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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31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9月期第1四半期 2,577 ― 282 ― 284 ― 175 ―

20年9月期第1四半期 2,242 △7.5 125 △69.3 131 △68.6 69 △73.9

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9月期第1四半期 6,745.19 ―

20年9月期第1四半期 2,602.71 ―

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9月期第1四半期 11,595 7,090 61.1 285,911.60
20年9月期 12,772 7,430 58.2 278,267.66

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  7,090百万円 20年9月期  7,430百万円

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  無  

21年9月期（予想）の１株当たり配当金については、平成21年１月４日付で１単元を100株とする単元株制度を導入し、１株を100株に分割しておりますので、株式分割を勘
案した額を記載しております。  

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9月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 25.00 ― 25.00 50.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

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、平成21年１月４日付で１単元を100株とする単元株制度を導入し、１株を100株に分割しておりますので、
株式分割を勘案した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 4.1 450 135.4 480 142.3 280 272.5 104.85
通期 11,500 △7.4 1,000 19.9 1,050 21.7 550 △26.8 205.96

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）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。  

(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  無  

(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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。  

(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．上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。 
2．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。 
3．平成21年１月４日付で、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 東亜エンジニアリング（株） ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  26,786株 20年9月期  26,786株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  1,986株 20年9月期  84株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  26,023株 20年9月期第1四半期  26,706株
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【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

  昨年の米国サブプライムローン問題に端を発した世界経済低迷の中で、わが国においても実体経済が急速に悪化

しておりますが、当社グループにおきましては、事業全体がやや足の長いものであると同時に、電力業界を中心に

事業展開をしていることから、当第１四半期連結会計期間の業績に直ちに影響が出るものではありませんでした。

　しかし、建機向けを主とする鋳鋼品の製造販売、自動車・弱電向けを主とする焼結金属製品製造販売の各事業に

おきましては、市況は急激な減退を見せ、受注状況は確実に悪化しつつあります。

  これに対応するため、当社グループにおきましては、経営資源のバルブ関連事業への集中を進めるとともに、取

りこぼしのない確実な営業活動の展開を指示徹底しております。

　このような環境下、当第１四半期連結会計期間における連結業績は、売上高2,577百万円（前年同期比14.9％増）、

営業利益282百万円（前年同期比124.7％増）と、前年同四半期連結会計期間に比べ増収増益でのスタートとなりま

した。

　これは、バルブ製品製造事業ではインド向けバルブ部品加工機械や国内原子力発電所のバルブ国産化策に伴う安

全弁などが、バルブメンテナンス事業では原子力発電所向定期検査工事３件など、主に前連結会計年度よりの仕掛

案件の売上が実現したことによるものであります。

　損益面におきましても、これら大口案件からの利益に加え、比較的採算性に優れるバルブ補修用部品やバルブ引

取修理関係の売上も順調であったことから、前年同期比で増益とするとともに、利益率でも当連結会計年度の業績

予想を越える水準とすることができました。

　当第１四半期連結会計期間の主要な事業セグメント別の業績は次のとおりであり、記載金額には各セグメント間

の内部取引を含んでおります。

　なお、当第１四半期連結会計期間より、セグメントに区分する事業内容を見直しておりますので、前年同期比の

記載はしておりません。また、本見直しの内容につきましては、「５. 四半期連結財務諸表　（5）セグメント情

報」に記載しております。

　

（バルブ製品製造事業）

　売上案件としては、新設発電所向けバルブ製品では、中国電力島根原子力発電所３号機向け、関西電力舞鶴火力

発電所２号機向けなどが、既設発電所向けとしては、関西電力美浜原子力発電所３号機向けのバルブ国産化策に伴

う安全弁などが主なもので、これに、インドより受注したバルブ部品加工用機械の売上が加わり、売上高は1,362百

万円となりました。

　損益面ではこれら大口案件の中には採算の厳しいものもありましたが、バルブ補修用部品の売上も順調であった

ことや、受注損失引当金の残高の減少などにより、営業利益は４百万円の黒字となりました。

（バルブメンテナンス事業）

　前連結会計年度より継続して工事を行ってきた、九州地区（川内）、関西地区（美浜）、四国地区（伊方）の各

原子力発電所大口定期検査工事が終了したことなどにより、売上高は1,157百万円となりました。

　損益面では、これら原子力発電所大口定期検査工事のほか、数件の緊急工事やバルブの工場引取修理などの売上

により、営業利益は242百万円、同利益率は21.0％とすることができました。

 

（その他の事業）

　その他の事業は、焼結金属製品の製造販売が主なものとなりますが、その最終の供給先は自動車、弱電産業が中

心となっていることから、当連結会計年度に入り受注は激減しており、当第１四半期連結会計期間の売上高も前年

同期を14.1％下回る70百万円に留まり、この傾向は今後もさらに強まるものと想定されます。この結果、損益にお

きましても、営業損益は前年同期の２百万円の黒字から当第１四半期連結会計期間は３百万円の赤字となりまし

た。

　なお、当事業につきましては、セグメントに区分する事業内容は前連結会計年度から変更しておりません。

㈱トウアバルブグループ本社（6466）平成 21 年９月期　第１四半期決算短信
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　  当第１四半期連結会計期間末における資産合計は11,595百万円で、前連結会計年度末に比べ1,176百万円減少し

ました。これは、自己株式の取得、法人税などの納税、設備投資代金の決済などにより資金が流出し、現金及び預

金が大幅に減少したことを主因とするものであります。

　負債合計は4,505百万円で、前連結会計年度末に比べ836百万円減少しました。これは流動負債が873百万円減少し

たことによるものであり、主に、未払法人税等など、税金支払に伴う減少であります。

　純資産合計は7,090百万円で、前連結会計年度末に比べ339百万円減少しました。これは、前連結会計年度末の利

益計上により利益剰余金は増加しましたが、当第１四半期連結会計期間の自己株式取得により控除額が増加したた

めであります。 

　これらにより、純資産は減少したものの、それ以上に総資産の減少が大きかったため、自己資本比率は前連結会

計年度の58.2％から61.1％に改善いたしました。  

（２）キャッシュ・フローの状況

　    当第１四半期連結会計期間末における、現金及び現金同等物の残高は1,677百万円で、当第１四半期連結会計

　期間中の増減は1,562百万円のキャッシュ・アウトとなりました。この主な内容は次のとおりです。

　  (営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　主に、法人税などの納税と役員及び従業員への賞与などの支払により、税金等調整前四半期純利益を大幅に超

　過する支出となり、921百万円のキャッシュ・アウトとなりました。

　(投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　前連結会計年度に積極的に実施した設備投資関係の決済を中心に支出が増加し、215百万円のキャッシュ・ア

　ウトとなりました。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　自己株式の取得と前連結会計年度の期末配当金支払により423百万円のキャッシュ・アウトとなりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　  第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年11月18日公表の「平成20年９月期決算短

　信」に記載のとおりであり、業績予想は修正しておりません。

 

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）

　　　前連結会計年度まで連結の範囲に含めておりました東亜エンジニアリング株式会社は、当第１四半期連結会計

　期間において東亜バルブ株式会社を存続会社（合併後、東亜バルブエンジニアリング株式会社へ商号変更）とし

　た合併をしたため、連結の範囲から除いております。この結果、当第１四半期連結会計期間末の連結子会社は、

　３社であります。 　

（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

    １．簡便な会計処理

　          該当事項はありません。

    ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　          該当事項はありません。

（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

１. 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。

　　２．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっ

　　ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）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）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

　　引に係る会計処理によっております。

　　　これにより、損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響はありません。

３. 有形固定資産の耐用年数の変更（追加情報）

　　国内連結子会社１社の機械装置については、従来、耐用年数を４～10年としておりましたが、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見直しを行い、４～９年に変更しております。

　　これにより、損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。

㈱トウアバルブグループ本社（6466）平成 21 年９月期　第１四半期決算短信
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,567,703 3,229,731

受取手形及び売掛金 2,980,760 2,811,136

有価証券 110,034 10,093

商品及び製品 43,357 44,184

仕掛品 2,113,832 1,723,358

原材料及び貯蔵品 625,489 634,423

繰延税金資産 411,957 616,824

その他 179,030 124,999

流動資産合計 8,032,165 9,194,751

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 438,545 445,287

機械装置及び運搬具（純額） 919,679 952,825

土地 304,367 304,367

その他（純額） 194,392 163,587

有形固定資産合計 1,856,984 1,866,067

無形固定資産 228,952 243,654

投資その他の資産   

投資有価証券 474,103 588,711

繰延税金資産 907,786 766,634

その他 124,592 141,047

貸倒引当金 △28,768 △28,768

投資その他の資産合計 1,477,713 1,467,625

固定資産合計 3,563,650 3,577,347

資産合計 11,595,816 12,772,099

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,117,211 1,149,130

短期借入金 420,000 420,000

未払法人税等 5,107 519,276

受注損失引当金 612,930 689,014

その他 782,021 1,033,236

流動負債合計 2,937,271 3,810,657

固定負債   

長期借入金 500,000 500,000

退職給付引当金 999,199 962,117

その他 69,018 69,140

固定負債合計 1,568,217 1,531,258

負債合計 4,505,488 5,341,915
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,739,559 1,739,559

資本剰余金 2,019,967 2,020,001

利益剰余金 3,694,628 3,585,852

自己株式 △391,532 △16,554

株主資本合計 7,062,623 7,328,858

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,892 100,731

為替換算調整勘定 △1,187 592

評価・換算差額等合計 27,704 101,324

純資産合計 7,090,327 7,430,183

負債純資産合計 11,595,816 12,772,099
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,577,773

売上原価 1,765,235

売上総利益 812,538

販売費及び一般管理費 530,390

営業利益 282,147

営業外収益  

受取利息 1,921

受取配当金 5,645

雑収入 8,611

営業外収益合計 16,178

営業外費用  

支払利息 4,010

為替差損 7,547

雑損失 2,013

営業外費用合計 13,571

経常利益 284,753

特別利益  

固定資産売却益 2,200

特別利益合計 2,200

特別損失  

固定資産処分損 342

特別損失合計 342

税金等調整前四半期純利益 286,611

法人税、住民税及び事業税 4,356

法人税等調整額 106,725

法人税等合計 111,081

四半期純利益 175,530
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31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 286,611

減価償却費 105,848

未払賞与の増減額（△は減少） △141,449

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35,180

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,082

受注損失引当金の増減額（△は減少） △76,083

受取利息及び受取配当金 △7,566

支払利息 4,010

固定資産売却損益（△は益） △2,200

固定資産処分損益（△は益） 342

売上債権の増減額（△は増加） △169,623

たな卸資産の増減額（△は増加） △380,712

仕入債務の増減額（△は減少） △31,918

その他 8,028

小計 △402,810

利息及び配当金の受取額 6,664

利息の支払額 △4,035

法人税等の支払額 △521,667

営業活動によるキャッシュ・フロー △921,849

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 △203,894

有形固定資産の売却による収入 2,000

無形固定資産の取得による支出 △24,730

短期貸付金の増減額（△は増加） 9

長期貸付金の回収による収入 10,912

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,702

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △376,145

配当金の支払額 △47,437

その他 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー △423,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 △842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,562,086

現金及び現金同等物の期首残高 3,239,824

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,677,737
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　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。

（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

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31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）

売上高       

(1)外部顧客に対する

売上高
1,351,680 1,156,929 69,163 2,577,773 － 2,577,773

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高
10,674 102 1,350 12,127 △12,127 －

計 1,362,354 1,157,031 70,514 2,589,900 △12,127 2,577,773

営業費用 1,358,039 914,626 73,710 2,346,375 △50,748 2,295,626

営業利益又は営業損失

（△）
4,315 242,405 △3,195 243,525 38,621 282,147

　（注）事業区分の内容の変更
　平成20年10月１日付けで実施した東亜バルブ株式会社と東亜エンジニアリング株式会社の合併に伴い、両社の
組織、採算管理、意思決定ルールなどを全面的に見直した結果、バルブ修理・保守・改造に伴い販売されるバル
ブ製品製造事業の部品及び取換用バルブ製品についての取り扱いを明確に区分することとしたため、従来、「バ
ルブメンテナンス事業」に含め表示しておりました当該部品及び製品について、当第１四半期連結会計期間より
「バルブ製品製造事業」に含めて表示する方法に変更しております。

     　　平成20年10月１日付けで実施した東亜バルブ株式会社と東亜エンジニアリング株式会社の合併に伴い、グルー
プ・キャッシュ・マネージメント・システム（G-CMS）の相殺及び返済の影響などにより、事業の種類別セグメ
ント情報に係るセグメント別の資産の金額が、著しく変動しております。このため、前連結会計年度と比べ「バ
ルブメンテナンス事業」で2,056,081千円減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31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％を超えているため、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

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 229,072 38,369 267,441

Ⅱ　連結売上高（千円）   2,577,773

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
8.9 1.5 10.4

 

（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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,242,933

Ⅱ　売上原価 1,619,550

売上総利益 623,383

Ⅲ　販売費及び一般管理費 497,834

営業利益 125,549

Ⅳ　営業外収益 11,541

1.受取利息　　　　　 100

2.受取配当金　 4,714

3.雑収入　 6,726

Ⅴ　営業外費用 5,837

1.支払利息　 3,871

2.雑損失　 1,966

経常利益 131,252

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 364

1.固定資産処分損　 364

税金等調整前四半期純利益 130,888

法人税、住民税及び事業税 27,825

法人税等調整額 33,557

四半期純利益 69,505
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益　 130,888

減価償却費　 98,411

未払賞与の増加額（△減少額）　 △118,961

退職給付引当金の増加額（△減少額）　 46,112

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）　 2,870

受取利息及び受取配当金　 △4,815

支払利息　 3,871

固定資産処分損　 364

売上債権の減少額（△増加額）　 186,717

たな卸資産の増加額　 △647,671

仕入債務の増加額　 49,338

未払消費税等の増加額（△減少額）　 △55,464

その他　 42,547

小計 △265,791

利息及び配当金の受取額　 4,801

利息の支払額　 △3,518

法人税等の支払額　 △138,444

営業活動によるキャッシュ・フロー △402,953

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　 △121

有形固定資産の取得による支出　 △55,110

有形固定資産の売却による収入　 20

短期貸付金の純増加額　 71

長期貸付金の回収による収入　 1,370

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,770

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出　 △68

配当金の支払額　 △63,888

その他　 △132

財務活動によるキャッシュ・フロー △64,089

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 249

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △520,564

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,003,224

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,482,660
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年９月期第１四半期）

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）

売上高       

(1)外部顧客に対する

売上高
683,971 1,478,338 80,623 2,242,933 － 2,242,933

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高
378,591 － 1,460 380,052 △380,052 －

計 1,062,562 1,478,338 82,084 2,622,986 △380,052 2,242,933

営業費用 1,143,441 1,331,854 80,035 2,555,331 △437,946 2,117,384

営業利益又は営業損失

（△）
△80,878 146,484 2,049 67,655 57,893 125,549

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年９月期第１四半期）

　　　　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、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

前年同四半期（平成20年９月期第１四半期）

　　　　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。
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