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1.  20年9月期の連結業績（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

20年9月期 12,425 6.7 834 △36.9 862 △35.7 750 △27.8

19年9月期 11,645 9.4 1,320 35.9 1,342 39.3 1,039 ―

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 ％ ％ ％

20年9月期 28,120.88 ― 10.4 7.3 6.7
19年9月期 40,855.76 ― 16.9 12.6 11.3

（参考） 持分法投資損益 20年9月期  ―百万円 19年9月期  ―百万円

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

20年9月期 12,772 7,430 58.2 278,267.66
19年9月期 10,940 7,021 64.2 262,940.54

（参考） 自己資本   20年9月期  7,430百万円 19年9月期  7,021百万円

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

20年9月期 2,021 △685 △97 3,239
19年9月期 751 △503 △644 2,003

2.  配当の状況 

当社は、平成21年１月の「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の施行日の前日に当社普通株式１株
を100株に株式分割することとしておりますが、21年9月期（予想）の１株当たり配当金については、株式分割を考慮しない額を記載しております。  

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

19年9月期 ― 2,000.00 ― 3,000.00 5,000.00 130 12.2 2.1
20年9月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 133 17.8 1.8

21年9月期 
（予想）

― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 ――― 24.3 ―――

3.  21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

当社は、平成21年１月の「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の施行日の前日に当社普通株式１株
を100株に株式分割することとしておりますが、21年9月期の連結業績予想の１株当たり当期純利益については、株式分割を考慮しない額を記載しております。  

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 5,200 4.1 450 135.4 480 142.3 280 272.5 10,485.23
通期 11,500 △7.4 1,000 19.9 1,050 21.7 550 △26.8 20,596.00

－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) 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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）端株を含めた期末自己株式数は、20年9月期は84.43株、19年9月期は80.77株であります。 
   なお、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、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年9月期  26,786株 19年9月期  26,786株

② 期末自己株式数 20年9月期  84株 19年9月期  80株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年9月期の個別業績（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

20年9月期 590 247.5 584 261.9 680 182.4 635 209.4
19年9月期 169 △1.8 161 4.5 240 16.4 205 6.2

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

20年9月期 23,796.14 ―

19年9月期 8,070.64 ―

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

20年9月期 8,347 6,087 72.9 227,995.69
19年9月期 8,350 5,600 67.1 209,733.47

（参考） 自己資本 20年9月期  6,087百万円 19年9月期  5,600百万円

※ 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、当社が現在入手している情報及び合理的である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、５ページをご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 (当連結会計年度の概況)

　当社グループの主要なマーケットであります国内電力業界におきましては、当連結会計年度の電力需要は、当連結

会計年度前半は厳冬による暖房需要の増加を主な理由に前年度比４％を超える高い伸びとなりましたが、当連結会計

年度後半は猛暑を予感させる初夏の気温は持続せず８・９月は低めの気温で推移したことから冷房需要が伸び悩み、

結果的に年度を通じては、概ね堅調な需要の中で推移いたしました。

　これを発電種類別で見ると、新潟県中越沖地震による東京電力柏崎刈羽原子力発電所の全基停止と、PWR（加圧水型

原子炉）型原子力発電所における６００系ニッケル基合金溶接部での応力腐食割れ事象対策のための運転停止期間長

期化が影響し、原子力発電による発電量は大きく減少いたしました。そして、それを補うために休止火力発電所の運

転が全国各地で再開され、現在もそういった状況が続いております。

　海外マーケットにおきましては、米国、中国を中心として、いくつかの新設原子力発電所の受注にわが国の大手プ

ラントメーカーやその子会社が成功するなど、今後の関連需要の増加を期待させるものとなっております。

　このような環境下、当社グループにおきましては、新設発電所向けバルブ、国内原子力発電所向け大口定期検査工

事、既設発電所向け現地バルブ改造工事などの事業を中心として受注、生産活動を行ってまいりました。

　そして当連結会計年度はこれらと並行して、特に、納期の短いバルブ補修用部品や取替用バルブ製品など、バルブ

メンテナンス業務の中から発生する顧客ニーズを的確に捉えることで、こういった比較的採算性の高い案件を細大漏

らさず受注すべく尽力し、他方工場においては、一定量の工場生産余力を確保することでこれら短納期品の受入体制

を整え対応してまいりました。

　このように、バルブ製造の現場とバルブメンテナンスの現場との密な連携をベースとした提案型営業活動の展開に

より、さらに収益性を高める施策を徹底して実施しております。

　また、今後の当社グループの事業展開をグローバルなものとし、より大きな可能性に挑戦するための基盤とすべく、

ASME（米国機械学会）の認証取得にプロジェクト・チームを設け着手いたしました。

　グループ組織の戦略につきましては、前連結会計年度におきまして、バルブの主要材料を製造する鋳鋼製造子会社

をバルブ製品製造事業子会社に吸収分割により統合し、バルブ製造に関しては素材製造から販売までの一元化を実現

いたしましたが、さらに組織の最適化を求め、当連結会計年度におきましては、このバルブ製品製造事業子会社にバ

ルブメンテナンス事業子会社を吸収合併させる組織再編を平成20年10月１日付で実施することを決定いたしました。

　これでバルブの素材である鋳鋼の製造から、バルブ製品の製造・販売、バルブメンテナンスまでを一貫して行う子

会社が誕生することとなり、バルブ関連事業の実質的な一元化が実現いたします。

　この組織再編で事務関連の大幅な合理化が実現するとともに、グループ内における人材（財）の流動化が容易とな

り、必要とされる人材を機動的に最適配置することでさらなる事業の運営効率改善を進めてまいります。しかし反面、

この組織再編は当社の持株会社としての存在意義を問うものとなることから、今後、現状の持株会社制度について議

論を重ねていく予定であります(※）。

　当連結会計年度におきましては、これらの施策により、売上高は前年に続き過去最高を更新する124億25百万円（前

年同期比6.7％増）となりました。

　しかし損益面では、原油高を要因とした原料・燃料の高騰により、鋳鋼及び鍛造といった原材料コストが著しく上

昇したため、バルブ製品製造事業においては引き続き厳しいコスト環境に晒され、さらには受注損失引当金の発生で

極めて厳しい状況となりましたが、バルブメンテナンス事業での健闘により、営業利益は８億34百万円（同36.9％減）、

経常利益は８億62百万円（同35.7％減）で、ともに大幅な減益ながら、置かれた状況に照らせばその減益幅は最少と

することができました。

　これに、鋳鋼製造事業所の生産設備に対する固定資産の減損損失１億４百万円及び他の特別損益並びに税金費用を

加減算した当期純利益は７億50百万円（同27.8％減）となりました。

　なお、当連結会計年度の表面税率がマイナス0.5％となっておりますが、これは前述の子会社合併の決定に伴い繰延

税金資産の回収可能性を見直した結果、税金費用が大幅に減少したためであります。

※9ページの「会社の対処すべき課題」にその詳細を記載しております。
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（事業部門別の状況）

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

ト間の内部取引を含んでおります。

 

①バルブ製品製造事業部門

　当連結会計年度の主な新設発電所向け売上は、北海道電力泊発電所３号機向け、関西電力堺港発電所１～５号向け

（本案件は既設火力発電所のコンバイドサイクル化改造工事）、中国電力島根原子力発電所３号機向け、電源開発磯

子火力新２号機向けなどであります。

　当連結会計年度は、これら大口案件によって工場の安定的操業度を維持しながら、他方、バルブ製造工場に一定の

生産余力を確保して高収益な短納期案件に即応できる体制を整備することで、収益を拡大する施策を進めてまいりま

した。

　この施策により、売上高は54億79百万円（前年同期比1.2％増）でほぼ前年同期並となりましたが、「外部顧客に対

する売上高」が38億31百万円で前期に比して9.3％減少した反面、バルブメンテナンス事業で受注したバルブ補修用部

品や取替用バルブ製品が増加したため「セグメント間の内部売上高」は16億48百万円で前期に比して38.5％増加いた

しました（※1）。

　損益面におきましても、受注損失引当金の計上により営業利益は８億69百万円の赤字（前年同期は２億10百万円の

赤字）で大幅に損益は悪化しましたが、当連結会計年度の売上案件に対する採算性は本施策によりむしろ改善いたし

ました（※2）。

　新設発電所向け等の大口案件は、受注のためには極めて厳しい価格競争を強いられ、採算確保の観点から今後、受

注方針の見直しが必要であると考えております。そのため、その方針如何によっては将来の受注高が減少することも

想定され、今後ともこういった新たな取組みにより確実に収益確保を目指してまいります。

 

※1.詳細は29、30ページに記載のセグメント情報をご参照ください。

※2.受注損失引当金は、特定の受注案件が将来に売上計上された際に発生すると想定される見積損失額を引当金とし

て当連結会計年度に計上したものであり、当連結会計年度において売上計上された案件に対応する原価ではありませ

ん。また、当該引当金はすべて当事業部門の営業費用（売上原価）としており、その額は６億89百万円となっており

ます。

　 

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、これまでと同じく原子力発電所向け定期検査工事とバルブ改造工事を二本柱として事

業を展開してまいりました。

　顧客のニーズを確実に先取りし、顧客により高い満足度を提供することで確実に受注に結び付けていくため、国内

電力会社をはじめとするエンドユーザーに密着した提案型営業活動を徹底して展開した結果、売上面では最大顧客で

ある関西電力の若狭地区原子力発電所向け定期検査工事が工期の関係で減少したものの、その他の地域での原子力発

電所向け定期検査工事、休止火力発電所の運転再開に伴う点検工事、バルブ補修用部品や取替用バルブ製品、高付加

価値型現地バルブ改造・修理工事などの売上が増加したことにより、売上高は82億75百万円（前年同期比16.4％増）

となり前期に比して大幅な増収を実現することができました。

　損益面におきましても、売上高の増加に伴い営業利益15億19百万円（前年同期比11.1％増）となり、売上高同様に

大幅な増益となりました。

③その他の事業部門

　その他事業部門は、自動車、弱電等向けの焼結金属部品製造が主なものとなりますが、当連結会計年度の売上は３

億31百万円（前年同期比3.1％増）、営業利益は４百万円で、ほぼ前連結会計年度並となりました。

㈱トウアバルブグループ本社（6466）平成 20 年９月期決算短信
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(来期の見通し)

　来期（平成20年10月１日から平成21年９月30日まで）の見通しにつきましては、当連結会計年度末では、バルブ製

品製造事業の受注残高は31億52百万円（前年同期比18.7％減）で、特に来期下半期（平成21年４月から９月）の仕事

量が十分に確保できていない状況です。

　このため、今後、さらに精力的な受注活動を展開し、年度を通じての安定的な工場操業度確保を目指してまいりま

すが、新規プラント案件向けのバルブ製品受注につきましては、材料手配などの面でタイムリミットが迫っているた

め、主にバルブ補修用部品や取替用バルブ製品の受注により工場操業度の確保を目指してまいります。

　バルブメンテナンス事業におきましては、原子力発電所向け大口定期検査工事が、検査サイクルの関係で当連結会

計年度より２～３プラント分減少となる見込みであることから、これによる売上減少分を補うため、よりきめ細かな

受注活動により、現地バルブ改造・修理工事などを中心に売上の確保を目指してまいります。

　このように来期は、バルブ製品製造事業、バルブメンテナンス事業ともに、収益面、損益面で厳しい状況が想定さ

れますが、当社グループのもつ高い技術力・対応力・提案力を背景とした積極的な営業活動の展開により、最小限の

業績の後退に留めるべく尽力していく所存であります。

　現在のところ具体的な来期の業績見通しは、売上高は115億円を、損益については、営業利益10億円、経常利益10億

５千万円、当期純利益５億50百万円をそれぞれ想定しております。

㈱トウアバルブグループ本社（6466）平成 20 年９月期決算短信
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（2）財政状態に関する分析

（資産、負債、純資産の状況)

　当連結会計年度の財政状況は、長期にわたり棚卸資産（仕掛品）となっていた原子力発電所向け定期検査工事が、連

結会計年度末間近の８～９月にかけて相次いで売上計上並びに売掛金回収されたことなどにより、現金及び預金が大幅

に増加し、流動資産は91億94百万円（前年同期比20.3％増）となりました。さらに、当連結会計年度も積極的な設備投

資を実施したため固定資産が減価償却費及び減損損失を上回って増加し、資産の部は127億72百万円（前年同期比16.7%

増）となりました。

　負債の部は、当連結会計年度より受注損失引当金を６億89百万円計上したこと及び未払法人税等の増加により、流動

負債が38億10百万円（前年同期比54.8％増）と前連結会計年度に比して大幅に増加しました。この未払法人税等の増加

は、業績自体は前連結会計年度を下回りましたが、受注損失引当金の計上など、税金計算上の損金不算入額が増加し課

税所得が増加したためであります。

　純資産の部は、当期純利益の計上で利益剰余金が増加し、米国の金融危機発生以降の株価低迷により有価証券評価差

額金が減少したものの、74億30百万円（前年同期比5.8％増）となり前年同期に比して増加いたしました。しかし負債の

部がそれを上回り増加したため、自己資本比率は58.2％（前年同期は64.2％）で前年同期より下回ることとなりまし

た。

 

（キャッシュ・フローの状況）

　当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、合計で12億36百万円のキャッシュ・イン（前年同期は３億98

百万円のキャッシュ・アウト）となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度は現金及び現金同等物が大幅に増加いたしましたが、これは

売掛金の回収による売上債権の減少と、受注損失引当金６億89百万円の計上が主な要因です。特に後者は資金流出のな

い引当金であるため、税金等調整前当期純利益と合計して考えれば、実質的に業績の向上によるものであるともいえま

す。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に実施しました設備投資関連の決済に加え、当連結会計年度

も引き続き積極的な設備投資を実施いたしました結果、有形固定資産の取得による支出が４億55百万円となり、ほかに

債券の購入と長期貸付金の増加があって、６億85百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は５億３百万円のキャッシュ・

アウト）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払を除いては主だった収支はなく、97百万円のキャッ

シュ・アウト（前年同期は６億44百万円のキャッシュ・アウト）となりました。前年対比での大幅な変動は、前連会計

年度は、グループ全体の有利子負債圧縮のため外部借入金の返済を行ったことによるもので、当連結会計年度におきま

しては特別の事情はありませんでした。

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期

自己資本比率（％） 51.7 54.8 51.5 64.2 58.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
49.7 77.1 53.7 151.8 34.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
5.8  － 1.5 1.2 0.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
8.7 － 51.5 44.0 130.0

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

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）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。

（注４）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。

（注５）営業キャッシュ・フローがマイナスの場合、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバ

　　　  レッジ・レシオの記載を省略しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・来期の配当

　利益配分につきましては、当社は持株会社として、当社グループのあらゆる資源を最大限に活用したグループ経営の

推進によって最大限の利益を生み出し、安定した配当を実施することを基本方針としております。またこれと同時に、

株主様に長期・安定的に株式を保有いただけるような配当政策を実施してまいりたいと考えております。

　当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回行うことを基本的な方針としております。また、中間配当に

つきましては、「取締役会の決議により、毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に

定めております。これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であ

ります。

　内部留保資金につきましては、当社グループの今後の事業展開や企業体質の強化、並びに高品質・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、研究開発投資などに充当してまいります。

　当期の配当予想につきましては、当初より年間配当を１株当たり5,000円と想定しており、その想定に現在のところ修

正はございません。よって、中間配当は１株当たり2,500円とすることを決定し実施いたしましたので、期末配当は同

2,500円と想定しております。

　来期の配当予想につきましては、当期と同じく年間配当を１株当たり5,000円とし、その内訳は、中間配当として同

2,500円、期末配当として同2,500円と想定しております（※1）。

　また、平成20年11月18日に、自己株式の取得について取締役会決議を行いました（※2）。これにより自己株式を取得

した場合の当該自己株式の処分方法等については現在のところ未定ではありますが、株主資本配当率などの指標の適用

なども含め、今後、株主の皆様にわかり易くご期待に添えるような利益配分方針を検討していく所存でございます。

 

※1.当社は、平成21年１月の「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改

正する法律」の施行日の前日に、当社普通株式１株を100株に分割することを決定しておりますが、本１株当たり配当金

の想定は、株式分割を考慮しない額を記載しております。なお株式分割につきましては、33ページ及び45ページ（重要

な後発事象）にその詳細を記載しております。

※2.自己株式の取得につきましては、34ページ及び46ページ（重要な後発事象）にその詳細を記載しております。

２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成19年12月21日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。

　なお、上記「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」については、当連結会計年度末日（平成20年９

月30日）時点において変更はありませんが、その翌日の平成20年10月１日付けで、東亜バルブ株式会社が東亜エンジ

ニアリング株式会社を吸収合併し、商号を東亜バルブエンジニアリング株式会社に変更しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　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、バルブ製品製造事業、バルブメンテナンス事業とも、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下でのメンテナンス作業に従事される外注技術者など、数多くの関係取引先のご協力

を頂戴することで成り立っており、常に感謝の心を忘れることなく、今後も関係取引先との相互発展を基本とした強

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（※）によりバルブ製品製造事業とバルブメンテナンス事業を中心に事業

展開を行っております。

　持株会社である当社の主導のもと、子会社間の連携強化と経営資源の横断的活用をグループの基本政策とし、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による間接業務の集約と経費の削減などによる高

効率経営を目指すとともに、バルブの主要材料である鋳鋼製造から納品後のメンテナンスまでをグループ内で一貫し

て行うことで製品・サービスの高い品質を維持し、過去に納入したすべてのバルブ製品履歴の一元管理により極めて

スピーディできめ細かな顧客対応を実現しております。

　地球温暖化防止のための温室効果ガス削減の取組みは世界的規模となり、その最有力施策のひとつとして原子力発

電所の建設が盛んに取り上げられております。最近はこれに、原油に対する供給面、価格面の不安心理が加わり、ま

すます原子力発電所に対する関心は高まっております。

　他方国内では原子力発電所の検査制度が見直され、原子力発電所の連続運転期間の延長をはじめとした新検査制度

が導入されます。これには、現在の約１年毎に発電所を停止し実施している定期事業者検査への集中を見直すと同時

に、運転中の検査の充実・強化が盛り込まれており、この目的は安全確保のためであって設備稼働率向上による経済

合理性の追求ではありませんが、結果として運転期間の延長や定期検査期間の短縮などにつながり、当社グループの

事業に少なからず影響があるものと想定しております。しかし同時に、新検査基準の導入は、発電設備に対する高い

メンテナンス技術無くしては実現できないものと考えられ、そこに新たなビジネスチャンスが生まれるものと期待し

ております。

　これら新たな時代の要請に対しても、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、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に一致団結し、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。

 

※平成20年10月１日付けで、当社子会社の東亜バルブ株式会社は、同じく当社子会社の東亜エンジニアリング株式会

社を吸収合併し、商号を東亜バルブエンジニアリング株式会社に変更しております。このため、平成20年10月１日よ

り当社の子会社の数は３社となっております。
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 （2）目標とする経営指標

　平成19年９月期決算短信（平成19年11月20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し

ております。

　当該決算短信は、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.tvg.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）会社の対処すべき課題

  当社はこれまで、完全子会社４社を統括する持株会社として、子会社間の意思決定の調整をひとつの大きな業務と

してまいりました。

　しかし平成20年10月１日をもって、主要子会社であります東亜バルブ株式会社に、同じく主要子会社であります東

亜エンジニアリング株式会社を吸収合併させる事業再編を実施いたしました。

　これにより、グループが行うバルブ事業の運営に関連する意思決定は、そのほぼ全てが実質的にこの合併会社が行

うこととなり、これまでに比べ、当社の持株会社としての存在意義は大きく薄らいだものと言わざるを得ません。

　今後当社は、持株会社として当社株主と事業子会社間との利害関係の調整や、子会社の事業運営上の利害と執行者

自身の利害が反する事項についての意思決定などに関与するとともに、シェアードサービス部門として、当社に集約

された間接部門業務（総務・人事・経理・企画）のグループへの提供が主な業務となってまいります。

　しかしこれとて、いたずらに会社を分離して行う必要性は必ずしもないことから、今後、どのような組織形態であ

るべきかについての議論が、当面の重要な課題として認識しております。

　上記以外の会社の対処すべき課題につきましては、平成19年９月期決算短信（平成19年11月20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しております。

　当該決算短信の参照先は（2）目標とする経営指標で記しました通りです。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年９月30日）
当連結会計年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   1,993,173   3,229,731  

２．受取手形及び売掛金 ※3  3,210,217   2,811,136  

３．有価証券   10,050   10,093  

４．たな卸資産   2,121,958   2,401,965  

５．繰延税金資産   199,839   616,824  

６．その他   109,246   124,999  

流動資産合計   7,644,486 69.9  9,194,751 72.0

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1,2       

(1) 建物及び構築物   491,181   445,287  

(2) 機械装置及び運搬具   734,908   952,825  

(3) 土地   304,367   304,367  

(4) 建設仮勘定   －   17,125  

(5) その他   203,949   146,462  

有形固定資産合計   1,734,406 15.9  1,866,067 14.6

２．無形固定資産   299,671 2.7  243,654 1.9

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   846,967   588,711  

(2) 繰延税金資産   353,862   766,634  

(3) その他   87,725   141,047  

貸倒引当金   △26,848   △28,768  

投資その他の資産合計   1,261,706 11.5  1,467,625 11.5

固定資産合計   3,295,785 30.1  3,577,347 28.0

資産合計   10,940,272 100.0  12,772,099 100.0

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金 ※3  1,222,896   1,149,130  

２．短期借入金 ※2,4  370,000   420,000  

３．未払法人税等   114,381   519,276  

４．役員賞与引当金   35,540   35,180  

５．受注損失引当金   －   689,014  

６．その他   718,117   998,056  

流動負債合計   2,460,935 22.5  3,810,657 29.8

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※2  500,000   500,000  

２．繰延税金負債   69,648   －  

３．退職給付引当金   779,585   962,117  

４．役員退職慰労引当金   106,760   －  

５．その他   1,455   69,140  

固定負債合計   1,457,449 13.3  1,531,258 12.0

負債合計   3,918,384 35.8  5,341,915 41.8

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,739,559 15.9  1,739,559 13.6

２．資本剰余金   2,019,891 18.5  2,020,001 15.8

３．利益剰余金   2,981,784 27.2  3,585,852 28.1

４．自己株式   △15,336 △0.1  △16,554 △0.1

　　株主資本合計   6,725,899 61.5  7,328,858 57.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   293,673 2.7  100,731 0.8

２．為替換算調整勘定   2,315 0.0  592 0.0

　　評価・換算差額等合計   295,988 2.7  101,324 0.8

純資産合計   7,021,887 64.2  7,430,183 58.2

負債純資産合計   10,940,272 100.0  12,772,099 100.0

㈱トウアバルブグループ本社（6466）平成 20 年９月期決算短信

－ 10 －



(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

 （自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   11,645,695 100.0  12,425,222 100.0

Ⅱ　売上原価   8,262,063 70.9  9,440,012 76.0

売上総利益   3,383,631 29.1  2,985,210 24.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．販売手数料  295,416   314,768   

２．荷造及び運搬費  68,982   61,209   

３．役員報酬  198,840   237,720   

４．役員賞与引当金繰入額  35,540   35,180   

５．給与及び諸手当  627,900   676,228   

６．退職給付費用  116,288   103,006   

７．役員退職慰労引当金繰入額  30,440   5,750   

８．福利費  95,097   102,912   

９．旅費交通費  59,468   75,378   

10．交際費  35,401   35,623   

11．地代家賃  56,328   57,040   

12．雑費 ※1 443,181 2,062,886 17.8 446,369 2,151,186 17.3

営業利益   1,320,745 11.3  834,023 6.7

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  1,862   3,907   

２．受取配当金  10,828   11,917   

３．受取家賃  4,793   7,570   

４．作業屑等売却収入  9,486   13,391   

５．受取保険金  9,084   15   

６．雑収入  15,310 51,366 0.4 18,799 55,602 0.4

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  18,288   15,720   

２．為替差損  －   5,845   

３．延滞税等  6,069   －   

４．雑損失  5,679 30,037 0.2 5,427 26,993 0.2

経常利益   1,342,074 11.5  862,632 6.9

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※2 1,696   215   

２．投資有価証券売却益  114   －   

３．前期損益修正益 ※5 41,300   －   

４．役員退職慰労引当金戻入益  2,280   －   

５．貸倒引当金戻入益  47 45,439 0.4 － 215 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産処分損 ※3 36,673   11,306   

２．減損損失 ※4 152,667 189,341 1.6 104,647 115,954 0.9

税金等調整前当期純利益   1,198,172 10.3  746,893 6.0

法人税、住民税及び事業税  292,432   756,232   

法人税等調整額  △133,923 158,509 1.4 △760,284 △4,052 △0.0

当期純利益   1,039,662 8.9  750,946 6.0
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９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９月30日　残高（千円） 1,389,913 1,673,939 2,084,203 △13,600 5,134,455

連結会計年度中の変動額

新株の発行　　　　　　　　
（新株予約権の行使）

349,646 349,646 － － 699,292

剰余金の配当 － － △145,861 － △145,861

当期純利益 － － 1,039,662 － 1,039,662

自己株式の取得 － － － △1,782 △1,782

自己株式の処分 － 85 － 46 132

連結除外に伴う変動額 － △3,780 3,780 － －

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

349,646 345,951 897,581 △1,735 1,591,443

平成19年９月30日　残高（千円） 1,739,559 2,019,891 2,981,784 △15,336 6,725,899

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（千円） 177,484 4,007 181,491 5,315,947

連結会計年度中の変動額

新株の発行　　　　　　　　
（新株予約権の行使）

－ － － 699,292

剰余金の配当 － － － △145,861

当期純利益 － － － 1,039,662

自己株式の取得 － － － △1,782

自己株式の処分 － － － 132

連結除外に伴う変動額 － － － －

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

116,188 △1,691 114,496 114,496

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

116,188 △1,691 114,496 1,705,940

平成19年９月30日　残高（千円） 293,673 2,315 295,988 7,021,887
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当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９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19年９月30日　残高（千円） 1,739,559 2,019,891 2,981,784 △15,336 6,725,899

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △146,878 － △146,878

当期純利益 － － 750,946 － 750,946

自己株式の取得 － － － △1,351 △1,351

自己株式の処分 － 110 － 132 242

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

－ 110 604,067 △1,218 602,959

平成20年９月30日　残高（千円） 1,739,559 2,020,001 3,585,852 △16,554 7,328,858

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19年９月30日　残高（千円） 293,673 2,315 295,988 7,021,887

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － △146,878

当期純利益 － － － 750,946

自己株式の取得 － － － △1,351

自己株式の処分 － － － 242

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△192,941 △1,722 △194,663 △194,663

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

△192,941 △1,722 △194,663 408,295

平成20年９月30日　残高（千円） 100,731 592 101,324 7,430,183
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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18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

区分
注記

番号
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  1,198,172 746,893

減価償却費  384,939 459,590

減損損失  152,667 104,647

貸倒引当金の増加額(△減少額)  △747 1,919

未払賞与の増加額  31,226 64,332

役員賞与引当金の増加額(△減少

額)
 14,680 △360

退職給付引当金の増加額  151,758 182,531

役員退職慰労引当金の増加額  16,300 8,470

受注損失引当金の増加額　  － 689,014

受取利息及び受取配当金  △12,691 △15,825

支払利息  18,288 15,720

投資有価証券売却益  △114 －

固定資産売却益  △1,696 △215

固定資産処分損  36,673 11,306

前期損益修正益  △41,300 －

売上債権の減少額（△増加額）  △444,269 399,081

たな卸資産の増加額  △359,699 △280,007

仕入債務の増加額(減少額)  108,288 △73,766

未払消費税等の増加額（△減少額）  28,005 △9,732

その他  △43,448 11,121

小計  1,237,031 2,314,721

利息及び配当金の受取額  12,705 14,982

利息の支払額  △17,087 △15,542

法人税等の支払額  △481,561 △293,014

営業活動によるキャッシュ・フロー  751,087 2,021,146
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前連結会計年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

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  △475 △83,405

投資有価証券の売却による収入  134 －

投資有価証券の償還による収入  － 10,000

有形固定資産の取得による支出  △456,769 △455,154

有形固定資産の売却による収入  7,979 490

無形固定資産の取得による支出  △50,106 △55,886

無形固定資産の売却による収入  － 57

短期貸付金の純減少額  472 62

長期貸付けによる支出  △13,200 △110,000

長期貸付金の回収による収入  8,600 8,177

その他  110 －

投資活動によるキャッシュ・フロー  △503,254 △685,659

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）
 △800,000 50,000

長期借入れによる収入  500,000 －

長期借入金の返済による支出  △195,300 －

自己株式の取得による支出  △1,650 △1,108

配当金支払額  △146,072 △146,020

その他  △1,914 △520

財務活動によるキャッシュ・フロー  △644,937 △97,649

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,763 △1,237

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少

額）
 △398,866 1,236,600

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,402,091 2,003,224

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  2,003,224 3,239,824
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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

項目

前連結会計年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　　　　　　４社

連結子会社の名称

・東亜バルブ株式会社

・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

・トウアバルブオーバーシーズＰＴＥ．ＬＴＤ．

（シンガポール） 

（連結の範囲から除いた理由）

　株式会社高田製鋼所は平成19年８月６日をもっ

て清算結了いたしましたので、連結の範囲から除

いております。

(1)連結子会社の数　　　　　　　４社

連結子会社の名称

・東亜バルブ株式会社

・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

・トウアバルブオーバーシーズＰＴＥ．ＬＴＤ．

（シンガポール） 

 (2) 非連結子会社の名称

　該当ありません。

(2) 非連結子会社の名称

同左

２．持分法の適用に関する事項 　該当事項はありません。 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。

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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）

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 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

主として個別法による低価法

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

 ｂ．原材料及び貯蔵品

主として移動平均法による低価法

ｂ．原材料及び貯蔵品

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　在外連結子会社１社を除き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、定率法償却を行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）については、定額法によっており

ます。

　なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであ

ります。

①　有形固定資産

　在外連結子会社１社を除き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、定率法償却を行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）については、定額法によっており

ます。

　なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであ

ります。

 建物及び構築物　 　　　　　　 28年～45年

機械装置及び運搬具　　　　　　５年～12年

建物及び構築物　 　　　　　　 28年～45年

機械装置及び運搬具　　　　　　５年～12年

   （追加情報）

　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おります。

　これにより減価償却費が27,159千円増加し、営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が

それぞれ23,262千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。 

 ②　無形固定資産

　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）に基づいてお

ります。

②　無形固定資産

同左

 ③　長期前払費用

　定額法によっております。

③　長期前払費用

同左
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項目

前連結会計年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

(3) 重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債

権については貸倒実績率により貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

 ②　役員賞与引当金

  当社及び国内連結子会社は、役員賞与の支給

に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計

年度負担額を計上しております。

②　役員賞与引当金

  役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に

基づき当連結会計年度負担額を計上しておりま

す。

 ③　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。

③　退職給付引当金

同左

 ④　役員退職慰労引当金

　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。

　なお、平成19年11月26日開催の取締役会にお

いて、平成19年12月21日開催の定時株主総会終

結時をもって役員退職慰労金制度の廃止を決議

し、同定時株主総会において、本総会終結時ま

での在任期間に対応する退職慰労金については、

内規に従い妥当な範囲内で各役員の退任時に支

給することを決議しております。

④　役員退職慰労引当金

　              ─────

  （追加情報）

　平成19年12月21日開催の定時株主総会におい

て、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り

支給を決議し、その後、個人別の支給額につい

て確定したため、役員退職慰労引当金を全額取

崩し、将来の打ち切り支給予定額（当連結会計

年度末残高109,630千円）について、一年内支給

予定額を流動負債のその他「未払金」として、

それ以外を固定負債のその他「長期未払金」と

してそれぞれ計上しております。 　

 ⑤　　　　　　　───── ⑤　受注損失引当金

　受注案件に係る将来の損失に備えるため、当

連結会計年度末において将来の損失が見込まれ、

かつ、当該損失額を合理的に見積可能なものに

ついては、翌連結会計年度以降の損失見積額を

引当計上しております。　
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項目

前連結会計年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

(4) 重要な外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、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貨に

換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨

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。

同左

(5) 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、主として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。

同左

(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。

同左

(7) その他の連結財務諸表作成の

ための重要な事項

①　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜き方式によって

おります。控除対象外消費税等は、当連結会計

年度の費用として処理しております。

①　消費税等の会計処理

同左

 ②　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

②　連結納税制度の適用

 　　　　　　　　 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。

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、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からなっております。

同左
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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の変更

前連結会計年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30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を東亜バルブ株
式会社に承継させたことに伴い、当連結会計年度より、吸収分割に
より承継した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。
　この変更は、今回の吸収分割により、バルブ製品製造事業部門に
おいて鋳鋼材料からバルブ製品まで一貫的な生産体制が確立したた
め、当連結会計年度より事業の種類別セグメントにおいて、株式会
社高田製鋼所が行っていた鋳鋼製造事業を「その他の事業」から
「バルブ製品製造事業」に変更したことによるものであります。こ
の結果、従来の方法と比較して、減価償却費は30,586千円増加し、
営業利益、経常利益がそれぞれ27,064千円、税金等調整前当期純利
益が5,331千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。

──────

表示方法の変更

前連結会計年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示して

おりました「受取保険金」（前連結会計年度 602千円）について

は、営業外収益の100分の10超となったため、当連結会計年度より

区分掲記しております。

    ──────   　　

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「前期損益修正益」は、

前連結会計年度は「その他」に含めて表示しておりましたが、金

額的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「前期損益

修正益」は4,117千円であります。

    ──────   　　
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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19年９月30日）

当連結会計年度

（平成20年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　 6,227,271千円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　  6,368,706千円

※２．担保に供している資産

　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。

［担保提供資産］

　工場財団

※２．担保に供している資産

　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。

［担保提供資産］

　工場財団

建物及び構築物        268,755千円

機械装置及び運搬具        358,337

土地        3,702

その他（工具器具及び

備品）
   397

計         631,193

建物及び構築物        255,388千円

機械装置及び運搬具        547,868

土地       3,702

その他（工具器具及び

備品）
314

計         807,273

［対応債務］ ［対応債務］

短期借入金     70,000千円

長期借入金 500,000

計 570,000

短期借入金 170,000千円

長期借入金     500,000

計        670,000

※３．連結会計年度末日満期手形

  連結会計年度末日満期手形の処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日

は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手

形が連結会計年度末残高に含まれております。

受取手形       76,435千円

支払手形       61,611    

    

※３．　　　　　　　　　　─────

                

    

※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。

※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。

特定融資枠契約の総額      2,450,000千円

当連結会計年度末実行残高         370,000

差引額 　2,080,000

特定融資枠契約の総額  2,750,000千円

当連結会計年度末実行残高   420,000

差引額 2,330,000
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

※１．一般管理費（雑費）に含まれる研究開発費は、44,477千円で

あります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありま

せん。

 

※１．一般管理費（雑費）に含まれる研究開発費は、42,157千円で

あります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありま

せん。

 
※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

（有形固定資産の売却によるもの）

機械装置及び運搬具 1,372千円

土地 324

計      1,696

 

※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

（有形固定資産の売却によるもの）

機械装置及び運搬具         215千円

※３．固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。 ※３．固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

（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 7,846千円

機械装置及び運搬具 　　      2,843

その他（工具器具及び備品等） 9,039

計   19,729

建物及び構築物 154千円

機械装置及び運搬具 　　      3,206

その他（工具器具及び備品等） 　　      4,996

計 　　      8,357

（有形固定資産の売却によるもの）

土地   16,195千円

（有形固定資産の売却によるもの）

機械装置及び運搬具         836千円

（無形固定資産の除却によるもの）

ソフトウェア 599千円

その他（水道施設利用権） 148

計    748

　　　　　　　　　　　　　─────

　　　　　　　　　　　　　───── （無形固定資産の売却によるもの）

その他（電話加入権） 2,112千円

 

※４．減損損失の概要

 　　当連結会計年度において、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。

※４．減損損失の概要

 　　当連結会計年度において、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

（千円）

  三重県

  伊賀市
生産設備 

 建物及び構築物

 機械装置及び運搬具

 その他（工具器具

　及び備品）

  15,956  

 135,728  

    982  

 

 　   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、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。

 
※５．前期損益修正益の内容は、過年度減損損失修正額 41,300千円

であります。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

  三重県

  伊賀市
生産設備 

 建物及び構築物

 機械装置及び運搬具

 その他（工具器具

　及び備品）

31,703  

　 47,712  

　 25,231  

 

 　   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、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。

 
※５．　　　　　　　　　　　　─────
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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18年10月１日　至　平成19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

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）

発行済株式

普通株式　　　　　（注）１ 23,962 2,824 － 26,786

合計 23,962 2,824 － 26,786

自己株式

　 普通株式　　　　　（注）２，３ 76.47 4.55 0.25 80.77

合計 76.47 4.55 0.25 80.77

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加2,824株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

　　　 ２．普通株式の自己株式の増加4.55株は、端株の買取による増加であります。

　　　 ３．普通株式の自己株式の減少0.25株は、端株の売渡による減少であります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計

年度末残高

（千円）
 前連結会計

 年度末

 当連結会計

 年度増加

 当連結会計

 年度減少

 当連結会計

 年度末

  提出会社　 

（親会社）

第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債　（注）
普通株式 2,326 － 2,326 － －

 （注）第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

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12月22日

定時株主総会
普通株式 95,542 4,000 平成18年９月30日 平成18年12月25日

平成19年５月14日

取締役会
普通株式 50,319 2,000 平成19年３月31日 平成19年６月25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
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成19年12月21日

定時株主総会
普通株式 80,115  利益剰余金 3,000 平成19年９月30日 平成19年12月25日

㈱トウアバルブグループ本社（6466）平成 20 年９月期決算短信

－ 22 －



当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20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

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）

発行済株式

普通株式　　　　　 26,786 － － 26,786

合計 26,786 － － 26,786

自己株式

　 普通株式　　　　　（注）１，２ 80.77 4.35 0.69 84.43

合計 80.77 4.35 0.69 84.43

 （注）１．普通株式の自己株式の増加4.35株は、端株の買取による増加であります。

　　　 ２．普通株式の自己株式の減少0.69株は、端株の売渡による減少であります。

２．新株予約権に関する事項

 　　　該当事項はありません。

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12月21日

定時株主総会
普通株式 80,115 3,000 平成19年９月30日 平成19年12月25日

平成20年５月16日

取締役会
普通株式 66,762 2,500 平成20年３月31日 平成20年６月23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
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成20年12月25日

定時株主総会
普通株式 66,753  利益剰余金 2,500 平成20年９月30日 平成20年12月26日
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（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18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

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

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

現金及び預金勘定 1,993,173千円

有価証券勘定       10,050

計 2,003,224

現金及び現金同等物     2,003,224

現金及び預金勘定 3,229,731千円

有価証券勘定       10,093

計 3,239,824

現金及び現金同等物     3,239,824

 ２．新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

新株予約権の行使による資本金増加額 349,646千円 

新株予約権の行使による資本剰余金増加額       349,646 

新株予約権の行使による新株予約権付社債

減少額 
699,292 

２．　　　　　　　　　　─────

（リース取引関係）

前連結会計年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９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（借主側）

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（借主側）

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)

その他
（工具器具及
び備品） 

7,568 2,006 5,562

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

366,654 301,297 65,356

合計 374,222 303,303 70,919

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 

3,980 2,137 1,842

その他
（工具器具及
び備品） 

11,918 4,172 7,746

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

85,866 74,802 11,064

合計 101,765 81,112 20,653

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内       58,339千円

１年超        16,051

合計        74,391

１年以内       11,573千円

１年超        9,884

合計        21,458

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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       85,653千円

減価償却費相当額       81,998

支払利息相当額      2,949

支払リース料       61,361千円

減価償却費相当額        58,764

支払利息相当額        1,194

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

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　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・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。

・利息相当額の算定方法

同左

２．　　　　　　　　　　───── ２.オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

１年以内       1,980千円

１年超        5,896

合計        7,876

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。　　　　　　　

 

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

（前連結会計年度）（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得価

額を超えるもの

(1）株式 307,177 809,316 502,138

(2）債券 － － －

(3）その他 27,780 31,673 3,892

小計 334,958 840,990 506,031

連結貸借対照表計上額が取得価

額を超えないもの

(1）株式 3,932 3,357 △575

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,932 3,357 △575

合計 338,890 844,347 505,456

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

134 114 －

３．当連結会計年度中に償還したその他有価証券

　　　  該当事項はありません。

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 2,620

ＭＭＦ 10,050

注）１．株式等の減損処理を実施するにあたっては、当該期末日の時価（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) 当該期末日における時価の下落率が、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

・・・当該期末日より今後２期以上に亘り継続した場合には減損処理を実施する。

(2) 当該期末日における時価（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実施しない。
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（当連結会計年度）（平成20年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得価

額を超えるもの

(1）株式 302,015 500,320 198,304

(2）債券 － － －

(3）その他 6,376 6,612 236

小計 308,392 506,932 198,540

連結貸借対照表計上額が取得価

額を超えないもの

(1）株式 9,094 7,866 △1,228

(2）債券 83,542 60,425 △23,117

(3）その他 11,668 10,867 △800

小計 104,304 79,158 △25,145

合計 412,697 586,091 173,394

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　　 該当事項はありません。　

３．当連結会計年度中に償還したその他有価証券

償還額（千円） 償還益の合計額（千円） 償還損の合計額（千円）

10 － －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 2,620

ＭＭＦ 10,093

注）１．株式等の減損処理を実施するにあたっては、当該期末日の時価（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) 当該期末日における時価の下落率が、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

・・・当該期末日より今後２期以上に亘り継続した場合には減損処理を実施する。

(2) 当該期末日における時価（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実施しない。
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

　当社及び連結子会社は、運転資金目的の借入を外貨建で行うこと

があり、その場合、借入時にその元利ともに為替予約を付し円貨に

よるキャッシュ・フローを確定させることとしておりますが、当連

結会計年度においては該当の取引は無く、残高もありません。

　また、当連結会計年度において変動金利の借入金の調達を５年の

固定金利の資金調達に換えるため、金利スワップ取引を行っており

ますが、この取引は借入金利を固定化させるものでありリスクはあ

りません。

　なお、当該金利スワップ取引についてはヘッジ会計を適用してお

り、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、当該

特例処理を採用しております。

　この先物為替予約取引及び金利スワップ取引の実行に際しては当

社及び連結子会社の「稟議規定」により所定の決裁を経て行ってお

ります。

　なお、当社及び連結子会社では投機目的でのデリバティブ取引を

行う予定はありません。

　従って、デリバティブ取引について特別の管理体制等は設けてお

りません。

同左

　２．取引の時価等に関する事項

　前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）及び当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　　　　該当事項はありません。

（退職給付関係）

前連結会計年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、在外連結子会社及び国内連結子会社１社

を除き、確定給付の制度として退職金規定に基づく社内積立の退職

一時金制度を採用しているほか、国内連結子会社１社におきまして

は適格退職年金制度を併用しており、国内連結子会社１社におきま

しては確定拠出の制度として中小企業退職金共済制度に加入してお

ります。

　なお、当社及び国内連結子会社１社は、平成19年６月１日におい

て従来加入しておりました適格退職年金制度を脱退し、平成19年12

月１日より中小企業退職金共済制度に移行いたしました。

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、在外連結子会社及び国内連結子会社１社

を除き、確定拠出の制度として中小企業退職金共済制度に加入して

おり、国内連結子会社１社におきましては確定給付の制度として退

職金規定に基づく社内積立の退職一時金制度を採用し、適格退職年

金制度を併用しております。

２．退職給付債務に関する事項(平成19年９月30日現在) ２．退職給付債務に関する事項(平成20年９月30日現在)

(1) 退職給付債務 △1,577,616 千円

(2) 年金資産 181,962  

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △1,395,653  

(4) 会計基準変更時差異未処理額 616,067  

(5) 退職給付引当金　　(3)＋(4) △779,585  

(1) 退職給付債務 △1,612,402 千円

(2) 年金資産 239,573  

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △1,372,828  

(4) 会計基準変更時差異未処理額 410,711  

(5) 退職給付引当金　　(3)＋(4) △962,117  

　（注）１．退職給付債務の算定には簡便法を採用しております。

 ２．確定拠出年金（中小企業退職金共済制度）への拠出額に

  は重要性がありませんので記載を省略しております。

　（注）１．退職給付債務の算定には簡便法を採用しております。

 ２．　　　　　　　　　─────

３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　

    （自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　

    （自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

(1) 勤務費用 190,331 千円

(2) 会計基準変更時差異の費用処理額 205,355  

(3) 退職給付費用　　　(1)＋(2) 395,687  

(1) 勤務費用 193,740 千円

(2) 会計基準変更時差異の費用処理額 205,355  

(3) 退職給付費用　　　(1)＋(2) 399,096  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

会計基準変更時差異の処理年数　…………　10年

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

会計基準変更時差異の処理年数　…………　10年
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（税効果会計関係）

前連結会計年度

（平成19年９月30日）

当連結会計年度

（平成20年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）   

未払賞与 108,596 千円

貸倒引当金 11,249  

退職給付引当金 305,419  

役員退職慰労引当金 43,782  

投資有価証券 5,347  

ゴルフ会員権 31,694  

有形固定資産 444,252  

たな卸資産 111,045  

繰越欠損金 153,074  

その他 75,640  

繰延税金資産小計 1,290,102  

評価性引当額 △590,521  

繰延税金資産合計 699,580  

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △211,783 千円

その他 △3,743  

繰延税金負債合計 △215,526  

繰延税金資産の純額 484,054  

（繰延税金資産）   

未払賞与 137,736 千円

受注損失引当金 288,696  

貸倒引当金 12,053  

退職給付引当金 402,850  

未払金 16,779  

長期未払金 15,587  

投資有価証券評価損 5,347  

ゴルフ会員権 31,694  

有形固定資産 460,677  

たな卸資産 135,303  

繰越欠損金 105,519  

その他 98,616  

繰延税金資産小計 1,710,864  

評価性引当額 △251,266  

繰延税金資産合計 1,459,598  

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △72,662 千円

その他 △3,475  

繰延税金負債合計 △76,138  

繰延税金資産の純額 1,383,459  

　平成19年９月30日の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。

　平成20年９月30日の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 199,839 千円

固定資産－繰延税金資産 353,862  

固定負債－繰延税金負債 △69,648  

 484,054  

流動資産－繰延税金資産 616,824 千円

固定資産－繰延税金資産 766,634  

 1,383,459  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重

要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内

訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重

要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内

訳

法定実効税率 40.6 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.7 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.2  

住民税均等割 0.8  

修正申告に伴う税額 1.7  

評価性引当額の増減 △39.8  

適用税率差異 1.7  

その他 7.7  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.2 ％

法定実効税率 40.6 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.1 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3  

住民税均等割 1.3  

事業税還付金 0.4  

評価性引当額の増減 △48.3  

適用税率差異 1.2  

その他 0.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.5 ％
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 

バルブ製品製

造事業

（千円）

バルブメンテ

ナンス事業　

　　　　

（千円）

その他の事業

（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 4,224,585 7,105,251 315,858 11,645,695 － 11,645,695

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
1,190,423 5,193 5,736 1,201,353 △1,201,353 －

計 5,415,008 7,110,444 321,594 12,847,048 △1,201,353 11,645,695

営業費用 5,625,088 5,743,063 322,528 11,690,680 △1,365,730 10,324,949

営業利益（又は△営業損失） △210,080 1,367,381 △933 1,156,367 164,377 1,320,745

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出       

資産 6,801,392 5,648,403 210,345 12,660,141 △1,719,869 10,940,272

減価償却費 195,693 224,886 12,563 433,143 △48,204 384,939

減損損失 152,667 － － 152,667 － 152,667

資本的支出 378,122 53,898 3,817 435,838 350 436,188

　（注）１．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．各区分の主要な事業内容

(1) バルブ製品製造事業 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、鋳鋼製品

の製造販売

(2) バルブメンテナンス事業 バルブの修理、保守、改造請負

(3) その他の事業 焼結金属による部品製造・販売など

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金額は 8,382千円であり、当社の販売費及び一般管理費

　であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 324,240千円であり、その主なものは当社の現金及び預金であ

　ります。

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

６．会計処理基準等の変更

　　　　　　（有形固定資産の減価償却方法の変更）

 　　「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」に記載のとおり、当連結会計期間より連結子会社である東亜バ

ルブ株式会社が同社の子会社である株式会社高田製鋼所の全事業を吸収分割により承継したため、有形固定資産の減価償却

の方法を定額法から定率法（ただし、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）に変更し

ております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計期間の営業費用は「バルブ製品製造事業」が　25,484

千円、「その他の事業」が 1,579千円増加し、営業損失がそれぞれ同額増加しております。
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当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

 

バルブ製品製

造事業

（千円）

バルブメンテ

ナンス事業　

　　　　

（千円）

その他の事業

（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 3,831,521 8,269,339 324,361 12,425,222 － 12,425,222

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
1,648,415 6,231 7,099 1,661,746 △1,661,746 －

計 5,479,936 8,275,571 331,461 14,086,969 △1,661,746 12,425,222

営業費用 6,349,010 6,756,538 327,203 13,432,752 △1,841,553 11,591,199

営業利益（又は△営業損失） △869,073 1,519,032 4,257 654,216 179,806 834,023

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出       

資産 7,133,208 6,508,906 230,477 13,872,592 △1,100,492 12,772,099

減価償却費 267,515 221,949 12,565 502,030 △42,439 459,590

減損損失 104,647 － － 104,647 － 104,647

資本的支出 547,449 69,694 4,419 621,564 2,274 623,838

　（注）１．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．各区分の主要な事業内容

(1) バルブ製品製造事業 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、鋳鋼製品

の製造販売

(2) バルブメンテナンス事業 バルブの修理、保守、改造請負

(3) その他の事業 焼結金属による部品製造・販売など

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金額は 5,870千円であり、当社の販売費及び一般管理費

　であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は466,625千円であり、その主なものは当社の現金及び預金であ

　ります。

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

６．追加情報

 　(1)「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」４.(2)に記載のとおり、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おります。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、減価償却費は「バルブ製品製造事業」で21,969千円、「バルブメ

ンテナンス事業」で3,490千円、「その他の事業」で1,649千円増加しております。営業費用は「バルブ製品製造事業」で

18,283千円、「バルブメンテナンス事業」で3,323千円、「その他の事業」で1,608千円増加し、営業利益はそれぞれ同額減

少しております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）及び当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を越えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）及び当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

　前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）及び当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

 　　　 該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30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日付で同

社の子会社である株式会社高田製鋼所の全事業を会社分割(吸収分割）

により承継しております。

 

 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

（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　バルブ製品製造

 　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

    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。

（3）取引の目的を含む取引の概要

    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

ました。

  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、前連結会計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、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鋼製品事業

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、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

 　 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。

―――――
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（１株当たり情報）

前連結会計年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

１株当たり純資産額      262,940円54銭

１株当たり当期純利益金額 40,855円76銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が

ないため記載しておりません。

１株当たり純資産額     278,267円66銭

１株当たり当期純利益金額 28,120円88銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が

ないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益       1,039,662千円

普通株式に係る当期純利益       1,039,662千円

普通株式の期中平均株式数         25,447.15株

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益       750,946千円

普通株式に係る当期純利益       750,946千円

普通株式の期中平均株式数         26,704.22株
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（重要な後発事象）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

 ─────  （連結会計年度末日以降に完了した企業結合）

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

統合当事企業 事業内容 摘要

東亜バルブ株式会社 バルブ製品、部品の
製造。販売 

当社の子会社

東亜エンジニアリン
グ株式会社

バルブの修理等バル
ブメンテナンス業務
請負及びバルブ製品、
部品の販売

当社の子会社

　②企業結合の法的形式　　　　　　吸収合併　　　　　

　③結合後企業の名称　　　　　　　東亜バルブエンジニアリング

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社

　④目的

  当社グループは、バルブ製造とバルブメンテナンスを二本柱として

事業を展開しており、その中核となる子会社が、バルブ製品製造を主

要事業とする東亜バルブ株式会社と、バルブメンテナンスを主要事業

とする東亜エンジニアリング株式会社の二社であります。

　当社はこれまで、それぞれの子会社がその特質を活かし最適な事業

運営を図るため、当社をグループの頂点とした持株会社体制により、

事業集約のための営業権譲渡、両社の重複業務統合、ＩＴインフラを

はじめとした経営資源の共用化などについて子会社の指導を行い、多

くの業務効率改善を果たしてまいりました。

　しかし、近年の厳しい市場環境に打ち克ちさらなるグループ成長戦

略を実現するためには、それぞれが独立した会社であるが故に最低限

必要となる機構・機能・手続きなどについてさらにシェイプアップを

図る必要があることはもちろん、最重要経営資源であるところの「人

材（財）」を、経営環境・方針・施策に合致するよう効率的且つ機動

的に再配置するためには、両主要子会社の統合は不可欠であると判断

し、今回の決定に至ったものであります。

　⑤吸収合併の期日　　　　　　　　平成20年10月１日

 

（株式の分割及び単元株制度の導入）

　平成20年11月10日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株

制度の導入を行うこと決議いたしました。その概要は以下のとおりで

あります。

①目的

　「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関

する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号。以下「決

済合理化法」という。）に基づき、平成21年１月に実施される株券の

電子化に伴い、同制度の取扱対象外とされている端株の整理を行うこ

とを目的とします。

②株式分割の割合

　普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式の数を100株とする単

元株制度を導入いたします。　

③株式分割の効力発生日

　決済合理化法の施行日の前日を効力発生日とします。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度

における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当連

結会計年度における１株当たり情報はそれぞれ以下のとおりでありま

す。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額
2,629円41銭

１株当たり純資産額
2,782円68銭

１株当たり当期純利益
408円56銭

１株当たり当期純利益
281円21銭

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益
潜在株式がないため、記載して
おりません。

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益
潜在株式がないため、記載して
おりません。
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前連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

 ───── （自己株式の取得）

　平成20年11月18日開催の取締役会において、自己株式を取得するこ

とを決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。

①目的

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、また、

資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。

②取得に係る事項の内容

　取得対象株式の種類　　　　当社普通株式

　取得しうる株式の総数　　　2,000株（上限）

※「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の

振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第88号）の施行日の前日をもって効力が発生する株式の

分割（株式１株につき100株の割合）後は、株式の分割の

効力発生日の前日までに取得した株式数に、上記2,000株

から株式の分割の効力発生日の前日までに取得した株式数

を差し引いたものに100を乗じた株式数を加えた株式数を

上限とする。

　株式の取得価額の総額　　　400百万円（上限）

　取得期間　　平成20年11月19日～平成21年１月30日
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年９月30日）

当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   203,058   397,916  

２．短期貸付金 ※2  3,247,113   2,934,162  

３．未収入金 ※2  358,739   525,995  

４．未収還付法人税等   56,495   －  

５．繰延税金資産   9,094   27,370  

６．その他   3,024   3,127  

流動資産合計   3,877,524 46.4  3,888,572 46.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1       

 (1) 建物   343   336  

(2) 器具及び備品   12,901   10,919  

　有形固定資産合計   13,245 0.2  11,255 0.1

２．無形固定資産        

ソフトウェア   3,806 0.0  2,720 0.0

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   11,628   10,867  

(2) 関係会社株式   4,420,691   4,420,691  

(3) 出資金   10   10  

(4) 長期前払費用   31   364  

(5) 繰延税金資産   23,847   12,997  

投資その他の資産合計   4,456,208 53.4  4,444,931 53.3

固定資産合計   4,473,259 53.6  4,458,908 53.4

資産合計   8,350,784 100.0  8,347,480 100.0
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前事業年度

（平成19年９月30日）

当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．短期借入金 ※2,3,4  1,829,974   1,201,731  

２．未払金 ※2  286,513   72,369  

３．未払費用   13,867   18,316  

４．未払法人税等   －   384,701  

５．未払消費税等   8,545   5,741  

６．役員賞与引当金   17,740   16,100  

７．その他   4,454   4,962  

流動負債合計   2,161,095 25.9  1,703,922 20.4

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※3  500,000   500,000  

２．長期未払金   －   34,450  

３．退職給付引当金   16,637   21,264  

４．役員退職慰労引当金   72,070   －  

固定負債合計   588,707 7.0  555,714 6.7

負債合計   2,749,803 32.9  2,259,637 27.1

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,739,559 20.9  1,739,559 20.8

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  772,059   772,059   

(2）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   

自己株式処分差益  85   195   

資本剰余金合計   3,258,336 39.0  3,258,446 39.0

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  618,287   1,106,866   

利益剰余金合計   618,287 7.4  1,106,866 13.3

４．自己株式   △15,336 △0.2  △16,554 △0.2

株主資本合計   5,600,847 67.1  6,088,318 72.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金  132  0.0 △475  △0.0

評価・換算差額等合計   132 0.0  △475 △0.0

純資産合計   5,600,980 67.1  6,087,842 72.9

負債純資産合計   8,350,784 100.0  8,347,480 100.0
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(2）損益計算書

  

前事業年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当事業年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　営業収益        

関係会社受取配当金   169,920 100.0  590,400 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費        

１．役員報酬  130,065   150,120   

２．給与及び諸手当  107,206   115,609   

３. 役員賞与引当金繰入額  17,740   16,100   

４．退職給付費用  19,932   10,312   

５．役員退職慰労引当金繰入額  18,380   3,140   

６．減価償却費  2,715   2,512   

７．研究開発費 ※3 1,446   874   

８．租税公課  4,414   3,950   

９．支払報酬  40,487   52,005   

10．雑費  123,945   130,461   

11．管理費負担額受入 ※1,2 △457,950 8,382 4.9 △479,214 5,870 1.0

営業利益   161,537 95.1  584,529 99.0

Ⅲ　営業外収益        

１．受取利息 ※2 54,998   67,916   

２．受取配当金  511   283   

３．受取手数料 ※2 45,987   47,921   

４．雑収入  4,969 106,466 62.6 8,188 124,310 21.1

Ⅳ　営業外費用        

１．支払利息 ※2 23,326   27,403   

２．雑損失  3,751 27,078 15.9 950 28,354 4.8

経常利益   240,925 141.8  680,485 115.3

Ⅴ　特別利益        

 　　 役員退職慰労引当金戻入益  2,280 2,280 1.3 － － －

 Ⅵ　特別損失        

 　　　固定資産処分損 ※4 566 566 0.3 － － －

税引前当期純利益   242,639 142.8  680,485 115.3

法人税、住民税及び事業税  57,379   52,039   

法人税等調整額  △20,115 37,264 21.9 △7,011 45,028 7.7

当期純利益   205,374 120.9  635,457 107.6
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 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

その他利益　
剰余金

利益剰余金　
合計

資本金及び　
資本準備金　
減少差益

自己株式
処分差益

繰越利益
剰余金

平成18年９月30日　残高（千円） 1,389,913 422,413 2,486,191 － 2,908,604 558,774 558,774

事業年度中の変動額

新株の発行
（新株予約権の行使）

349,646 349,646 － － 349,646 － －

剰余金の配当 － － － － － △145,861 △145,861

当期純利益 － － － － － 205,374 205,374

自己株式の取得 － － － － － － －

自己株式の処分 － － － 85 85 － －

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） 349,646 349,646 － 85 349,731 59,513 59,513

平成19年９月30日　残高（千円） 1,739,559 772,059 2,486,191 85 3,258,336 618,287 618,287

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

平成18年９月30日　残高（千円） △13,600 4,843,691 373 373 4,844,064

事業年度中の変動額

新株の発行
（新株予約権の行使）

－ 699,292 － － 699,292

剰余金の配当 － △145,861 － － △145,861

当期純利益 － 205,374 － － 205,374

自己株式の取得 △1,782 △1,782 － － △1,782

自己株式の処分 46 132 － － 132

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

－ － △240 △240 △240

事業年度中の変動額合計（千円） △1,735 757,155 △240 △240 756,915

平成19年９月30日　残高（千円） △15,336 5,600,847 132 132 5,600,980
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当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 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

その他利益　
剰余金

利益剰余金　
合計

資本金及び　
資本準備金　
減少差益

自己株式
処分差益

繰越利益
剰余金

平成19年９月30日　残高（千円） 1,739,559 772,059 2,486,191 85 3,258,336 618,287 618,287

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △146,878 △146,878

当期純利益 － － － － － 635,457 635,457

自己株式の取得 － － － － － － －

自己株式の処分 － － － 110 110 － －

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） － － － 110 110 488,579 488,579

平成20年９月30日　残高（千円） 1,739,559 772,059 2,486,191 195 3,258,446 1,106,866 1,106,866

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

平成19年９月30日　残高（千円） △15,336 5,600,847 132 132 5,600,980

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － △146,878 － － △146,878

当期純利益 － 635,457 － － 635,457

自己株式の取得 △1,351 △1,351 － － △1,351

自己株式の処分 132 242 － － 242

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

－ － △608 △608 △608

事業年度中の変動額合計（千円） △1,218 487,470 △608 △608 486,862

平成20年９月30日　残高（千円） △16,554 6,088,318 △475 △475 6,087,842
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重要な会計方針

項目

前事業年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当事業年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び評価方

法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式

同左

 (2) 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）を採用して

おります。

(2) その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法によっております。

　なお、主な資産の耐用年数は以下の通りであ

ります。

建物　　　　　　　　　　　　45年

器具及び備品　　　　　　　　５年

(1) 有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法によっております。

　なお、主な資産の耐用年数は以下の通りであ

ります。

建物　　　　　　　　　　　　45年

器具及び備品　　　　　　　　５年

  （追加情報）

  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％に到達した事業年度の翌事業年度より、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

おります。

　なお、これによる当事業年度の損益への影響は

軽微であります。

 (2) 無形固定資産

　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）に基づいてお

ります。

(2) 無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　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。

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。

(2) 役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に

基づき当事業年度負担額を計上しております。

 (3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため当事業年度末

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、当事業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。

(3) 退職給付引当金

同左

 (4) 役員退職慰労引当金

　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。

　なお、平成19年11月26日開催の取締役会にお

いて、平成19年12月21日開催の定時株主総会終

結時をもって役員退職慰労金制度の廃止を決議

し、同定時株主総会において、本総会終結時ま

での在任期間に対応する退職慰労金については、

内規に従い妥当な範囲内で各役員の退任時に支

給することを決議しております。

(4) 　　　　　　　─────
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項目

前事業年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当事業年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

 （追加情報）

　平成19年12月21日開催の定時株主総会におい

て、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り

支給を決議し、その後、個人別の支給額につい

て確定したため、役員退職慰労引当金を全額取

崩し、将来の打ち切り支給予定額（当事業年度

末残高74,490千円）について、一年内支給予定

額を流動負債の「未払金」として、それ以外を

固定負債の「長期未払金」としてそれぞれ計上

しております。 

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。

同左

５．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。

同左

６．その他財務諸表作成のための重

要な事項

(1) 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜き方式によって

おります。控除対象外消費税等は、当事業年度

の費用として処理しております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

 (2) 連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

(2) 連結納税制度の適用

同左
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度

（平成19年９月30日）

当事業年度

（平成20年９月30日）

※１． 有形固定資産の減価償却累計額       20,795千円 ※１． 有形固定資産の減価償却累計額       24,559千円

※２．各科目に含まれている関係会社との取引に係るものは次のとお
りであります。

※２．各科目に含まれている関係会社との取引に係るものは次のとお
りであります。

短期貸付金         3,247,113千円

未収入金        358,739千円

短期借入金     1,459,974千円

未払金         277,370千円

短期貸付金         2,934,162千円

未収入金         525,995千円

短期借入金         781,731千円

未払金        8,074千円

※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

社が同社の保有固定資産で組成している工場財団631,193千円を、

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短期借入金及び長期借入金

570,000千円であります。

※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

社が同社の保有固定資産で組成している工場財団807,273千円を、

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短期借入金及び長期借入金

670,000千円であります。

※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。

特定融資枠契約の総額 2,450,000 千円

当事業年度末実行残高 370,000 

差引額 　2,080,000 

※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

当事業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。

特定融資枠契約の総額 2,750,000 千円

当事業年度末実行残高 420,000 

差引額 　2,330,000 

（損益計算書関係）

前事業年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当事業年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち、管理費負担額受入をマイナス

表示しておりますが、これは当期において子会社より受領した

経費等の実費相当額であります。

※１．　　　　　　　　 　　　同左

※２．各科目に含まれている関係会社との取引に係るものは次のと

おりであります。

※２．各科目に含まれている関係会社との取引に係るものは次のと

おりであります。

管理費負担額受入 △457,950千円

受取手数料       45,987千円

受取利息          54,446千円

支払利息         6,175千円

管理費負担額受入 　      △479,214千円

受取手数料       47,921千円

受取利息          67,048千円

支払利息         11,756千円

※３．研究開発費の総額は、販売費及び一般管理費の研究開発費

1,446千円であり、子会社との共同研究開発による当社負担額

であります。

※４．固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

（無形固定資産の除却によるもの）

ソフトウェア   566千円

※３．研究開発費の総額は、販売費及び一般管理費の研究開発費874

千円であり、子会社との共同研究開発による当社負担額であり

ます。

※４.　　　　　　　　　　　─────
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数

（株）

当期増加株式数

（株）

当期減少株式数

（株）

当期末株式数

（株）

自己株式

普通株式（注）１，２ 76.47 4.55 0.25 80.77

合計 76.47 4.55 0.25 80.77

 （注）１．普通株式の自己株式の増加4.55株は、端株の買取による増加であります。

　　　 ２．普通株式の自己株式の減少0.25株は、端株の売渡による減少であります。

当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数

（株）

当期増加株式数

（株）

当期減少株式数

（株）

当期末株式数

（株）

自己株式

普通株式（注）１，２ 80.77 4.35 0.69 84.43

合計 80.77 4.35 0.69 84.43

 （注）１．普通株式の自己株式の増加4.35株は、端株の買取による増加であります。

　　　 ２．普通株式の自己株式の減少0.69株は、端株の売渡による減少であります。　

（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）及び当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　　　　子会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度

（平成19年９月30日）

当事業年度

（平成20年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）   

未払事業税 3,971 千円

未払賞与 5,007  

退職給付引当金 6,754  

役員退職慰労引当金 29,260  

未払事業所税 115  

その他 528  

繰延税金資産小計 45,637  

評価性引当額 △12,605  

繰延税金資産合計 33,032  

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △90 千円

繰延税金負債合計 △90  

繰延税金資産の純額 32,941  

（繰延税金資産）   

未払事業税 2,225 千円

未払賞与 6,133  

退職給付引当金 8,633  

未払金 16,256  

長期未払金 13,986  

未払事業所税 115  

その他有価証券評価差額金 324  

その他 2,846  

繰延税金資産小計 50,522  

評価性引当額 △10,154  

繰延税金資産合計 40,367  

（繰延税金負債）   

繰延税金資産の純額 40,367  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重

要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内

訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重

要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内

訳

法定実効税率 40.6 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.6 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △28.4  

住民税均等割 0.4  

評価性引当額の増減 △1.7  

その他 △0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.4 ％

法定実効税率 40.6 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △35.2  

住民税均等割 0.2  

評価性引当額の増減 △0.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.6 ％

（１株当たり情報）

前事業年度

 （自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当事業年度

 （自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 209,733円47銭

１株当たり当期純利益金額 8,070円64銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株　 

式がないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 227,995円69銭

１株当たり当期純利益金額 23,796円14銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株　 

式がないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益  205,374千円

普通株式に係る当期純利益 205,374千円

普通株式の期中平均株式数    25,447.15株

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益  635,457千円

普通株式に係る当期純利益  635,457千円

普通株式の期中平均株式数    26,704.22株
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（重要な後発事象）

前事業年度

 （自  平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当事業年度

 （自  平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

─────　  （事業年度末日以降に完了した企業結合）

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

統合当事企業 事業内容 摘要

東亜バルブ株式会社 バルブ製品、部品の
製造。販売  

当社の子会社

東亜エンジニアリン
グ株式会社

バルブの修理等バル
ブメンテナンス業務
請負及びバルブ製品、
部品の販売

当社の子会社

　②企業結合の法的形式　　　　　　吸収合併　　　　　

　③結合後企業の名称　　　　　　　東亜バルブエンジニアリング

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社

　④目的

  当社グループは、バルブ製造とバルブメンテナンスを二本柱として

事業を展開しており、その中核となる子会社が、バルブ製品製造を主

要事業とする東亜バルブ株式会社と、バルブメンテナンスを主要事業

とする東亜エンジニアリング株式会社の二社であります。

　当社はこれまで、それぞれの子会社がその特質を活かし最適な事業

運営を図るため、当社をグループの頂点とした持株会社体制により、

事業集約のための営業権譲渡、両社の重複業務統合、ＩＴインフラを

はじめとした経営資源の共用化などについて子会社の指導を行い、多

くの業務効率改善を果たしてまいりました。

　しかし、近年の厳しい市場環境に打ち克ちさらなるグループ成長戦

略を実現するためには、それぞれが独立した会社であるが故に最低限

必要となる機構・機能・手続きなどについてさらにシェイプアップを

図る必要があることはもちろん、最重要経営資源であるところの「人

材（財）」を、経営環境・方針・施策に合致するよう効率的且つ機動

的に再配置するためには、両主要子会社の統合は不可欠であると判断

し、今回の決定に至ったものであります。

　⑤吸収合併の期日　　　　　　　　平成20年10月１日

 

（株式の分割及び単元株制度の導入）

　平成20年11月10日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株

制度の導入を行うこと決議いたしました。その概要は以下のとおりで

あります。

①目的

　「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関

する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号。以下「決

済合理化法」という。）に基づき、平成21年１月に実施される株券の

電子化に伴い、同制度の取扱対象外とされている端株の整理を行うこ

とを目的とします。

②株式分割の割合

　普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式の数を100株とする単

元株制度を導入いたします。　

③株式分割の効力発生日

　決済合理化法の施行日の前日を効力発生日とします。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当事業年

度における１株当たり情報はそれぞれ以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額
2,097円33銭

１株当たり純資産額
2,279円96銭

１株当たり当期純利益
80円71銭　

１株当たり当期純利益
237円96銭　

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益
潜在株式がないため、記載して
おりません。

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益
潜在株式がないため、記載して
おりません。
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前事業年度

 （自  平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当事業年度

 （自  平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

───── （自己株式の取得）

　平成20年11月18日開催の取締役会において、自己株式を取得するこ

とを決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。

①目的

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、また、

資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。

②取得に係る事項の内容

　取得対象株式の種類　　　　当社普通株式

　取得しうる株式の総数　　　2,000株（上限）

※「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の

振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第88号）の施行日の前日をもって効力が発生する株式の

分割（株式１株につき100株の割合）後は、株式の分割の

効力発生日の前日までに取得した株式数に、上記2,000株

から株式の分割の効力発生日の前日までに取得した株式数

を差し引いたものに100を乗じた株式数を加えた株式数を

上限とする。

　株式の取得価額の総額　　　400百万円（上限）

　取得期間　　平成20年11月19日～平成21年１月30日
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６．その他
(1）役員の異動

①　代表取締役の異動

　　 該当事項はありません。

 

②　その他の役員の異動（グループ会社を含む）

株式会社トウアバルブグループ本社（当社）（平成20年12月25日付の予定）

　・新任取締役候補

　　　　取締役　　　　氏野　　正（現　当社内部監査室長、東亜バルブエンジニアリング㈱取締役内部監査室長）

　　　　社外取締役　　三吉　隆夫（現　西華産業㈱取締役上席執行役員大阪支社長兼大阪営業第一本部長）

　・退任予定取締役

　　　　常務取締役　　小松　正信

　　　　常務取締役　　坂田　一夫（引き続き、東亜バルブエンジニアリング㈱常務取締役バルブ製造事業部副事業部

長兼調達部長、トウアサービス㈱代表取締役社長）

　　　　取締役相談役　佐々木　篤

　　　　社外取締役　　姫野　甯尋（現　西華産業㈱理事）

　　　　

東亜バルブエンジニアリング株式会社（平成20年12月12日付の予定）

　・退任予定取締役

　　　　常務取締役　　小松　正信（現　製鋼事業部長）

　　・昇役

　　　　常務取締役　　甲山　一義（現　取締役）

 

トウアサービス株式会社（平成20年12月12日付の予定）

　・退任予定取締役

　　　　取締役　　　　真鍋　吉久（引き続き、㈱トウアバルブグループ本社常務取締役、東亜バルブエンジニアリン

グ㈱常務取締役バルブ製造事業部長）

　・退任予定監査役

　　　　監査役　　　　星野　秀弘

 

トウアバルブオーバーシーズPte. Ltd.（シンガポール）（平成20年11月28日付の予定）

　・新任取締役候補

　　　　取締役　　　　小谷　　徐（現　東亜バルブエンジニアリング㈱メンテナンス部長）

　・退任予定取締役

　　　　取締役　　　　厨子　茂治（引き続き、東亜バルブエンジニアリング㈱取締役東京支社長）

 

(2）その他

　該当事項はありません。
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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

問合せ先　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

①損益 ※セグメント間の内部取引を含む

売 上 高

営 業 利 益

売 上 高

営 業 利 益

売 上 高

営 業 利 益

②（外部）受注残高 ※セグメント間の内部取引を含む

③（外部）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(※配当予想を含む）

①業績・配当

②今期の戦略

以上

バルブ：

メンテ： ・改造工事など定検以外の工事が増加し大幅増収に。
・修理用部品・バルブが売上増加するもセグメント間取引で
あるため利益率は若干低下。

・売上はおおよそ前期並ながら、受注損失引当金の影響で大
赤字。
・修理用部品など高採算品を積極的に受注し、引当金計上前
の利益率は改善。

増減

△ 925 ①採算性を重視した受注方針の徹底でバルブ製品の利益
率改善を目指す。
②メンテは安定収益維持を期待するが、定期検査数は減
少の見込みで減収要因。
③配当は当期と同水準を維持。自己株の取得を予定。

メンテ： ・工事停滞していた大口案件は概ね完了。
・原子力発電所は検査間隔最長13⇒24ヶ月へ延長の方向。実
施はしばらく先だが、業績への影響評価が課題。
・原発定期検査の他は、高経年化対策、弁国産化、休止火力
の運転再開時点検など。

・原子力関連の受注残は、中国電/島根3、電源開発/大間が
中心。島根3は来期、大間は2年後が納入のピーク。
・火力大口案件は関電/堺港、同/舞鶴2など。堺港はコンバ
インドサイクの大型火力プラントで来期で完了。
・国内プラントメーカーとのバルブ供給包括契約（国内向
け）を更新。
・来期後半の仕事量が不足気味。採算性重視により大口プラ
ントの受注は不透明。

バルブ：

0

バルブ製品採算の改善 短納期対応による物量確保と収益改善を目指す。

【概要】

・売上債権の回収促進、受注損失引当金を除けば高収益であったこと
から営業CFは増加。設備投資も依然高水準。
・長期に滞留していた大口工事案件が年度末にまとめて売上計上、回
収されたことで手許キャッシュは大幅増加。

12,425
834

751
△ 503
△ 644

△ 685

合 計

営業活動による CF 2,021

国内PWR新規は原電/敦賀3・4までしばらく無し。今後はBWRにどう挑むかが課題。

当期

キーワード

国内原子力向拡販

バルブのさらなる損益改善が課題。メンテでの回収を期待できない海外市場にどう臨むか。ビジネスモデルの再評価

5,000

記者発表資料

△ 558
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（参考）［四半期毎の連結業績等の推移］

第9期 連結会計年度（平成19年10月1日～平成20年9月30日）
期

科目 金額 金額 金額 金額 金額

売 上 高 2,242       100% 2,751       100% 2,528       100% 4,901       100% 12,425     100%

営 業 利 益 125          6% 65            2% 354          14% 288          6% 834          7%

経 常 利 益 131          6% 66            2% 369          15% 295          6% 862          7%

四 半 期 純 利 益 69            3% 5              0% 228          9% 447          9% 750          6%

総 資 産 10,681     10,985     11,169     12,772     12,772     

純 資 産 6,921       65% 6,894       63% 7,111       64% 7,430       58% 7,430       58%

（注）純資産項目の割合は自己資本比率

第8期 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 金額

売 上 高 2,424       100% 2,555       100% 3,517       100% 3,148       100% 11,645     100%

営 業 利 益 408          17% 91            4% 575          16% 245          8% 1,320       11%

経 常 利 益 417          17% 92            4% 584          17% 247          8% 1,342       12%

四 半 期 純 利 益 265          11% 379          15% 385          11% 9              0% 1,039       9%

総 資 産 9,971       10,765     11,127     10,940     10,940     

純 資 産 5,558       56% 6,270       58% 7,028       63% 7,021       64% 7,021       64%

（注）純資産項目の割合は自己資本比率

第7期 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 金額

売 上 高 2,132       100% 3,023       100% 2,542       100% 2,946       100% 10,643     100%

営 業 利 益 129          6% 377          12% 332          13% 131          4% 971          9%

経 常 利 益 128          6% 372          12% 333          13% 128          4% 963          9%

四 半 期 純 利 益  △ 825 263          9% 138          5% 484          16% 60            1%

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

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

（注）純資産項目の割合は自己資本比率

第6期 連結会計年度（平成16年10月1日～平成17年9月30日）
期

科目 金額 金額 金額 金額 金額

売 上 高 1,854       100% 2,880       100% 2,061       100% 2,709       100% 9,505       100%

営 業 利 益 128          7% 222          8% 89            4% 320          12% 760          8%

経 常 利 益 124          7% 213          7% 92            4% 315          12% 745          8%

四 半 期 純 利 益 16            1% 213          7% 87            4% 207          8% 524          6%

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

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

（注）純資産項目の割合は自己資本比率
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合計

割合

（単位：百万円）
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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 8,512 9,505 10,643 11,645 12,425

営業利益 △ 36 760 971 1,320 834

経常利益 △ 74 745 963 1,342 862

当期純利益 △ 116 524 60 1,039 750

純資産 4,567 5,129 5,315 7,021 7,430

総資産 8,828 9,365 10,327 10,940 12,772

１株当たり純資産（円） 198,137 223,197 222,559 262,940 278,267

１株当たり当期純損益（円） △ 5,636 22,347 2,608 40,855 28,120

自己資本比率（％） 51.7 54.8 51.5 64.2 58.2

自己資本利益率（％） △ 2.5 10.2 1.2 16.9 10.4

営業活動によるＣＦ 383 △ 234 1,405 751 2,021

投資活動によるＣＦ △ 280 △ 155 △ 334 △ 503 △ 685

財務活動によるＣＦ 397 △ 616 516 △ 644 △ 97

現金及び現金同等物の期末残高 1,816 811 2,402 2,003 3,239

従業員数（名） 335 364 366 371 392

　バルブ製造 2,706 3,308 3,493 5,415 5,479

　バルブメンテナンス 5,913 6,100 6,672 7,110 8,275

　その他 1,468 1,638 1,859 321 331

　バルブ製造 △ 608 △ 111 △ 34 △ 210 △ 869

　バルブメンテナンス 782 758 1,005 1,367 1,519

　その他 △ 126 △ 59 △ 162 0 4

（注） 単位未満は切り捨てて表示しております。

※セグメント別の数値には当社グループ内でのセグメント間取引を含みます。

（単位：百万円）
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