

利益剰余金
合　計

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金

 資本金及び資本
準備金減少差益

繰越
利益剰余金

事業年度中の変動額

平成17年9月30日　残高

事業年度中の変動額合計

平成18年9月30日　残高

株主資本 評価･換算差額等

 純資産合計
自己株式 株主資本合計

 その他
有価証券
評価差額金

 評価･換算
差額等合計

事業年度中の変動額

平成18年9月30日　残高

事業年度中の変動額合計

平成17年9月30日　残高
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重要な会計方針

(1)子会社株式 (1)子会社株式 (1)子会社株式
   　　移動平均法による原価法 同　　　左 同　　　左

(2)その他有価証券 (2)その他有価証券 (2)その他有価証券
時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産

同　　　左

建物 45年 器具及び備品 5年
器具及び備品 5年

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産
同　　　左 同　　　左

3．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金
同　　　左 同　　　左

(2)退職給付引当金 (2)退職給付引当金 (2)退職給付引当金
同　　　左

(3)役員退職慰労引当金 (3)役員退職慰労引当金 (3)役員退職慰労引当金
同　　　左

(4)役員賞与引当金 (4)役員賞与引当金

同　　　左 同　　　左

５．ヘッジ会計の方法 同　　　左 同　　　左

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理
同　　　左 同　　　左

(2)連結納税制度の適用 (2)連結納税制度の適用 (2)連結納税制度の適用
同　　　左 同　　　左

取締役及び監査役に対する賞与の支給に充て
るため、支給見込み額に基づき計上しておりま
す。

債権の貸倒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。

従業員の退職給付に備えるため当会計年度末
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(32,641千円)については、10年
による按分額を費用処理しております。

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。

　連結納税制度を適用しております。

従業員の退職給付に備えるため当中間会計
期間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、当中間会計期間末におい
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(32,641千
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。

役員の退職による慰労金支給に備えるた
め、内規に基づく中間会計期間末要支給見積
額を計上しております。

取締役及び監査役に対する賞与の支給に充
てるため、支給見込み額に基づき計上してお
ります。

前中間会計期間

自　平成17年10月1日
至　平成18年3月31日

定額法によっております。ソフトウェア
(自社利用分)についは、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。

定率法によっております。なお、耐用年数
は以下の通りであります。

中間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)に
よっております。

前事業年度

自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価
差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定)によっておりま
す。

４．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。

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。

６．その他財務諸表作成の
　　ための重要な事項 消費税等の会計処理は、税抜き方式によっ

ております。

当中間会計期間

建物は定額法に、それ以外のものは定率法
によっております。なお、耐用年数は以下の
通りであります。

自　平成18年10月1日
至　平成19年3月31日

１．有価証券の評価基準及
　　び評価方法

中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理
し、売却原価は、移動平均法により算定)に
よっております。

２．固定資産の減価償却の
　　方法
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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）

（固定資産の減損に係る会計基準）
当中間会計期間より、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
会計審議会適用指針第6号 平成15年3月31日)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。

（固定資産の減損に係る会計基準）
当事業年度より、「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。
　これによる影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）
当事業年度より、「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事

業年度の純資産の部の金額と同額であります。

前事業年度

至　平成18年9月30日
自　平成17年10月1日

当中間会計期間

自　平成18年10月1日
至　平成19年3月31日

前中間会計期間

自　平成17年10月1日
至　平成18年3月31日
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注記事項

（貸借対照表関係）

千円 千円 千円

特定融資枠契約の総額 千円 特定融資枠契約の総額 千円 特定融資枠契約の総額 千円

差引額 差引額 差引額

（損益計算書関係）

千円 千円 千円

千円 千円 千円

（株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（ 平成18年10月1日 ～ 平成19年3月31日 ）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式

普通株式（注）

前事業年度（ 平成17年10月1日 ～ 平成18年9月30日 ）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式

普通株式（注）

（有価証券関係）

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加1.74株は、端株の買取りによる増加であります。

前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

同　　左

至　平成18年3月31日
自　平成17年10月1日

前中間会計期間

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

合計

76.47 1.74 － 78.21

合計

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加1.25株は、端株の買取りによる増加であります。

75.22

75.22

1.25

1.25

－

－

76.47

76.47

76.47 1.74 － 78.21

有形固定資産 6,706
無形固定資産 752 無形固定資産 424 無形固定資産 1,239
有形固定資産 有形固定資産

当中間会計期間末 前中間会計期間末

平成19年3月31日現在 平成18年3月31日現在

※1.

消費税の取り扱い ※2. 消費税の取り扱い※2.

12,52518,642有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう
え、未払消費税等として表示しております。

同　　左

当中間会計期間 前中間会計期間

※3. 担保提供資産 ※3. 担保提供資産
銀行より資金借入のために、連結子会社の東

亜バルブ株式会社が自社の保有固定資産で組成
している工場財団581,098百万円を、当該銀行に
対して担保提供しております。
なお、これに対応する借入債務は699百万円で

あります。

自　平成18年10月1日 自　平成17年10月1日
至　平成19年3月31日 至　平成18年3月31日

※1.
3,222

減価償却実施額 ※1. 減価償却実施額
2,632

当中間会計期間

自　平成18年10月1日
至　平成19年3月31日

　子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末

平成18年9月30日現在

※1. 有形固定資産の減価償却累計額 16,009

※2.

前事業年度

※3. 担保提供資産

自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日

減価償却実施額※1.

至　平成18年9月30日

同　　左

前事業年度

自　平成17年10月1日

1,930,000
当中間会計期間末実行残高 820,000

※4. 当社は、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中間会計期間
末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2,750,000

銀行より資金借入のために、連結子会社の東
亜バルブ株式会社が自社の保有固定資産で組成
している工場財団451,596百万円を、当該銀行に
対して担保提供しております。
なお、これに対応する借入債務は902百万円で

あります。

※4. 当社は、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中間会計期間
末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2,350,000
当中間会計期間末実行残高 1,350,000

1,000,000

銀行より資金借入のために、連結子会社の東
亜バルブ株式会社が自社の保有固定資産で組成
している工場財団576,117百万円を、当該銀行に
対して担保提供しております。
なお、これに対応する借入債務は804百万円で

あります。

※4. 当社は、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事業年度末の
借入未実行残高は次のとおりであります。

2,350,000
当中間会計期間末実行残高 1,170,000

1,180,000
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（重要な後発事象）

④転換価額は、新株予約権付社債の発行後、当社

が時価を下回る発行価額または処分価額をもって当
社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する当社
普通株式を処分する場合（ただし、当社普通株式に
転換される証券もしくは転換できる証券または当社
普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約
権付社債に付されたものを含む。）の転換または行
使による場合を除く。）には、次に定める算式によ
り調整される。なお、次の算式において「既発行株
式数」は、当社の発行済普通株式数から、当社の有
する当社普通株式数を控除した数とする。

当社は、平成18年4月11日開催の当社取締役会にお
いて、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転
換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の
発行およびその要項を決議し、同年4月27日に発行い
たしました。

1. 発行総額　金9億円(各社債の額面金額5,000万円)
2. 発行価額　額面100円につき金100円
3. 利率　　　利息は付さない。
4. 払込期日　平成18年4月27日
5. 新株予約権の内容

(1) 新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株

式とし、その行使請求により当社が当社普通株式を
新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普
通株式を移転（以下当社普通株式の発行または移転
を「交付」という。）する数は、行使請求に係る社
債の発行価額の総額を下記(4)②記載の転換価額（た
だし、下記(4)③または④によって修正または調整さ
れた場合は修正後または調整後の転換価額）で除し
て得られる数とする。この場合に1株の100分の1未満
の端数（当社が適用法令に従い当社の取締役会の決
議により株式の分割と同時に単元株式数についての
定款の定めを設けた場合（以下「単元株採用の場
合」という。）には、1株未満の端数）を生じたとき
はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。ま
た、1株の100分の1の整数倍の端数（単元株採用の場
合には、単元未満株式）を生じたときは、端株とし
て商法に定める端株の買取請求権が行使されたもの
として（単元株採用の場合には、商法に定める単元
未満株式の買取請求権が行使されたものとして）現
金により精算する。なお、適用法令に従い新株予約
権の行使により生じた1株未満の端数につき現金によ
り清算する場合には、かかる現金の金額の算出の結
果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(2) 発行する新株予約権の総数　　　18個
(3) 新株予約権の発行価額　　　　　無償とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

①新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額
は、各社債の発行価額と同額とする。

②新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株あ
たりの額（以下「転換価額」という。）は、当初金
301,000円とする。ただし、転換価額は下記③また
は④に定めるところに従い修正または調整されるこ
とがある。

③新株予約権付社債の発行後、毎月第3金曜日（以
下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換価額
は、決定日まで（当日を含む。）の5連続取引日
（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日で
ない場合には、決定日の直前の取引日までの5連続
取引日とする。以下「時価算定期間」という。）の
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普
通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値
の90%に相当する金額（円位未満小数第2位まで算
出し、小数第2位を切り捨てる。以下「修正後転換
価額」という。）に修正される。なお、時価算定期
間内に、下記④で定める転換価額の調整事由が生じ
た場合には、修正後転換価額は、新株予約権付社債
の社債要項に従い当社が適当と判断する値に調整さ
れる。ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額
が150,500円（以下「下限転換価額」という。ただ
し、下記④による調整を受ける。）を下回る場合に
は、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転
換価額が451,500円（以下「上限転換価額」とい
う。ただし、下記④による調整を受ける。）を上回
る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とす
る。

至　平成18年3月31日 至　平成17年3月31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16年10月1日

当中間事業年度 前中間事業年度 前事業年度

39



（重要な後発事象）

 

平成18年4月28日から平成19年4月27日までの期間に
ついては金101円
平成19年4月28日から平成20年4月24日までの期間に
ついては金100円

(3) 当社は、平成18年4月28日以降、その選択によ
り、新株予約権付社債の社債権者に対して償還日か
ら10営業日以上60日以内の事前通知を行った上で、
その時点において未償還の社債の全部（一部は不
可）を繰上償還することができる。この場合の償還
価額は社債の額面100円につき金100円とする。

(8)新株予約権の発行価額を無償とする理由およびそ
の行使に際して払込をなすべき額の算定理由
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付さ
れたものであり、社債からの分離譲渡はできず、か
つ新株予約権が行使されると代用払込により社債は
消滅するなど、社債と新株予約権が相互に密接に関
連することを考慮し、また、新株予約権に内在する
理論的な経済的価値と、社債の利率、繰上償還およ
び発行価額等のその他の発行条件により当社が得る
ことのできる経済的価値とを勘案して、その発行価
額を無償とした。また、新株予約権付社債が転換社
債型新株予約権付社債であることから、新株予約権1
個の行使に際して払込をなすべき額は各社債の発行
価額と同額とし、当初転換価額は平成18年4月10日の
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普
通取引の終値と同額とした。

(9) 代用払込に関する事項
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号により、新株
予約権を行使したときは社債の全額の償還に代えて
当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の
全額の払込がなされたものとする請求があったもの
とみなす。

6. 償還の方法および期限
(1) 社債は、平成20年4月25日にその総額を償還す
る。ただし、繰上償還に関しては、下記(2)乃至(4)に
定めるところによる。

(2)当社は、当社が株式交換または株式移転により他
の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で
決議した場合、新株予約権付社債の社債権者に対し
て、償還日から30日以上60日以内の事前通知を行っ
た上で、当該株式交換または株式移転の効力発生日
以前に、その時点において未償還の社債の全部（一
部は不可）を額面100円につき次の金額で繰上償還す
る。

また、転換価額は、当社普通株式の分割もしくは
併合または時価を下回る価額をもって当社普通株
式に転換される証券もしくは転換できる証券また
は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権も
しくは新株予約権付社債の発行が行われる場合等
にも適宜調整される。

(5) 新株予約権の行使請求期間
　　　平成18年4月28日から平成20年4月24日まで。

(6) その他の新株予約権行使の条件
当社が下記６(2)もしくは(3)により社債を繰上償還す
る場合または当社が下記６(4)記載の新株予約権付社
債の社債権者の請求により社債を繰上償還する場合
には、償還日の前銀行営業日の銀行営業時間終了時
以後新株予約権を行使することはできず、当社が社
債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利
益の喪失日以降新株予約権を行使することはできな
い。また、各新株予約権の一部行使はできないもの
とする。

(7) 新株予約権の消却事由および消却の条件
　　　消却事由は定めない。

調整前
転換価
額

×
既発行
株式数

＋

既発行株式数 ＋ 新発行･処分株

新発行･
処 分 株
式数

×
1株あたり
の発行･処
分価額

時　　価

調整後
転換価
額

＝

至　平成19年3月31日 至　平成18年3月31日 至　平成18年9月30日
自　平成18年10月1日 自　平成17年10月1日 自　平成17年10月1日

当中間事業年度 前中間事業年度 前事業年度
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（重要な後発事象）

平成19年4月13日までに新株予約権付社債（第1回
無担保転換社債型新株予約権付社債）の未行使残高
400百万円に対しすべて行使があったため、同日付
で、発行済株式総数が1,548株増加するとともに、資
本金が199百万円増加、資本剰余金（資本準備金）が
199百万円増加しております。

(4)新株予約権付社債の社債権者は、平成18年4月28
日以降、その選択により、当社に対して償還日から
30日以上60日以内の事前通知を行い、かつ当社の定
める請求書に繰上償還を請求しようとする社債を表
示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印し
た上、繰上償還を請求しようとする新株予約権付社
債券を添えて償還金支払場所に提出することによ
り、その保有する社債の全部または一部を繰上償還
することを、当社に対して請求する権利を有する。
この場合の償還価額は社債の額面100円につき金100
円とする。

7. 募 集 方 法
第三者割当の方法により、全額を日興シティグルー
プ証券株式会社に割り当てる。

8.上記各項については証券取引法による届出の効力
発生を条件とする。

至　平成19年3月31日 至　平成18年3月31日 至　平成18年9月30日
自　平成18年10月1日 自　平成17年10月1日 自　平成17年10月1日

当中間事業年度 前中間事業年度 前事業年度
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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　常務取締役　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 （※バ・バルブ＝バルブ製造事業、メ・メンテ＝バルブメンテナンス事業、そ・その他＝その他の事業）

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受注残高 ※セグメント間の内部取引を含む

③受注高 ※セグメント間の内部取引を含む

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．通期連結業績予想

①業績

②今期の戦略

以上

・減収減益ながらも利益率は改善。業況は引き続き好
調。納期の関係で目標をやや下回るが特に問題なし。
・鋳鋼製造子会社を会社分割で再編。これによりセグ
メント区分の内容を一部変更。

高付加価値品受注

記者発表資料
平成19年5月21日

平成19年9月期　連結中間業績の概要

区　　分 当中間期 前中間期 増減 【概要】

経 常 利 益

売 上 高 4,979 5,155
営 業 利 益 499 507 △ 7

1.8

△ 3.4 %
△ 1.4 %

%

△ 176

中 間 純 利 益 645 △ 562 1,207 -
510 501 8

区　　分 当中間期 前中間期 増減 【概要】

バルブ
2,341 2,174 167

バ：下期への納期ズレで計画よりやや減収。当期より鋳鋼製造事業を
含むが営業利益は改善傾向。泊原子力3号向けはやや減少期。
メ：主力は原子力関係工事で売上の約70%。工事原価管理の強化で
採算向上。

△ 97 △ 135 38

メンテ
3,107 3,223 △ 115

630 570 60

その他
155 150 5

1 △ 1 3

区　　分
当中間
期末残高

前中間
期末残高

増減
【概要】

※当中間期よりセグメント間取引消去前で表示していますので前年同
期対比を省略しています。
バ：鋳鋼製品の受注残高を含む。概ね10ヶ月分程度の受注を確保。
メ：原発定期検査のタイミングで増減激しい。残高分は確実に半期間
で売上実現。

バ ル ブ 3,885 3,673 212
メ ン テ 2,529 1,272 1,256
そ の 他 19 20 △ 1
合 計 6,434 4,967 1,466

区　　分 当中間期 前中間期 【概要】

バ ル ブ 2,097 2,683 ※当中間期よりセグメント間取引消去前で表示していますので前年同期対比を省略
しています。
バ：当期より鋳鋼製品を含む。包括契約他バルブ製品の受注増加。輸出、部品は横
ばい。大型受注は関西電力堺港向け約3億。
メ：原発定期検査70%。検査間隔の関係で多少の増減あり。

メ ン テ 3,483 2,989
そ の 他 156 150
合 計 5,737 5,823

区　　分 当中間期 前中間期 増減 【概要】

営業活動によるＣＦ 31 130 △ 99
　業績改善で安定傾向続く。支出は借入金返済と設備投資。
　営：生産増加でたな卸資産が増加し僅かのプラス。
　投：鋳鋼工場の設備更新維持が中心。
　財：外部借入圧縮。配当金支出など。

投資活動によるＣＦ △ 330 △ 177 △ 152
財務活動によるＣＦ △ 412 △ 67 △ 345
現金・現金同等物残高 1,689 699 990

増減

売 上 高 10,900 10,900 0

区　　分
当初
予想

今回
修正

1,050 0
経 常 利 益 1,000 1,000 0
営 業 利 益 1,050

0
1 株 あ た り 年 間 配 当 金 ( 円 ) 4,000 4,000 0
当 期 純 利 益 730 730

キーワード 【概要】

海外原子力発電所 プラントメーカーの動向注視。積極的アプローチで協調関係構築。

6466

持株会社下のグループ経営はどうあるべきかを常に原点に戻り考え全体最適化を目指す。グループ大（だい）

【概要】

①上期の想定未達は納期ズレ。実態としてはほぼ計画通り。
②メンテは好調維持。コスト削減で採算性改善傾向。
③鋳鋼製造は品質重視でやや生産量をセーブ。
④中間配当2,000円を実施。期末配当は2,000円を予想。引き続き安
定配当を基本方針とし年間配当4,000円の予想は変更なし。
⑤MSCBはすべて転換完了。

バルブ供給包括契約で工場操業は確保。収益拡大チャンスは確実に増加。

コア業務の鮮明化 外注工場との協力関係強化。相互発展と共存共栄をベースに更なる改革を目指す。
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記者発表用参考資料①

当連結会計年度（平成18年10月1日～平成19年9月30日）
期

科目 金額 金額 金額 金額

売 上 高 2,424        100% 2,555        100% -                -           -                -           

営 業 利 益 408           17% 91             4% -                -           -                -           

経 常 利 益 417           17% 92             4% -                -           -                -           

四 半 期 純 利 益 265           11% 379           15% -                -           -                -           

総 資 産 9,971        10,765      -                -                

純 資 産 5,558        56% 6,270        58% -                -           -                -           

（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 -39% 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

増減

期

科目 金額 金額 金額 金額

売 上 高 292           14%  △ 468 -15% -                -           -                -           

営 業 利 益 279           216%  △ 286 -76% -                -           -                -           

経 常 利 益 288           226%  △ 280 -75% -                -           -                -           

四 半 期 純 利 益 1,091        116           44% -                -           -                -           

総 資 産 1,528        1,834        -                -                

純 資 産 1,278        1,712        -                -           -                -           

（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

増減率 増減率 増減率 増減率

割合 割合

第1四半期 第2四半期 第3四半期 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

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第４四半期
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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 9,505 10,643 4,734 5,155 4,979

営業利益 760 971 350 507 499

経常利益 745 963 337 501 510

当期純利益 524 60 229 △ 562 645

純資産 5,129 5,315 4,732 4,557 6,270

総資産 9,365 10,327 8,434 8,930 10,765

１株当たり純資産（円） 223,197 222,559 206,432 198,808 249,211

１株当たり当期純損益（円） 22,347 2,608 9,994 △ 24,528 26,483

自己資本比率（％） 54.8 51.5 56.1 51.0 58.4

自己資本利益率（％） 10.2 1.2 4.8 △ 12.3 10.3

営業活動によるＣＦ △ 234 1,405 △ 737 130 31

投資活動によるＣＦ △ 155 △ 334 23 △ 177 △ 330

財務活動によるＣＦ △ 616 516 △ 565 △ 67 △ 412

現金及び現金同等物の期末残高 811 2,402 538 699 1,689

従業員数（名） 364 366 355 354 364

　バルブ製造 3,308 3,493 1,381 1,532 2,341

　バルブメンテナンス 6,100 6,672 3,282 3,223 3,107

　その他 1,638 1,859 776 964 155

　バルブ製造 △ 111 △ 34 △ 207 △ 117 △ 97

　バルブメンテナンス 758 1,005 467 570 630

　その他 △ 59 △ 162 △ 34 △ 20 1

（注） 単位未満は切り捨てて表示しております。

　

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
（

※
）

8期中間
（当期）

H16.10から
H17.9まで

H17.10から
H18.9まで

H16.10から
H17.3まで

H17.10から
H18.3まで

※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。
なお、当中間連結会計期間よりセグメントの事業区分の内容を変更しており、第7期中間以前につきましては、

従来通りの方法による事業区分の内容にて記載しております。その詳細につきましては、22ページ「セグメント
情報」をご覧ください。

H18.10から
H19.3まで

6期 7期 6期中間 7期中間
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