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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 70,837 ― 4,642 ― 4,269 ― 2,484 ―

20年3月期第2四半期 76,009 9.2 6,032 7.2 5,651 7.1 3,410 △29.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 21.96 21.95
20年3月期第2四半期 29.49 29.43

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

21年3月期第2四半期 110,334 54,065 48.2 470.06
20年3月期 109,310 53,337 47.9 463.16

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  53,163百万円 20年3月期  52,391百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

※詳細は、本日公表の「平成21年３月期（第95期）配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 135,000 △9.6 9,200 △20.8 8,400 △20.2 4,850 △22.9 42.88

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

※詳細は、４ページ[定性的情報・財務諸表等]４．その他（２）をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

※詳細は、５ページ[定性的情報・財務諸表等]４．その他（３）をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
１．平成20年５月９日に公表しております連結業績予想は、通期について修正しております。 
２．業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報により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異なる結果となる可能性が
あります。詳細は４ページ[定性的情報・財務諸表等]３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日内閣府令第50号）附則第7条第1
項第5号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  120,396,511株 20年3月期  120,396,511株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  7,298,457株 20年3月期  7,279,922株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  113,110,775株 20年3月期第2四半期  115,646,382株



(参考）平成21年3月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

  

（％表示は対前期増減率）

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有  

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  

  １．平成20年５月９日に公表しております個別業績予想は、通期について修正しております。 

  ２．業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報により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異なる結果となる可能性があります。  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1株当り 

当期純利益 

   百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％  円 銭 

通期 66,300 △2.2 5,100 △23.6 4,800 △26.5 3,000 29.8 26.52 



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の世界金融市場の混乱が世界全体の実体経済へ影響を及

ぼし、原油価格や原材料市況も急落を見せる中、内外需要の減少が見られたほか、円高の進行などもあり企業収益に

大きな影響を受けるところとなりました。 

 このような状況の中、バルブ事業において国内市場、海外市場ともに減収となった他、伸銅品事業においても減収

となった結果、売上高は708億37百万円となりました。 

 損益面では、売上高が減収となったことに加え、当期より見直された棚卸資産の収益性の低下に基づく簿価切下げ

の影響もあり、営業利益は46億42百万円、経常利益は42億69百万円、四半期純利益は24億84百万円となりました。 

 なお、当社が平成14年から同17年に販売した黄銅製差込継手（総販売個数約98万個）の一部について、当初予想さ

れなかった腐食環境下で使用されたことによる漏水事故が発生し、現在予防的交換工事を行っており、当第２四半期

連結累計期間においても工事費用見込額２億86百万円（計上額累計11億99百万円）を計上しました。これにより交換

工事完了分を含め、費用計上したものは、総販売個数の28％となります。 

（事業の種類別セグメント）  

① バルブ事業 

 バルブ事業の外部売上高は建築基準法の改正に伴う手続きの遅れなどによる住宅・ビル着工の減少の影響や半導

体製造装置向けの落ち込み、中東向け売上の減少により473億6百万円となりました。営業利益は、販売量の減少や

棚卸資産の収益性の低下に基づく簿価切下げによる損失の計上もあり56億78百万円となりました。 

② 伸銅品事業 

 伸銅品事業の外部売上高は、販売量の減少及び販売価格の下落により187億44百万円となりました。また、営業

利益は売上高の減少などにより2億64百万円となりました。 

③ サービスその他の事業 

 サービスその他の事業の外部売上高は、フィットネス事業が新店舗の営業開始により増加しましたが全般的に厳

しい状況で推移し、ホテル事業においても宿泊客が減少したことにより47億86百万円となりました。また、ホテル

事業における減収などにより、サービスその他の事業の営業利益は2億12百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、棚卸資産の減少や保有有価証券の時価の下落による減少など

がありましたが、売上債権の増加や間接金融市場の信用収縮の動きがみられたことから手元資金の充実を図った結

果、前連結会計年度末に比べ10億24百万円増加し1,103億34百万円となりました。負債につきましては、長短借入金

の増加などにより、前連結会計年度末に比べ２億96百万円増加し562億68百万円となりました。 

 純資産の部は、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益は24億84百万円となり、配当金の支払いによる繰越利益

剰余金の減少や為替換算調整勘定の減少はありましたが、前連結会計年度末に比べ７億27百万円増加し540億65百万

円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期連結累計期間における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15億

99百万円増の66億69百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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 

 税金等調整前四半期純利益が41億86百万円、減価償却費が17億71百万円となり、売上債権の増加や国内における

法人税等の支払いはありましたが、営業活動によるキャッシュ・フローは、36億47百万円の資金の増加となりまし

た。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 バルブ事業を中心に21億28百万円の設備投資を行い、投資活動による資金の減少は21億14百万円となりまし

た。  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長短借入金の調達などにより手元資金の充実を図った結果、有利子負債は９億76百万円増加し、配当金の支払に

よる減少はありましたが、財務活動による資金の増加は94百万円となりました。 



（注）1.  当社では短期の運転資金需要の発生に備え、当社取引銀行によるシンジケート団との間で総額80億円の短 

期借入金に関するコミットメントライン契約を締結しております。当第２四半期連結会計期間末における当

該借入金の残高はありません。  

2.  当社は、平成20年9月26日に200億円を限度とする社債の発行登録を行いました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（簡便な会計処理） 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 通期の業績予想につきましては、バルブ事業におきましては、急激な円高の進行に伴う収益性の悪化、住宅・ビル

着工の減少、半導体市況の低迷の継続など、経営環境は厳しい状況が続くものと予想されるとともに、伸銅品事業に

おきましても、原材料相場の下落による製品価格の下落による売上高の減少、国内景気の減速による需要の減少が見

込まれます。 

 このような状況の中、平成21年３月期の通期の連結業績につきましては、平成20年５月９日の決算短信で発表した

通期の連結業績予想を以下の通り修正いたします。 

 また、本日「平成21年3月期（第95期）配当予想の修正に関するお知らせ」にて公表しておりますが、上記業績見通

しから、年間15円の配当予想につきまして、中間配当を１株当たり６円とさせていただくとともに、期末の配当予想

も１株当たり６円（年間12円）に修正させていただいております。 

  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 

前回発表予想 

（Ａ) 

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

147,000 11,650 10,650 6,400 56.57 

今回修正予想 

（Ｂ) 
135,000 9,200 8,400 4,850 42.88 

増減額（Ｂ－Ａ) △12,000 △2,450 △2,250 △1,550 － 

増減率（％) △8.2％ △21.0％ △21.1％ △24.2％ －

前期実績 

（平成20年３月期) 
149,274 11,615 10,525 6,290 54.52 

当第２四半期連結累計期間  
（自 平成20年４月１日  
 至 平成20年９月30日） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法により算定している。 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

税金費用の計算  

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。な

お、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示している。 



（３）四半期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 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣

府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財

務諸表規則に基づいて作成しております。 

（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更） 

（４）追加情報 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

会計処理基準に関する事項の変更 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価

法によっていたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均

法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定している。これにより、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ507百万円減少している。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。 

（2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要

な調整を行っている。これによる当第２四半期連結累計期間に与える影響は軽微である。 

（3）リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっていたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平

成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以

後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになっ

たことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理によっている。また、所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用している。これによる当第２四半期連結累計期間に与える影響

は軽微である。 

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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を採用している。 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、従来、耐用年数を12～13年として

いたが、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行い、７～12年

に変更している。これにより、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ75百万円減少している。なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載している。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,669 5,069

受取手形及び売掛金 28,464 27,549

商品及び製品 6,467 6,937

仕掛品 5,205 5,177

原材料及び貯蔵品 7,224 7,508

その他 3,170 3,229

貸倒引当金 △46 △40

流動資産合計 57,155 55,432

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,972 15,274

土地 11,510 11,634

その他（純額） 13,904 14,052

有形固定資産合計 40,386 40,961

無形固定資産 649 658

投資その他の資産 12,142 12,257

固定資産合計 53,178 53,877

資産合計 110,334 109,310

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,367 6,499

1年内償還予定の社債 2,348 2,648

短期借入金 5,557 4,681

1年内返済予定の長期借入金 8,289 6,677

未払法人税等 1,608 1,624

賞与引当金 1,677 1,740

役員賞与引当金 － 108

その他 5,106 5,058

流動負債合計 30,955 29,038

固定負債   

社債 8,818 8,842

長期借入金 12,079 13,398

退職給付引当金 343 343

役員退職慰労引当金 370 360

その他 3,701 3,989

固定負債合計 25,312 26,933

負債合計 56,268 55,972



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 21,207 21,207

資本剰余金 9,430 9,488

利益剰余金 23,995 22,364

自己株式 △2,407 △2,395

株主資本合計 52,225 50,664

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,549 1,754

為替換算調整勘定 △611 △26

評価・換算差額等合計 937 1,727

少数株主持分 902 945

純資産合計 54,065 53,337

負債純資産合計 110,334 109,310



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 70,837

売上原価 55,769

売上総利益 15,067

販売費及び一般管理費 10,424

営業利益 4,642

営業外収益  

受取利息 33

受取配当金 96

為替差益 17

その他 195

営業外収益合計 343

営業外費用  

支払利息 357

売上割引 169

その他 189

営業外費用合計 716

経常利益 4,269

特別利益  

有形固定資産売却益 2

その他 0

特別利益合計 3

特別損失  

有形固定資産除売却損 80

その他 5

特別損失合計 86

税金等調整前四半期純利益 4,186

法人税等 1,698

少数株主利益 4

四半期純利益 2,484



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 4,186

減価償却費 1,771

賞与引当金の増減額（△は減少） △57

退職給付引当金の増減額（△は減少） △65

受取利息及び受取配当金 △130

支払利息 357

売上債権の増減額（△は増加） △1,195

たな卸資産の増減額（△は増加） 419

その他の流動資産の増減額（△は増加） △31

仕入債務の増減額（△は減少） 92

その他の流動負債の増減額（△は減少） 625

その他 △264

小計 5,708

利息及び配当金の受取額 122

利息の支払額 △375

法人税等の支払額 △1,807

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,647

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,128

有形固定資産の売却による収入 20

投資有価証券の取得による支出 △22

その他 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,114

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,026

長期借入れによる収入 3,765

長期借入金の返済による支出 △3,472

社債の発行による収入 981

社債の償還による支出 △1,324

配当金の支払額 △904

その他 22

財務活動によるキャッシュ・フロー 94

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,599

現金及び現金同等物の期首残高 5,069

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,669



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表

規則に基づいて作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

(1）当社の事業区分は、製品系列及び事業の業態により行っている。 

(2）各事業区分の主要な製品又は事業の内容 

２．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」（1）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適

用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益

は、バルブ事業で455百万円、伸銅品事業で52百万円減少している。 

３．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、従来、耐用年

数を12～13年としていたが、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行い、

７～12年に変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期

間の営業利益は、バルブ事業で1百万円、伸銅品事業で74百万円、サービスその他の事業で0百万円それぞ

れ減少している。 

 
バルブ事業 
（百万円） 

伸銅品事業 
（百万円） 

サービスそ
の他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 47,306 18,744 4,786 70,837 － 70,837 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
251 2,041 20 2,314 (2,314) － 

計 47,558 20,785 4,807 73,151 (2,314) 70,837 

営業利益 5,678 264 212 6,155 (1,512) 4,642 

事業区分 主要製品又は事業名 

バルブ事業 青銅バルブ、鉄鋼バルブ、その他バルブ関連製品、フィルター関連製品 

伸銅品事業 伸銅品、伸銅加工品 

サービスその他の事業 ホテル及びレストラン事業、フィットネスクラブ、ガラス工芸品の販売 



〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米  ……… 米国 

(2）アジア ……… 台湾、タイ、中国 

(3）ヨーロッパ ……… スペイン 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」（1）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適

用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益

は、日本で482百万円、北米で0百万円、アジアで24百万円それぞれ減少している。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、従来、耐用年

数を12～13年としていたが、当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行

い、７～12年に変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累

計期間の営業利益は、日本で75百万円減少している。 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
アジア 

（百万円）
ヨーロッパ
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する売

上高 
61,189 3,575 4,929 1,142 70,837 － 70,837 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2,175 0 6,793 155 9,124 (9,124) － 

計 63,364 3,576 11,723 1,297 79,961 (9,124) 70,837 

営業利益 4,736 393 895 92 6,117 (1,474) 4,642 



〔海外売上高〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りである。 

(1）北米  … 米国、カナダ 

(2）アジア … 台湾、中国、タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア他 

(3）その他 … ヨーロッパ、中東、オセアニア他 

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（連結会社間の内部売上高を除

く）である。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  北米 アジア その他 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 4,142 7,092 3,044 14,279 

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 70,837 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 5.8 10.1 4.3 20.2 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 百分比 (%)

Ⅰ 売上高 76,009    100 

Ⅱ 売上原価 59,668 78.5 

売上総利益 16,341 21.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,308 13.6 

営業利益 6,032 7.9 

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息 30   

２．受取配当金 81   

３．負ののれん償却額 5   

４．為替差益 17   

５．保険収入 29   

６．その他 217   

計 382 0.5 

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息 427   

２．売上割引 160   

３．手形売却損 122   

４．その他 53   

計 763 1.0 

経常利益 5,651 7.4 

Ⅵ 特別利益     

１．有形固定資産売却益 33   

２．貸倒引当金戻入 0   

３．その他 6   

計 40 0.1 

Ⅶ 特別損失     

１．有形固定資産売却及び除却損 120   

２．固定資産減損損失 988   

３．その他 45   

計 1,155 1.5 

税金等調整前中間純利益 4,536 6.0 

法人税、住民税及び事業税 790   

法人税等調整額 331   

計 1,121 1.5 

少数株主利益 4 0.0 

中間純利益 3,410 4.5 



（２）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19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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 4,536 

減価償却費 1,601 

負ののれん償却額 △5 

為替差損益 22 

貸倒引当金の増加(△減少)額 △1 

賞与引当金の増加(△減少)額 29 

退職給付引当金の増加(△減少)額 △87 

役員退職金引当金の増加(△減少)額 △28 

役員賞与引当金の増加(△減少)額 △152 

受取利息及び配当金 △111 

支払利息 427 

有形固定資産売却・除却損益 87 

固定資産減損損失 988 

売上債権の減少(△増加)額 632 

たな卸資産の減少(△増加)額 △1,183 

その他の流動資産の減少(△増加)額 533 

仕入債務の増加(△減少)額 △1,111 

その他の流動負債の増加(△減少)額 32 

その他 160 

小計 6,369 

利息及び配当金の受取額 111 

利息の支払額 △429 

法人税等の支払額 △878 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,172 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,328 

有形固定資産の売却による収入 51 

投資有価証券の取得による支出 △8 

投資有価証券の売却による収入 2 

短期貸付金の回収による収入 111 

長期貸付金の回収による収入 4 

その他 △48 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,216 

 



 

前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増(△純減)額 △1,056 

長期借入れによる収入 1,747 

長期借入金の返済による支出 △2,392 

社債の償還による支出 △775 

自己株式の売却による収入 97 

自己株式の取得による支出 △41 

配当金の支払額 △1,040 

少数株主への配当金の支払額 △6 

その他 △4 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,471 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 △552 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,060 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,508 

   



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

(1）当社の事業区分は、製品系列及び事業の業態により行っている。 

(2）各事業区分の主要な製品又は事業の内容 

２．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容 

３．追加情報 

（前中間連結会計期間） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産につ

いては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上している。 

これにより営業利益は、バルブ事業が68百万円、伸銅品事業が16百万円、サービスその他の事業が2百万

円、消去又は全社が3百万円、それぞれ減少している。 

 
バルブ事業 
（百万円） 

伸銅品事業 
（百万円） 

サービスそ
の他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去 
又は全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 49,859 21,277 4,872 76,009 － 76,009 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
275 1,473 25 1,773 (1,773) － 

計 50,134 22,750 4,898 77,783 (1,773) 76,009 

営業費用 43,217 22,384 4,603 70,205 (228) 69,976 

営業利益 6,917 365 295 7,577 (1,544) 6,032 

事業区分 主要製品又は事業名 

バルブ事業 青銅バルブ、鉄鋼バルブ、その他バルブ関連製品、フィルター関連製品 

伸銅品事業 伸銅品、伸銅加工品 

サービスその他の事業 ホテル及びレストラン事業、フィットネスクラブ、ガラス工芸品の販売 

 
前中間連結 
会計期間 

主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額

（百万円） 

1,545 
当社の本社の総務人事部、経理部、経営企画部等の発生費

用で、幕張本社ビルの管理費用を含んでいる。 



〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米  ……… 米国 

(2）アジア ……… 台湾、タイ、中国 

(3）ヨーロッパ ……… スペイン 

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容 

４．追加情報 

（前中間連結会計期間） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上している。 

これにより営業利益は、日本が88百万円、消去又は全社が3百万円、それぞれ減少している。 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りである。 

(1）北米  … 米国、カナダ 

(2）アジア … 台湾、中国、タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア他 

(3）その他 … ヨーロッパ、中東、オセアニア他 

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（連結会社間の内部売上高を除

く）である。 

６．その他の情報 

該当事項はありません。 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
アジア 

（百万円）
ヨーロッパ
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する売

上高 
66,761 4,000 4,064 1,183 76,009 － 76,009 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,955 0 9,011 136 11,104 (11,104) － 

計 68,717 4,001 13,075 1,319 87,114 (11,104) 76,009 

営業費用 62,486 3,538 12,412 1,109 79,548 (9,571) 69,976 

営業利益 6,230 462 663 210 7,565 (1,533) 6,032 

 
前中間連結 
会計期間 

主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額

（百万円） 

1,545 
当社の本社の総務人事部、経理部、経営企画部等の発生費

用で、幕張本社ビルの管理費用を含んでいる。 

  北米 アジア その他 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 4,153 7,361 3,725 15,240 

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 76,009 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 5.5 9.7 4.9 20.1 
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