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問合せ先責任者  （役職名）取締役管理本部統轄部長 （氏名）齋藤浩實    ＴＥＬ (093)372－9214      

定時株主総会開催予定日  平成 20年 2月 28 日   配当支払開始予定日   平成 20 年 2月 29 日 

有価証券報告書提出予定日 平成 20年 2月 29 日  

  
    （百万円未満切捨て） 

１．19年 11 月期の連結業績（平成 18 年 12 月 1 日～平成 19年 11 月 30 日） 
(1)連結経営成績                                （％表示は対前期増減率） 
 

売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 

19 年 11 月期 
18 年 11 月期 

11,763
10,549

11.5 
7.8 

1,681
1,458

15.4
74.4

1,689
1,448

16.6
74.4

900
767

17.3
57.8

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

19 年 11 月期 
18 年 11 月期 

50.29 
42.84 

―
―

16.1
15.7

18.5
16.6

14.3
13.7

(参考) 持分法投資損益 19 年 11 月期    0 百万円  18 年 11 月期  △22 百万円 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 
19 年 11 月期 
18 年 11 月期 

9,395 
8,901 

5,972
5,232

63.6
58.8

333.91
292.26

(参考) 自己資本 19 年 11 月期  5,972 百万円  18 年 11 月期  5,232 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年 11 月期 
18 年 11 月期 

481 
1,723 

△671
△170

△568
△738

1,741
2,498

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期   末 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率 
（連結） 

 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19 年 11 月期 
18 年 11 月期 

3.00 
2.50 

3.00
4.50

107
125

11.9
16.3

1.9
2.7

20 年 11 月期 
（予想） 

3.00 3.00 14.3

 
 
３．20年 11 月期の連結業績予想（平成 19年 12 月 1日～平成 20 年 11 月 30 日） 

   （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1株当たり 
当期純利益 

 百万円   ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中 間 期 
通    期 

5,910
11,820

2.7 
0.5 

685
1,390

△20.1
△17.4

695
1,410

△20.5
△16.5

370
750

△17.7
△16.7

20.69
41.95
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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) 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（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  有  
② ①以外の変更   無 
 (注)詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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 11 月期 17,930,000 株  18 年 11 月期 17,930,000 株 

②期末自己株式数 19 年 11 月期      42,625 株   18 年 11 月期  26,725 株 
 (注) 1 株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24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 11 月期の個別業績（平成 18年 12 月 1日～平成 19年 11月 30 日） 
(1)個別経営成績                           （％表示は対前期増減率） 
 

売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

19 年 11 月期 
18 年 11 月期 

11,751 
10,533 

11.6 
7.9 

1,635
1,383

18.2
84.5

1,647
1,427

15.4
92.8

878
769

14.2
78.2

 
 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

 円 銭 円 銭

19 年 11 月期 
18 年 11 月期 

49.08 
42.96 

―
―

 
(2)個別財政状態 

 総 資 産      純 資 産      自己資本比率 １株当たり純資産 

     百万円 百万円 ％ 円  銭 

19 年 11 月期 
18 年 11 月期 

9,090 
8,821 

5,731
5,015

63.0
56.9

320.40
280.14

(参考) 自己資本     19 年 11 月期  5,731 百万円    18 年 11 月期  5,015 百万円 
 
 

２．20年 11 月期の個別業績予想（平成 19年 12 月 1日～平成 20年 11 月 30 日） 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円 銭 
中 間 期 
通    期 

5,900
11,800

2.7 
0.4 

660
1,340

△21.4
△18.1

670
1,360

△21.8
△17.5

355
720

△19.6
△18.0

19.85
40.27

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現在当社が入手している情報及び

合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可

能性があります。 

業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3 ページ

「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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1. 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油、素材価格の高止まりが継続する中、期後半にはアメ

リカ経済の混迷による円高や株価下落もありましたものの、好調な民間設備投資や大企業を中心とし

た収益好転による雇用環境の改善等に牽引され、全般的に景気は緩やかな回復基調で推移いたしまし

た。 

当社グループの基幹事業である電力用バルブの販売におきましては、海外の需要環境は前期に引き

続き好調を維持いたしましたが、国内の電力需要は国内産業の成熟化から伸びを欠き、原子力発電・

火力発電ともに新設プラント計画が少ない状況の下で、限られた市場をめぐる他社との競合が激化い

たしました。 

国内の発電所等においてバルブの保守点検を行うメンテナンス事業におきましては、火力発電所向

けを中心とした中小規模の工事案件の比率が高かったほか、平成 19 年 7 月 16 日に発生した新潟県中

越沖地震により柏崎刈羽事業所の受注案件が繰り延べとなるなど、厳しい事業環境となりました。 

このような事業環境の下、積極的な受注活動に努めましたところ、当連結会計年度の売上高は

11,763 百万円（前連結会計年度比 11.5％増）となりました。 

損益面につきましては、生産量の増加に伴い購入部品等が若干増加したものの、高い稼働率の維持

から原価が安定したことや、メンテナンス要員の配置や現地施工体制の効率化を進めました結果、経常

利益は 1,689 百万円（前連結会計年度比 16.6％増）となりました。また当期純利益は、法人税等を控

除いたしまして 900 百万円（前連結会計年度比 17.3％増）となりました。 

事業別の状況は以下の通りです。 

 

バルブ事業におきましては、国内では、景気好転により設備更新が増加している自家発電プラント

向けの新規案件、船舶用の操縦弁・後進中間弁等の受注を獲得いたしました。また電力会社との共同

研究である機能維持に関する試験研究案件や、原子炉格納容器内にある電動弁駆動部の取替案件につ

いても受注したほか、電力会社の設備投資に伴う新設ラインのバルブ・部品、重要バルブの予備弁や

予備部品の販売に注力するなど、幅広い営業活動を展開してまいりました。 

海外向けバルブの販売におきましては、好況を呈している中国の火力発電所案件を中心に、高圧加

熱器出入口弁、給水ポンプ出口弁、循環ポンプ出口弁等の販売に注力いたしました。さらに、台湾、

香港、シンガポール等に対して積極的なプレゼンテーションとコンサルティング活動を展開しました

ところ、受注実績に繋げることができました。 

この結果、バルブ事業における売上高は 4,915 百万円（前連結会計年度比 15.1％増）、営業利益は 

492 百万円（前連結会計年度比 12.3％増）となりました。なお、このうち海外向け売上高は 1,159 百

万円（前連結会計年度比 2.1％増）であり、総売上高の 23.6％となっております。 

 

メンテナンス事業におきましては、全般的に比較的小規模な工事案件が多かったものの、豊富な工

事量が確保できたことから、前年並みの受注高で推移いたしました。具体的には、シートリング交換、

弁座補修、フランジ切削加工といった現地における省力化工事や、逆止弁のワッシャーレス化工事、

化学除染工事など当社グループ独自の技術による特殊工事を積極的に施工いたしました。さらに、AVD

装置（電動弁診断装置）による経年劣化診断やエンドユーザーへの巡回サービスを強化し、定期検査

対象弁や交換部品の拡大に努めてまいりました。 

この結果、メンテナンス事業における売上高は 6,847 百万円（前連結会計年度比 9.0％増）、営業利

益は 1,802 百万円（前連結会計年度比 10.3％増）となりました。 
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② 次期の見通し  

    バルブ事業につきましては、国外及び国内の新設プラント向け出荷量の増加により、売上高は維持

できるものと考えておりますが、国内の原子力発電所向けバルブ・部品等の取替えが若干減少するほ

か、海外向けにおいて更なる競争の激化が予想されます。 

メンテナンス事業につきましては、特殊工事や火力発電所向け工事への受注強化を図る予定ですが、

新潟県中越沖地震の影響から柏崎刈羽事業所における原子力発電所定期検査工事が繰り延べとなって

いるため、売上高、利益ともに一時的に減少する可能性があります。 

    これらの状況を踏まえ、次期の連結業績につきましては、売上高 11,820 百万円（前連結会計年度比

0.5％増）、経常利益 1,410 百万円（前連結会計年度比 16.5％減）、当期純利益 750 百万円（前連結会計

年度比 16.7％減）を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 493 百万円増加し、9,395 百万円と

なりました。これは主に現金及び預金が減少（前連結会計年度末比 597 百万円減）した一方で、売掛

金（前連結会計年度末比 649 百万円増）及びたな卸資産（前連結会計年度末比 144 百万円増）などの

流動資産が増加したほか、2 事業所でメンテナンス研修施設を建設するなど有形固定資産の取得によ

るものであります。固定資産は前連結会計年度末に比べ 302 百万円の増加となりました。 

 

（負債） 

 負債については、負債合計で前連結会計年度末に比べ 246 百万円減少し 3,422 百万円となりました。

これは、流動負債において購入部品の増加などにより買掛金が増加（前連結会計年度末比 191 百万円

増）した一方で、一年以内返済予定の長期借入金の返済による減少（前連結会計年度末比 817 百万円

減）、未払法人税等の減少（前連結会計年度末比 69 百万円減）などにより、前連結会計年度末に比べ

662 百万円減少し、また、固定負債において長期借入金が前連結会計年度末に比べ 400 百万円増加し

たことなどによります。 

  

（純資産） 

純資産については、前連結会計年度末に比べ 740 百万円増加し 5,972 百万円となりました。これは

主に当期純利益の計上に伴い、利益剰余金が前連結会計年度末に比べ 765 百万円増加したことにより

ます。 

 

② 当期のキャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結

会計年度末に比べ 757 百万円減少し、当連結会計年度末には 1,741 百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前純利益が 1,657 百万円ありましたが、売

上債権の増加により 649 百万円、法人税等の支払額が 815 百万円などにより、前連結会計年度に比べ

大幅に減少（1,241 百万円の減少）し、481 百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の預入れおよび有形固定資産の取得により、

△671 百万円と前連結会計年度に比べ 500 百万円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、運転資金として 500 百万円の長期借入れを致しましたが、

長期借入金の返済を 917 百万円、配当金の支払いを 134 百万円実施したことなどにより、△568 百万

円と前連結会計年度に比べ 170 百万円の増加となりました。 
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③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 前  期 当  期 

自己資本比率（％） 58.8 63.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 102.8 152.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 0.7 1.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 127.1 37.1 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

    ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

    ※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

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。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フ

ロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

     

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、株主への利益配分を経営の重要課題の一つであると認識しており、長期的視点のもと将来の

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

基本方針として考えております。 

内部留保資金につきましては、市場競争力の強化に向けた生産設備の充実や新技術・新製品の研究開

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

当期末の配当金につきましては、上記方針を踏まえ、１株当たり３円を予定しております。 

また、次期の配当につきましては、中間配当金 1株当たり３円、期末配当金１株当たり３円を予定し

ております。 

 

（４）事業等のリスク 

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

性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 

① 経営環境の変化による影響 

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

等により、電力市場における競争が激しくなると予想されます。 

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

れ、これにより当社グループの事業に重要な影響を受ける可能性があります。 

 

② 製品およびメンテナンスサービスの品質保証に関する影響 

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

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

ループの業績に重要な影響を受ける可能性があります。 

③ 生産設備のトラブルによる影響 

当社グループは、高品質の高温高圧特殊バルブ製造するために、鋳鋼工場をはじめとして永年の
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技術を蓄積した生産設備および製造工程を構築しております。 

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

調達することが困難なため、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。 

 

④ 労災事故等による影響 

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

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

んでおり、社会的な責任とともにその後の受注に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ コンピュータトラブルによる影響 

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

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

ンピュータウイルスが侵入しハードおよびソフト障害などのトラブルが生じた場合、当社グループ

の事業に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

２. 企業集団の状況 

当連結会計年度末におきましては、 近の有価証券報告書（平成 19 年 2 月 28 日提出）に記載の「事業

系統図（事業の内容）」および「関係会社の状況」から重要な変更がないため、開示を省略いたします。 

 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標 

以上の 2 項目につきましては、平成 19 年 11 月期中間決算短信（平成 19 年 7月 18 日開示）により開

示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

当該中間決算短信は、次の URL からご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http:// www.okano-valve.co.jp/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

    

（３）中長期的な会社の経営戦略 

平成 19年 3月末に発表された国内各電力会社の供給計画では、平成 28 年度までの販売電力量は 9 年

ぶりに上方修正されましたが、一方で、企業の環境保護活動や省エネ機器の浸透などにより負荷の平準

化が進み、 大電力は 9年連続で下方修正されております。また、燃料費の上昇や柏崎刈羽原子力発電

所の運転停止などから国内の発電事業をとりまく環境は厳しい状況に直面しているのが現状であります。 

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

り、とりわけエネルギーの効率的な利用と地球環境保全の面から、世界各国で原子力発電がその有力な

解決策として見直されております。 

したがって、当社グループが高温高圧バルブの提供とそのメンテナンスサービスを通じて、発電効率

の向上とプラントの安全運転に果たすべき責任と役割は今後も増加していくものと思われます。 

当社が主に手がけるＢＷＲ（沸騰水型）方式の原子力プラントについては、国内で複数の建設が予定

されており、中期的に一定規模の受注は確保できる環境にあるものと考えておりますが、新潟中越沖地

震の影響による電力プラントの耐震構造の見直しなどにより、電力設備計画の一時的な繰り延べも懸念

されます。 
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このような状況の中で、競争の激化、品質・サービスへの高度化、短納期品の増加等に対して柔軟か

つ迅速に対応できる事業基盤を整えるために、基幹技術となる設計・製造・保守の各分野を中心に、下

記の中期的なテーマを実行してまいります。 

 

〔1〕国内市場に対する継続的な需要喚起と高付加価値な商品・サービスの提供 

〔2〕技術部門・研究部門と連携した独自のメンテナンス手法による他社との差別化 

〔3〕生産設備への重点投資と効率的な生産システムの構築 

〔4〕海外の原子力需要に向けた設計・技術の確立 

〔5〕企業の成長、技術・技能継承のための「人材」の確保と「人財」の育成 

〔6〕内部統制委員会による内部統制システムの構築と運用 

 

当社グループは、得意分野への特化を進めつつ、バルブのライフサイクルを通して社会に貢献する

企業としての存在に、その価値を見出していきます。 

更なる企業価値の向上を目指し、高い技術と信頼性に立脚した「常に進化する企業」であり続ける

ためには、Material（素材部門）、Manufacturing（製造部門）、Maintenance（バルブメンテナンス部

門）のそれぞれが 適な連携、即ち「３M（スリーエム）のベストミックス」を図ることが不可欠であ

ると考えております。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

事業別には下記の通りであります。 

 

〔バルブ事業〕 

主力製品である高温高圧バルブや安全弁の国内販売につきましては、火力発電所向け短納期バルブの

販売や納入済バルブ・部品の更新提案にとどまらず、ＳＲＶ（主蒸気逃がし安全弁）などの重要なバル

ブに障害が発生した際に顧客リスクを 小限にとどめるための予備弁・予備部品の販売推進や、ノンア

スベストパッキンへの取替など、付加価値の高い製品の提供に引き続き努めてまいります。 

また、他社製バルブの納入実績が多いラインに対してはもちろん、原子力用ベロー弁や原子力用レリ

ーフ弁といった未開拓の市場に対しても積極的に営業活動を推進する予定であります。 

海外向けの販売においても、活発な電源開発を続ける中国、台湾、香港のほか、今後の発展が期待さ

れるタイ、インド、中東諸国等へも参入してまいります。 

このように販売領域の拡大を図るにあたっては、グローバル化する多様なニーズに対する課題を克服

し、低価格かつ高付加価値な製品・サービスの提供を図るために、フレキシブルかつ生産性の高い体制

を構築することが不可欠であります。現在この実現に向けて、生産に関わる全ての工程をあらためて再

検証しております。 

具体的には下記の課題に取り組み、競争力と効率化を高めた先進バルブメーカーとしての新たな展開

を追求してまいります。 

 

〔1〕高付加価値素形材に特化した工場への脱皮を図るための鋳鋼設備・生産工程・要員配置の抜本

的見直しと投資改善 

〔2〕新鋭設備による生産効率向上とマイスター技術との明確な区分を志向した製造部門の設備投資

と人的投資の実施 

〔3〕主体性とグローバルな視野を備えた技術系若手社員の育成を目的としたテクニカル・カレッジ

の創設 

〔4〕営業、設計段階から生産工程にわたる海外原子力弁への取り組み 
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〔メンテナンス事業〕 

メンテナンス事業においても作業の多様化や工期の短縮化がますます進展しております。こうしたユ

ーザーのあらゆる要求に対してより高度に対応することを目的に、昨年 6 月に福島第一事業所において

従来の研修機能を大幅に強化した研修施設を新たに建設しました。また 11 月には福岡県行橋市のメン

テナンス本部においても発電所の特殊な作業環境を再現した技能研修センターを新設しております。こ

れらを将来の事業基盤を支える「人財」養成と技能継承への重要な投資と位置づけ、高水準な技能の蓄

積と「人財」の厚層化を図ってまいります。 

加えて、当社グループでは、効率的施工を追求した各種メンテナンス機器類を開発し実用化している

ほか、高い付加価値を提供する特殊工事部門の陣容拡大を図るなど、顧客ニーズ対応の体制を強化しつ

つあります。 

また、昨年発生した新潟県中越沖地震の影響から、新潟県柏崎地区における原子力発電所が現在も停

止しております。この動向は当社グループにおいても事業運営に重要な影響を受けるため、一日も早い

運転再開へグループを挙げて協力すべく、復旧に向けた点検や診断といった独自の提案を電力会社に対

して積極的に行っております。 

このような環境のもと、技能・設備機器・提案力を有する卓越したバルブメンテナンスの専門集団と

して下記改善工事等の推進に努め、安定したプラントの運転に貢献してまいります。 

 

〔1〕発電所現地においてポータブルに実施できるシート（弁座）取替及び補修 

〔2〕AVD 装置（電動弁診断装置）による納入バルブ経年劣化診断と改造及び取替 

〔3〕トラブルの未然防止を目的としたステムブッシュの磨耗測定 

〔4〕発電所巡回サービスの拡充による各種改善の提案と需要の掘り起こし 

〔5〕発電所の保安区域内における設備や機器に残った放射能を安全に取り除くための化学除染工事 
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 連結財務諸表等 

（1）連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成18年11月30日) 

当連結会計年度 

(平成19年11月30日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金  2,498,590 1,901,134 △597,456

２ 受取手形及び売掛金  1,859,274 2,508,456 649,181

３ たな卸資産  1,754,345 1,898,615 144,269

４ 繰延税金資産  185,207 228,057 42,849

５ その他  127,820 80,499 △47,320

貸倒引当金  △32,934 △32,858 76

流動資産合計  6,392,305 71.8 6,583,905 70.1 191,599

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産 ※1,3 

(1) 建物及び構築物  843,457 1,067,719 224,262

(2) 機械装置及び運搬具  589,957 561,836 △28,121

(3) 土地  239,705 239,705 ―

(4) 建設仮勘定  8,311 2,226 △6,085

(5) その他  107,918 210,119 102,201

有形固定資産合計  1,789,349 20.1 2,081,606 22.2 292,256

２ 無形固定資産  6,010 0.1 3,510 0.0 △2,500

３ 投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※２ 208,364 279,396 71,032

(2) 長期貸付金  20,146 ― △20,146

(3) 繰延税金資産  357,042 306,684 △50,357

(4) その他 ※２ 134,362 146,394 12,031

貸倒引当金  △6,000 △6,000 ―

投資その他の資産合計  713,914 8.0 726,475 7.7 12,560

固定資産合計  2,509,274 28.2 2,811,592 29.9 302,317

資産合計  8,901,580 100.0 9,395,497 100.0 493,917
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前連結会計年度 

(平成18年11月30日) 

当連結会計年度 

(平成19年11月30日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 支払手形及び買掛金  291,482 482,599 191,116

２ 短期借入金 ※３ 917,155 100,000 △817,155

３ 未払法人税等  496,561 427,408 △69,152

４ 未払費用  453,837 464,229 10,391

５ 賞与引当金  43,900 62,110 18,210

６ 役員賞与引当金  28,161 14,200 △13,961

７ ＰＣＢ処理引当金  ― 18,000 18,000

８ その他 ※３ 147,413 147,243 △170

流動負債合計  2,378,510 26.7 1,715,791 18.2 △662,719

Ⅱ 固定負債  

１ 長期借入金 ※３ 312,500 712,500 400,000

２ 退職給付引当金  796,748 835,314 38,566

３ 役員退職慰労引当金  181,387 159,187 △22,200

固定負債合計  1,290,636 14.5 1,707,001 18.2 416,365

負債合計  3,669,147 41.2 3,422,793 36.4 △246,353

(少数株主持分)  

少数株主持分  ― ― ― ― ―

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金  1,286,250 14.5 1,286,250 13.7 ―

２ 資本剰余金  543,750 6.1 543,750 5.8 ―

３ 利益剰余金  3,407,852 38.3 4,173,678 44.4 765,825

 ４ 自己株式  △7,788 △0.1 △24,756 △0.3 △16,967

   株主資本合計  5,230,064 58.8 5,978,921 63.6 748,857

Ⅱ 評価・換算差額等  

１ その他有価証券 
評価差額金  77,877 0.9 66,321 0.7 △11,555

 ２ 為替換算調整勘定  △75,509 △0.9 △72,540 △0.7 2,969

   評価・換算差額等合計  2,368 0.0 △6,218 △0.0 △8,586

純資産合計  5,232,432 58.8 5,972,703 63.6 740,270

負債純資産合計  8,901,580 100.0 9,395,497 100.0 493,917

  

 



 
岡野バルブ製造㈱（6492）平成19年11月期決算短信 

11 

② 連結損益計算書 

 

  

前連結会計年度 

(自 平成17年12月１日 

至 平成18年11月30日)

当連結会計年度 

(自 平成18年12月１日 

至 平成19年11月30日)

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 

Ⅰ 売上高  10,549,652 100.0 11,763,032 100.0 1,213,379

Ⅱ 売上原価 ※１ 7,761,123 73.6 8,740,035 74.3 978,911

売上総利益  2,788,529 26.4 3,022,996 25.7 234,467

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,330,393 12.6 1,341,002 11.4 10,608

営業利益  1,458,135 13.8 1,681,994 14.3 223,858

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息  700 1,445 745

２ 受取配当金  2,080 2,793 713

３ 不動産等賃貸料  24,308 22,282 △2,026

４ 受取保険金  8,229 9,804 1,575

５  持分法による投資利益  ― 91 91

６ その他  11,889 9,072 △2,817

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息  14,146 13,292 △854

２ 売上割引  1,858 4,568 2,709

３ 貸倒引当金繰入額  16,934 ― △16,934

４ 持分法による投資損失  22,298 ― △22,298

５ ＰＣＢ処理費用  ― 18,000 18,000

６ その他  1,486 2,397 911

経常利益  1,448,620 13.7 1,689,226 14.4 240,605

Ⅵ 特別利益  

１ 固定資産売却益 ※２ ― 1,945 1,945

Ⅶ 特別損失  

１ 固定資産除却損 ※３ 10,241 33,692 23,450

２ 投資有価証券評価損  5,694 ― △5,694

税金等調整前当期純利益  1,432,685 13.6 1,657,479 14.1 224,793

法人税､住民税及び事業税  693,000 6.6 742,050 6.3 49,050

法人税等調整額  △27,392 △0.3 15,341 0.1 42,733

当期純利益  767,077 7.3 900,087 7.7 133,010
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③ 連結株主資本等変動計算書 

 前連結会計期間（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

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

連結会計年度の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △80,582 ― △80,582

役員賞与 ― ― △20,488 ― △20,488

当期純利益 ― ― 767,077 ― 767,077

自己株式の取得 ― ― ― △3,479 △3,479

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度の変動額 
 （純額） 

― ― ― ― ―

連結会計年度の変動額合計 
（千円） 

― ― 666,007 △3,479 662,528

平成18年11月30日残高（千円） 1,286,250 543,750 3,407,852 △7,788 5,230,064

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

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

連結会計年度の変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― △80,582

役員賞与 ― ― ― △20,488

当期純利益 ― ― ― 767,077

自己株式の取得 ― ― ― △3,479

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度の変動額 
 （純額） 

△4,385 12,104 7,718 7,718

連結会計年度の変動額合計 
（千円） 

△4,385 12,104 7,718 670,246

平成18年11月30日残高（千円） 77,877 △75,509 2,368 5,232,432
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 当連結会計期間（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年11月30日残高（千円） 1,286,250 543,750 3,407,852 △7,788 5,230,064

連結会計年度の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △134,261 ― △134,261

当期純利益 ― ― 900,087 ― 900,087

自己株式の取得 ― ― ― △16,967 △16,967

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度の変動額 
 （純額） 

― ― ― ― ―

連結会計年度の変動額合計 
（千円） 

― ― 765,825 △16,967 748,857

平成19年11月30日残高（千円） 1,286,250 543,750 4,173,678 △24,756 5,978,921

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年11月30日残高（千円） 77,877 △75,509 2,368 5,232,432

連結会計年度の変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― △134,261

当期純利益 ― ― ― 900,087

自己株式の取得 ― ― ― △16,967

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度の変動額 
 （純額） 

△11,555 2,969 △8,586 △8,586

連結会計年度の変動額合計 
（千円） 

△11,555 2,969 △8,586 740,270

平成19年11月30日残高（千円） 66,321 △72,540 △6,218 5,972,703
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年12月１日
至 平成18年11月30日)

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

比較増減 

区分 注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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  1,432,685 1,657,479 224,793

減価償却費  186,805 195,440 8,634

賞与引当金の増加額  5,000 18,210 13,210

役員賞与引当金の増加額 

(△は減少額) 
 28,161 △13,961 △42,122

退職給付引当金の増加額  76,998 38,566 △38,432

役員退職慰労引当金の増加額 

(△は減少額) 
 16,049 △22,200 △38,249

貸倒引当金の増加額 

(△は減少額) 
 4,895 △76 △4,971

ＰＣＢ処理引当金の増加額  ― 18,000 18,000

受取利息及び受取配当金  △2,780 △4,239 △1,458

支払利息  14,146 13,292 △854

持分法による投資損失 

(△は投資利益) 
 22,298 △91 △22,390

固定資産売却益  ― △1,945 △1,945

投資有価証券評価損  5,694 ― △5,694

固定資産除却・売却損  10,241 33,692 23,450

役員賞与の支払額  △20,488 ― 20,488

売上債権の減少額 

(△は増加額) 
 607,005 △649,181 △1,256,187

棚卸資産の増加額  △176,434 △144,269 32,164

仕入債務の増加額 

(△は減少額) 
 △19,542 191,116 210,659

未払消費税等の増加額 

(△は減少額) 
 34,109 △25,877 △59,986

その他流動資産の減少額 

(△は増加額) 
 3,121 △7,931 △11,053

その他流動負債の増加額  53,818 18,971 △34,846

その他  △916 △8,556 △7,640

小計  2,280,867 1,306,437 △974,429

利息及び配当金の受取額  14,276 4,239 △10,036

利息の支払額  △13,559 △12,995 563

法人税等の支払額  △558,125 △815,811 △257,685

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,723,458 481,870 △1,241,588
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入れによる支出  ― △160,000 △160,000

有形固定資産の取得による支出  △175,428 △487,873 △312,444

有形固定資産の売却による収入  ― 2,000 2,000

有形固定資産の除却による支出  ― △14,228 △14,228

投資有価証券の取得による支出  △144,000 △31,136 112,864

貸付金の回収による収入  169,206 20,146 △149,059

その他  △20,000 ― 20,000

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △170,222 △671,091 △500,868

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入  250,000 ― △250,000

短期借入金の返済による支出  △750,000 ― 750,000

長期借入れによる収入  500,000 500,000 ―

長期借入金の返済による支出  △654,684 △917,155 △262,470

自己株式の増加額  △3,479 △16,967 △13,488

配当金の支払額  △80,732 △134,112 △53,380

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △738,896 △568,235 170,661

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

  (△は減少額) 
 814,340 △757,456 △1,571,796

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  1,684,250 2,498,590 814,340

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高  2,498,590 1,741,134 △757,456
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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 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数   ２社 

   岡野サービス㈱、岡野メンテナンス㈱であり、子

会社はすべて連結しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1)  

同左 

    

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数   ３社 

   岡野工事㈱、スペロ機械工業㈱、大連岡野閥門廠

であり、関連会社はすべて持分法を適用しておりま

す。    

２ 持分法の適用に関する事項 

(1)  

同左 

 (2) 持分法の適用会社のうち、決算日が連結決算日と

異なる会社については、各社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。 

 (2) 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社の岡野サービス㈱及び岡野メンテナンス

㈱の決算日は９月30日であります。 

  連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

   有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの……決算期末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は、全部純資

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) 

     時価のないもの……移動平均法による原価法

   たな卸資産 

    製品…………個別法による原価法 

    仕掛品………個別法による原価法 

    原材料………移動平均法による原価法 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

   有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

同左 

 

     時価のないもの 

同左 

   たな卸資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法 

   有形固定資産……定額法 

    なお、耐用年数及び残存価額については、法人

税法に規定する方法と同一の基準によっており

ます。 

   無形固定資産……定額法 

    なお、耐用年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法 

   有形固定資産 

定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

    建物      10～50年 

    機械及び装置  10～12年 

  (会計処理の変更) 

    法人税法の改正((所得税法等の一部を改正す

る法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び

(法人税法施行令 平成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

    これに伴う影響は軽微であります。 
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前連結会計年度 

(自 平成17年12月１日 
至  平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

    無形固定資産 

定額法 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

   貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

   貸倒引当金 

同左 

   賞与引当金 

連結子会社については、従業員の賞与の支給

に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結

会計年度の負担額を計上しております。 

   賞与引当金 

同左 

   役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見

込額の当連結会計年度の負担額を計上しており

ます。 

   役員賞与引当金 

            同左 

――――    ＰＣＢ処理引当金 

ＰＣＢ(ポリ塩化ビフェニル)の処分等にかか

る支出に備えるため、今後発生すると見込まれ

る額を計上しております。 

   退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産に基づ

き、当連結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

    なお、会計基準変更時差異(1,764,717千円)に

ついては、10年による定額法により費用処理し

ております。 

    数理計算上の差異については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により翌連結会計年度から費用

処理しております。 

   退職給付引当金 

同左 

 

 

   役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しております。 

   役員退職慰労引当金 

同左 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっておりま

す。 

 (5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

同左 

５ 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。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 

同左 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成19年11月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       4,593,272千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       4,688,453千円
 

※２ 関連会社に係る注記 

   関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 47,696千円

その他投資その他の資産 
(出資金) 

63,707 〃 

 

※２ 関連会社に係る注記 

   関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 46,982千円

その他投資その他の資産 
(出資金) 

67,482 〃 

 
※３ 担保資産の注記 

土地 188,825千円

※ (52,255 〃)

建物 422,966 〃 

※ (257,365 〃)

機械及び装置 350,827 〃 

※ (102,425 〃)

計 962,619千円

※ (412,047 〃)

   は、下記債務等の担保に供しています。 

短期借入金 916,960千円

長期借入金 312,500 〃 

前受金 633 〃 

計 1,230,093千円

    ※( )書は内財団抵当分 

※３ 担保資産の注記 

土地 188,825千円

※ (52,255 〃)

建物 391,898 〃 

※ ( 238,696 〃)

機械及び装置 320,282 〃 

※ (87,048 〃)

計 901,005千円

※ (377,999 〃)

   は、下記債務等の担保に供しています。 

短期借入金 100,000千円

長期借入金 712,500 〃 

前受金 194 〃 

計 812,694千円

    ※( )書は内財団抵当分 

 

(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。 

一般管理費 50,216千円

当期製造費用 43,699 〃 

計 93,916千円

    

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。 

一般管理費 39,705千円

当期製造費用 49,139 〃 

計 88,844千円
 

※２ 

――――― 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。 

   機械装置及び運搬具          1,945千円

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

(1) 建物及び構築物 6,524千円

(2) 機械装置及び運搬具 2,034 〃 

(3) その他固定資産  1,682 〃 

  計 10,241千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

(1) 建物及び構築物 14,043千円

(2) 機械装置及び運搬具 4,373 〃 

(3) その他固定資産 1,046 〃 

(4) 解体撤去費他 14,228 〃

  計 33,692千円
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

 前連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 17,930,000 ― ― 17,930,000
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 20,675 6,050 ― 26,725
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  6,050株 

 

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年２月24日 
定時株主総会 

普通株式 35,818 2.0 平成17年11月30日 平成18年２月27日

平成18年７月19日 
取締役会 

普通株式 44,763 2.5 平成18年５月31日 平成18年８月21日

 

 (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 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年２月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 80,564 4.5 平成18年11月30日 平成19年２月28日

 

 

当連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 17,930,000 ― ― 17,930,000
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 26,725 15,900 ― 42,625
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  15,900株 

 

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年２月27日 
定時株主総会 

普通株式 80,564 4.5 平成18年11月30日 平成19年２月28日

平成19年７月18日 
取締役会 

普通株式 53,697 3.0 平成19年５月31日 平成19年８月21日
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 (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 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成20年２月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 53,662 3.0 平成19年11月30日 平成20年２月29日

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,498,590千円

現金及び現金同等物 2,498,590千円
 

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,901,134千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △160,000千円

現金及び現金同等物 1,741,134千円
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（2）リース取引関係 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却累 
計額相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 
及び運搬具 

211,815 97,995 113,820

その他 78,650 46,486 32,163

合計 290,465 144,481 145,984

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 
及び運搬具 

405,539 121,939 283,599

その他 101,642 34,814 66,827

合計 507,181 156,754 350,427

   なお、機械装置における取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が、機械装置の期末残高等に占

める割合に重要性が増したため、当連結会計年度よ

り利子抜き法により算定しております。 

   その他につきましては、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 44,322千円

１年超 101,661 〃 

合計 145,984千円

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 69,012千円

１年超 286,614 〃 

合計 355,626千円

   なお、機械装置における未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残高が、機械装置の

期末残高等に占める割合に重要性が増したため、当

連結会計年度より利子抜き法により算定しておりま

す。 

   その他につきましては、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 53,954千円

減価償却費相当額 53,954 〃 
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 68,083千円

減価償却費相当額 63,438 〃 

支払利息相当額 7,124 〃 
 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  (5) 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。 
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（3）セグメント情報 

 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

 

 
バルブ事業 
(千円) 

メンテナンス
事業(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社
(千円) 

連結 
(千円) 

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 4,268,808 6,280,844 10,549,652 ― 10,549,652

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 4,268,808 6,280,844 10,549,652 ― 10,549,652

営業費用 3,830,192 4,647,084 8,477,276 614,240 9,091,517

営業利益 438,615 1,633,759 2,072,375 (614,240) 1,458,135

Ⅱ 資産・減価償却費 
及び資本的支出 

資産 4,259,666 3,992,052 8,251,719 649,860 8,901,580

減価償却費 128,072 52,865 180,937 5,868 186,805

資本的支出 91,467 70,944 162,411 26,521 188,933

 

当連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

 

 
バルブ事業 
(千円) 

メンテナンス
事業(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社
(千円) 

連結 
(千円) 

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 4,915,480 6,847,552 11,763,032 ― 11,763,032

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 4,915,480 6,847,552 11,763,032 ― 11,763,032

営業費用 4,422,877 5,045,305 9,468,182 612,855 10,081,038

営業利益 492,602 1,802,246 2,294,849 (612,855) 1,681,994

Ⅱ 資産・減価償却費 
及び資本的支出 

資産 4,165,180 4,605,100 8,770,280 625,216 9,395,497

減価償却費 131,942 55,677 187,619 7,820 195,440

資本的支出 182,480 309,715 492,195 12,220 504,416

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業の主な製品 
(イ)バルブ事業……………高温・高圧用鋳鍛鋼弁、中・低圧用鋳鍛鋼弁、超低温用鋳鍛鋼弁、原子力用各

種鋳鍛鋼弁、石油化学用弁、各種安全弁、各種鋳鋼素材 
(ロ)メンテナンス事業……各種弁定期点検、各種弁補修工事 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務グループ、

人事グループ等管理部門に係る費用であります。 

前連結会計年度 614,240千円

当連結会計年度 612,855 〃 
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４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(定期預金)、

長期投資資金(投資有価証券)及び総務グループ、人事グループ等管理部門に係る資産等であります。 

前連結会計年度 649,860千円

当連結会計年度   625,216 〃 

 

 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がない

ため該当事項はありません。 

 

 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

 東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 893,711 242,195 1,135,906

Ⅱ 連結売上高 ( 〃 ) ― ― 10,549,652

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

8.5 2.3 10.8

  （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 東アジア・・・・・・中国、韓国、台湾、香港 

(2) その他の地域・・・・サウジアラビア、マレーシア等 

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

 

当連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

 当連結会計期間の海外売上高は1,159,533千円、連結売上高は11,763,032千円であり、連結売上高

に占める海外売上高の割合が9.9%と10％未満であるため、記載を省略しております。 
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（4）１株当たり情報 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

１株当たり純資産額 292.26円
 

１株当たり純資産額 333.91円
 

１株当たり当期純利益金額 42.84円
 

１株当たり当期純利益金額 50.29円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

きましては潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

きましては潜在株式がないため記載しておりません。 

（注）算定上の基礎 

   １ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度 

(平成18年11月30日) 
当連結会計年度 

(平成19年11月30日) 

純資産の部の合計額(千円) 5,232,432 5,972,703

普通株式に係る純資産額(千円) 5,232,432 5,972,703

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純資

産額の算定に用いられた普通株式に係る当連結会計年度

末の純資産額との差額 (千円) 

― ―

普通株式の発行済株式数(株) 17,930,000 17,930,000

普通株式の自己株式数(株) 26,725 42,625

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

(株) 
17,903,275 17,887,375

   ２ １株当たり当期純利益 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日)

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 767,077 900,087

普通株式に係る当期純利益(千円) 767,077 900,087

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 17,906,009 17,896,345

 

（5）重要な後発事象 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

該当事項はありません。 同左 
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（6）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 

事業の種類別セグメントの名称 総重量又は製造原価 前年同期比(％) 

バルブ事業 809,884kg +4.0 

メンテナンス事業 4,713,617千円 +9.1 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

②受注状況 

当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 

事業の種類別 
セグメントの名称 

受注高(千円) 
前年同期比

(％) 
受注残高(千円) 

前年同期比
(％) 

バルブ事業 6,125,820 +30.1 4,132,972 +41.4

メンテナンス事業 7,528,078 +6.9 4,573,405 +17.5

合計 13,653,898 +16.2 8,706,377 +27.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

③販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

バルブ事業 4,915,480 +15.1 

メンテナンス事業 6,847,552 +9.0 

合計 11,763,032 +11.5 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

三井物産㈱ 6,108,759 58.0 6,627,133 56.3

岡野商事㈱ 2,021,736 19.2 2,104,638 17.9
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 個別財務諸表等 

（1）財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成18年11月30日) 
当事業年度 

(平成19年11月30日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金  2,367,664 1,553,259 △814,405

２ 受取手形  2,535 ― △2,535

３ 売掛金 ※３ 1,837,252 2,506,973 669,720

４ 有価証券  60,000 ― △60,000

５ 製品  70,085 93,473 23,388

６ 仕掛品  1,648,622 1,709,442 60,820

７ 原材料  57,299 108,104 50,804

８ 前払費用  30,183 33,575 3,392

９ 繰延税金資産  154,788 193,504 38,716

10 その他  37,209 39,892 2,683

貸倒引当金  △32,934 △32,858 76

流動資産合計  6,232,705 70.7 6,205,366 68.3 △27,339

Ⅱ 固定資産  

 〔1〕有形固定資産 ※1,2 

１ 建物  738,524 935,066 196,542

２ 構築物  103,706 108,487 4,780

３ 機械及び装置  544,792 514,496 △30,296

４ 車輌運搬具  4,214 3,640 △574

５ 工具、器具及び備品  106,543 207,122 100,579

６ 土地  384,999 384,999 ―

７ 建設仮勘定  8,311 2,226 △6,085

有形固定資産合計  1,891,092 21.4 2,156,038 23.7 264,946

 〔2〕無形固定資産  

１ 特許使用権  5,000 2,500 △2,500

２ 電話加入権  920 920 ―

無形固定資産合計  5,920 0.1 3,420 0.0 △2,500
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前事業年度 

(平成18年11月30日) 
当事業年度 

(平成19年11月30日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 

 〔3〕投資その他の資産  

１ 投資有価証券  160,667 232,414 71,746

２ 関係会社株式  42,050 42,050 ―

３ 出資金  11,222 11,282 60

４ 関係会社出資金  86,391 86,391 ―

５ 従業員に対する長期貸
付金  146 ― △146

６ 長期前払費用  1,033 7,949 6,916

７ 繰延税金資産  340,034 294,770 △45,263

８ 差入保証金  56,501 56,421 △80

貸倒引当金  △6,000 △6,000 ―

投資その他の資産合計  692,046 7.8 725,279 8.0 33,232

固定資産合計  2,589,058 29.3 2,884,737 31.7 295,679

資産合計  8,821,764 100.0 9,090,104 100.0 268,339

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 買掛金 ※３ 361,779 564,824 203,044

２ 一年以内に返済すべき 
  長期借入金 ※２ 917,155 100,000 △817,155

３ 未払金  8,181 44,088 35,907

４ 未払法人税等  485,681 415,929 △69,752

５ 未払事業所税  11,174 11,753 579

６ 未払消費税等  71,420 41,337 △30,082

７ 未払費用  426,859 433,527 6,667

８ 前受金 ※２ 633 1,795 1,161

９ 役員賞与引当金  24,561 10,000 △14,561

10 ＰＣＢ処理引当金  ― 18,000 18,000

11 預り金  17,124 18,510 1,385

流動負債合計  2,324,571 26.3 1,659,766 18.3 △664,804
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前事業年度 

(平成18年11月30日) 
当事業年度 

(平成19年11月30日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 

Ⅱ 固定負債  

１ 長期借入金 ※２ 312,500 712,500 400,000

２ 関係会社長期借入金  210,000 ― △210,000

３ 退職給付引当金  788,355 829,400 41,044

４ 役員退職慰労引当金  170,940 157,391 △13,549

固定負債合計  1,481,795 16.8 1,699,291 18.7 217,495

負債合計  3,806,367 43.1 3,359,058 37.0 △447,308

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金  1,286,250 14.6 1,286,250 14.2 ―

２ 資本剰余金  543,750 6.2 543,750 6.0 ―

３ 利益剰余金  3,115,307 35.3 3,859,480 42.4 744,172

４ 自己株式  △7,788 △0.1 △24,756 △0.3 △16,967

株主資本合計  4,937,519 56.0 5,664,723 62.3 727,204

Ⅱ 評価・換算差額等  

１ その他有価証券 
  評価差額金  77,877 66,321 △11,555

評価・換算差額 
等合計  77,877 0.9 66,321 0.7 △11,555

純資産合計  5,015,397 56.9 5,731,045 63.0 715,648

負債純資産合計  8,821,764 100.0 9,090,104 100.0 268,339
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② 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日)

当事業年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日)

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 ※１ 10,533,745 100.0 11,751,703 100.0 1,217,958

Ⅱ 売上原価 ※２ 7,817,873 74.2 8,783,693 74.8 965,820

売上総利益  2,715,872 25.8 2,968,010 25.2 252,138

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 1,331,889 12.7 1,332,231 11.3 341

営業利益  1,383,982 13.1 1,635,779 13.9 251,796

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息及び配当金 ※１ 31,742 5,914 △25,828

２ 受取保険金  8,090 9,462 1,371

３ 不動産等受取賃貸料 ※１ 27,648 26,310 △1,337

４ その他  11,831 9,180 △2,651

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息及び割引料  15,285 14,149 △1,135

２ 売上割引  1,858 4,568 2,709

３ 貸倒引当金繰入額  16,934 ― △16,934

４ ＰＣＢ処理費用  ― 18,000 18,000

５ その他  1,467 2,365 897

経常利益  1,427,750 13.5 1,647,562 14.0 219,812

Ⅵ 特別利益  

１ 固定資産売却益 ※３ ― 1,945 1,945

Ⅶ 特別損失  

１ 固定資産除却損 ※４ 9,974 33,692 23,717

２ 関係会社株式評価損  5,320 ― △5,320

３ 投資有価証券評価損  374 ― △374

税引前当期純利益  1,412,081 13.4 1,615,815 13.7 203,733

法人税、住民税及び事
業税  660,000 6.3 723,000 6.1 63,000

法人税等調整額  △17,191 △0.2 14,381 0.1 31,572

当期純利益  769,272 7.3 878,434 7.5 109,161
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③ 株主資本等変動計算書 

   前事業年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成17年11月30日残高 
（千円） 

1,286,250 543,750 157,235 1,300,000 986,269

事業年度中の変動額 

剰余金の配当 ― ― ― ― △80,582

役員賞与 ― ― ― ― △16,888

当期純利益 ― ― ― ― 769,272

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） 

― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
（千円） 

― ― ― ― 671,802

平成18年11月30日残高 
（千円） 

1,286,250 543,750 157,235 1,300,000 1,658,071

 

株主資本 
評価・換算差額

等 

 
自己株式 

株主資本 
合計 

その他有価証券
評価差額金 

純資産 
合計 

平成17年11月30日残高 
（千円） 

△4,309 4,269,196 82,262 4,351,459

事業年度中の変動額 

剰余金の配当 ― △80,582 ― △80,582

役員賞与 ― △16,888 ― △16,888

当期純利益 ― 769,272 ― 769,272

自己株式の取得 △3,479 △3,479 ― △3,479

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額 
（純額） 

― ― △4,385 △4,385

事業年度中の変動額合計
（千円） 

△3,479 668,323 △4,385 663,938

平成18年11月30日残高 
（千円） 

△7,788 4,937,519 77,877 5,015,397
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   当事業年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年11月30日残高 
（千円） 

1,286,250 543,750 157,235 1,300,000 1,658,071

事業年度中の変動額 

剰余金の配当 ― ― ― ― △134,261

当期純利益 ― ― ― ― 878,434

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） 

― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
（千円） 

― ― ― ― 744,172

平成19年11月30日残高 
（千円） 

1,286,250 543,750 157,235 1,300,000 2,402,244

 

株主資本 
評価・換算差額

等 

 
自己株式 

株主資本 
合計 

その他有価証券
評価差額金 

純資産 
合計 

平成18年11月30日残高 
（千円） 

△7,788 4,937,519 77,877 5,015,397

事業年度中の変動額 

剰余金の配当 ― △134,261 ― △134,261

当期純利益 ― 878,434 ― 878,434

自己株式の取得 △16,967 △16,967 ― △16,967

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額 
（純額） 

― ― △11,555 △11,555

事業年度中の変動額合計
（千円） 

△16,967 727,204 △11,555 715,648

平成19年11月30日残高 
（千円） 

△24,756 5,664,723 66,321 5,731,045
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重要な会計方針 

 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

  子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

  その他有価証券 

   時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部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) 

   時価のないもの…移動平均法による原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

  子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 製品…………個別法による原価法 

 (2) 仕掛品………個別法による原価法 

 (3) 原材料………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 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

  法人税法に規定する減価償却の方法と同一の基準を

採用しており、定額法によっております。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 

   定額法 

   なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

  建物      10～50年 

  機械及び装置  10～12年 

 (会計処理の変更) 

   法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法

施行令 平成19年３月30日 政令第83号))に伴い、

平成19年４月１日以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法に変更しておりま

す。 

   これに伴う影響は軽微であります。 

 無形固定資産 

   定額法 

４ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

   期末現在に有する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。

４ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

(2)役員賞与引当金 

   役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込

額の当事業年度の負担額を計上しております。  

 (2)役員賞与引当金 

同左 

 (3)  

―――― 

 (3)ＰＣＢ処理引当金 

    ＰＣＢ(ポリ塩化ビフェニル)の処分等にかかる

支出に備えるため、今後発生すると見込まれる額を

計上しております。 
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前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末におい

て発生していると認められる額を計上しておりま

す。 

   会計基準変更時差異(1,764,717千円)について

は、10年による定額法により費用処理しておりま

す。 

   数理計算上の差異については、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により翌期から費用処理しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規

に基づく期末要支給額を計上しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

同左 

５ 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。 

５ リース取引の処理方法 

 

同左 

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 

  消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

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 

同左 

 



 
岡野バルブ製造㈱（6492）平成19年11月期決算短信 

34 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成18年11月30日) 

当事業年度 
(平成19年11月30日) 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

       4,524,752千円
 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

       4,613,072千円
 

※２ この内 

土地 334,119千円

※ (52,255 〃)

建物 423,961 〃 

※ (257,365 〃)

機械及び装置 350,827 〃 

※ (102,425 〃)

計 1,108,908千円

※ (412,047 〃)

  は、下記債務等の担保に供しています。 

一年以内に返済すべき 
長期借入金 

916,960千円

長期借入金 312,500 〃 

前受金 633 〃 

計 1,230,093千円

    ※( )書は内財団抵当分 

※２ この内 

土地 334,119千円

※ (52,255 〃)

建物 392,893 〃 

※ (238,696 〃)

機械及び装置 320,282 〃 

※ (87,048 〃)

計 1,047,295千円

※ (377,999 〃)

  は、下記債務等の担保に供しています。 

一年以内に返済すべき 
長期借入金 

100,000千円

長期借入金 712,500 〃 

前受金 194 〃 

計 812,694千円

    ※( )書は内財団抵当分 

※３ 関係会社に係る資産及び負債 

  区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりであります。 

 売掛金 492,279千円

 買掛金 97,022 〃 
 

※３ 関係会社に係る資産及び負債 

  区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりであります。 

 売掛金 452,545千円

 買掛金 118,785 〃 
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

※１ 関係会社との取引にかかわるものが、次のとおり

含まれております。 

(1) 製品売上高 1,072,242千円

(2) メンテナンス売上高 949,493 〃 

(3) 受取配当金 28,941 〃 

(4) 不動産等賃貸料 23,554 〃 
 

※１ 関係会社との取引にかかわるものが、次のとおり

含まれております。 

(1) 製品売上高 1,229,695千円

(2) メンテナンス売上高 874,942 〃 

(3) 受取配当金 2,245 〃 

(4) 不動産等賃貸料 22,443 〃 
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。 

一般管理費 50,216千円

当期製造費用 43,699 〃 

計 93,916千円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。 

一般管理費 39,705千円

当期製造費用 49,139 〃 

計 88,844千円
 

※３  

―――― 

※３ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。 

   機械及び装置            1,945千円

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

(1) 建物 6,524千円

(2) 構築物 130 〃 

(3) 機械及び装置 2,034 〃 

(4) 工具、器具及び備品 1,286 〃 

  計  9,974千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

(1) 建物 12,411千円

(2) 構築物 1,632 〃 

(3) 機械及び装置 4,338 〃 

(4) 工具、器具及び備品 1,046 〃 

(5) 解体撤去費他 14,263 〃

  計 33,692千円
 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 20,675 6,050 ― 26,725 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  6,050株 

 

当事業年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 26,725 15,900 ― 42,625 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  15,900株 

 



 
岡野バルブ製造㈱（6492）平成19年11月期決算短信 

36 

（2）リース取引関係 

 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却累 
計額相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械及び 
装置 

118,616 37,487 81,128

車輌運搬具 86,647 55,538 31,108

工具、器具及
び備品 

78,650 46,486 32,163

合計 283,913 139,512 144,400

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。 

 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械及び 
装置 

312,868 63,366 249,501

車輌運搬具 89,395 55,570 33,824

工具、器具及
び備品 

101,642 34,814 66,827

合計 503,905 153,751 350,154

   なお、機械及び装置における取得価額相当額は、

未経過リース料期末残高が、機械及び装置の期末残

高等に占める割合に重要性が増したため、当事業年

度より利子抜き法により算定しております。 

   その他につきましては、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 43,012千円

１年超 101,388 〃 

合計 144,400千円

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 68,739千円

１年超 286,614 〃 

合計 355,353千円

   なお、機械及び装置における未経過リース料期末

残高相当額は、未経過リース料期末残高が、機械及

び装置の期末残高等に占める割合に重要性が増した

ため、当事業年度より利子抜き法により算定してお

ります。 

   その他につきましては、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 52,644千円

減価償却費相当額 52,644 〃 

  

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 66,773千円

減価償却費相当額 62,128 〃 

支払利息相当額 7,124 〃 
 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  (5) 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。 
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（3）１株当たり情報 
 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

１株当たり純資産額 280.14円
 

１株当たり純資産額 320.40円
 

１株当たり当期純利益金額 42.96円
 

１株当たり当期純利益金額 49.08円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

きましては潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

きましては潜在株式がないため記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前事業年度 

(平成18年11月30日) 
当事業年度 

(平成19年11月30日) 

純資産の部の合計額(千円) 5,015,397 5,731,045

普通株式に係る純資産額(千円) 5,015,397 5,731,045

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純資産額

の算定に用いられた普通株式に係る当事業年度末の純資

産額との差額 (千円) 

― ―

普通株式の発行済株式数(株) 17,930,000 17,930,000

普通株式の自己株式数(株) 26,725 42,625

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

(株) 
17,903,275 17,887,375

２ １株当たり当期純利益 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日)

当事業年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 769,272 878,434

普通株式に係る当期純利益(千円) 769,272 878,434

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 17,906,009 17,896,345

 

（4）重要な後発事象 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

該当事項はありません。 同左 

 




