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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30日） 

（注）平成21年1月4日付で株式分割（1：100）し、同時に１単元を100株とする単元株式制度を導入しております。そのため、20年9月期第3四半期の1株当た
り四半期純利益については、当該株式分割が行われる前の数値を記載しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成21年1月4日付で株式分割（1：100）し、同時に１単元を100株とする単元株式制度を導入しております。そのため、20年9月期の1株当たり純資産に
ついては、当該株式分割が行われる前の数値を記載しております。 
 

(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3四半期 8,220 ― 760 ― 778 ― 336 ―

20年9月期第3四半期 7,523 △11.5 545 △49.3 567 △48.2 303 △70.6

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3四半期 133.24 ―

20年9月期第3四半期 11,360.21 ―

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3四半期 11,144 7,202 64.6 2,916.26
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3四半期  7,202百万円 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  

（注）平成21年1月4日付で株式分割（1：100）し、同時に１単元を100株とする単元株式制度を導入しております。そのため、20年9月期第2四半期末及び期
末の１株当たり配当金については、当該株式分割が行われる前の数値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 ― 25.00 ―

21年9月期 
（予想）

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 11,500 △7.4 1,000 19.9 1,050 21.7 300 △60.1 118.92



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、５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、５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） 

（注）平成21年1月4日付で株式分割（1：100）し、同時に１単元を100株とする単元株式制度を導入しております。そのため、20年9月期及び20年9月期
第3四半期の発行済株式数については、当該株式分割が行われる前の数値を記載しております。 

※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3四半期 2,678,600株 20年9月期  26,786株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  208,832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3四半期 2,522,786株 20年9月期第3四半期 26,704株



当第３四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年６月30日まで）におけるわが国経済は、米国のサ

ブプライムローン問題に端を発した世界経済低迷による影響が益々顕著なものとなり、企業業績の悪化、株価下

落、設備投資の減少、失業率の増加、個人消費の低迷などが続き、当第３四半期連結累計期間の終盤にあっては、

各方面より景気悪化に対し底打ち感が囁かれ始めたものの、新型インフルエンザ問題や完全失業率の高止まりによ

る不安は個人消費を刺激するまでには至らず、依然、最悪の景況感をもって推移しました。 

このような中、当社グループにおきましては、平成20年10月に実施した主要子会社統合の成果を生かし、社内

的にはこれによるシナジー効果を最大限に活用し、対外的には製造とメンテナンスの強い一体性を強調した積極的

な営業により、攻めの事業活動を展開してまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の受注高は79億13百万円で、大型の新規プラント案件が減少する中にあ

ってはまずまずの結果ではあるものの、月を重ねるにつれ受注額は減少し、それに伴い受注残高も四半期毎に徐々

に減少し、当第３四半期連結会計期間末における受注残高は35億90百万円で、前連結会計年度末の水準を下回るこ

ととなりました。 

  

収益面におきましては、原子力発電所大口定期検査工事、発電所現地バルブ改造工事、新設火力・原子力発電

所向け新作バルブ売上などを中心として、当第３四半期連結累計期間の売上高は82億20百万円（前年同期比9.3％

増）となり、依然、前年同期を上回る水準で推移しております。 

損益面では、第２四半期連結会計期間に、バルブメンテナンス事業における稼働率低下が全体の採算を低下さ

せましたが、それ以外は概ね順調に推移したことから、景気低迷により受注の激減している鋳鋼製品製造販売事業

の採算悪化を補い、営業利益は７億60百万円（前年同期比39.6％増）、経常利益は７億78百万円（前年同期比

37.3％増）となり、前年同期に比して増益となりました。 

これに、特別損失として一部不採算事業からの撤退による固定資産の減損損失78百万円を控除し、税金費用を

控除した四半期純利益は３億36百万円（前年同期比10.8％増）となりました。 

  

当第３四半期連結累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、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、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） 

当第３四半期連結累計期間では、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、同堺港発電所４号・５号機向け、東北電力仙台火力発電所４号機向けなどで新作バルブ製品の大口売上を計上

いたしました。バルブ製品以外では、インド向けにバルブ製造用機械設備を売上したほか、バルブ現地改造工事用

を中心とした部品の売上により、セグメントの売上高は40億20百万円となりました。 

損益面では、景気低迷による設備投資減退の影響をまともに受けることとなった鋳鋼製品製造販売事業の採算

が受注激減により急速に悪化しましたが、前連結会計年度に計上した受注損失引当金の戻入額が２億75百万円発生

したため、営業損益は51百万円の赤字に留まりました。 

  

（バルブメンテナンス事業） 

当第３四半期連結累計期間は、原子力発電所大口定期検査工事10件を概ね計画どおり売上することができたほ

か、現地バルブ改造工事も順調であったことから、売上高は40億68百万円となりました。 

損益面も、主力事業である原子力発電所大口定期検査工事が計画どおりに売上計上されていることから順調に

推移し、営業利益は８億59百万円となりました。 

  

（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、その最終的な供給先は自動車・弱電関係

であることから、国内経済低迷のあおりを受け平成20年末から受注は激減しており、回復の見込みについても立た

ない状況にあるため、平成21年３月に本事業からの撤退を決定し、同年９月までは、これまでの受注済み品と取引

先の移行期間対応のための生産活動のみ継続することとしております。 

これにより当第３四半期連結会計期間の業績は、同事業のこれまでの受注残高を中心に、売上高は１億53百万

円、営業損益は40百万円の赤字となっております。 

【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



  （１）資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は111億44百万円で、前連結会計年度末に比して16億27百万円

減少いたしました。これは自己株式の取得、法人税の支払、借入金の返済などにより現金及び預金が大幅に減少

したことを要因とするものです。 

負債は39億41百万円で、前連結会計年度末に比して14億円減少しました。これは法人税の支払、引当対象案

件の売上計上に伴う受注損失引当金の減少、短期借入金の一部返済などが主なものです。 

なお、前連結会計年度末では長期借入金としておりました５億円の返済期日が１年内となったため、第２四

半期連結会計期間末より短期借入金として表示しております。 

純資産合計は72億２百万円で、前連結会計年度末に比して、２億27百万円減少しました。これは、自己株式

の取得、前連結会計年度に係る期末配当金及び当連結会計年度中間配当金支払いによる減少と、当第３四半期連

結累計期間の利益計上による利益剰余金の増加によるものです。 

これらにより、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は64.6％で、純資産は減少したものの、総資産

の減少割合がそれを上回ったため、前連結会計年度末に比して増加しました。 

  

  （２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四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21億37百万円で、前連結会計年度末から

11億２百万円の減少となりました。この主な内訳は次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

前連結会計年度の未払法人税納付と当連結会計年度の予定納付で多額のキャッシュ・アウトがありました

が、四半期純利益の計上などのキャッシュ・インにより、合計では８百万円のキャッシュ・アウトとなりまし

た。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

前連結会計年度に取得した固定資産の購入代金の決済支出を中心に、４億79百万円のキャッシュ・アウトと

なりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入金の返済、自己株式の取得、期末及び中間配当金の支払等で、６億15百万円のキャッシュ・アウト

となりました。  

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

 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、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

合併を行ったため、連結の範囲から除いております。この結果、当第３四半期連結会計期間末の連結子会社は、

３社であります。  

    

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。 

   

    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によ

     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軽微であります。 

    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、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。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、売上、営業利益、経常利益は当初想定を概ね達成できる見込みですが、平成

20年10月に実施した主要子会社の統合に伴い、当社グループ内での諸制度見直しの検討を開始しており、その過

程において新たな特別損失発生の可能性が第４四半期においてあるため、当期純利益の想定を変更いたします。 

なお、平成21年５月11日に公表いたしました通期の業績予想との差異は以下のとおりです。 

（通期） 

（注）平成21年１月４日付で、株式１株につき100株の株式分割を行っております。  

  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 

前回発表予想（Ａ）  11,500 1,000  1,050  500 187 24

今回修正予想（Ｂ）  11,500  1,000  1,050  300  118  92

増減額（Ｂ－Ａ） － － －  △200 － 

増減率（％） － － －  △40.0 － 

前期実績 

（平成20年９月期） 
 12,425       834  862  750 28,120  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）

（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

（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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年６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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,027,667 3,229,731

受取手形及び売掛金 2,409,772 2,811,136

有価証券 110,046 10,093

商品及び製品 45,463 44,184

仕掛品 1,779,553 1,723,358

原材料及び貯蔵品 603,988 634,423

繰延税金資産 318,910 616,824

その他 471,266 124,999

流動資産合計 7,766,668 9,194,751

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 378,394 445,287

機械装置及び運搬具（純額） 988,375 952,825

土地 287,309 304,367

その他（純額） 117,834 163,587

有形固定資産合計 1,771,912 1,866,067

無形固定資産 279,707 243,654

投資その他の資産   

投資有価証券 530,845 588,711

繰延税金資産 739,880 766,634

その他 83,858 141,047

貸倒引当金 △28,768 △28,768

投資その他の資産合計 1,325,816 1,467,625

固定資産合計 3,377,436 3,577,347

資産合計 11,144,105 12,772,099

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 916,620 1,149,130

短期借入金 820,000 420,000

未払法人税等 946 519,276

賞与引当金 152,892 －

受注損失引当金 428,583 689,014

その他 514,301 1,033,236

流動負債合計 2,833,344 3,810,657

固定負債   

長期借入金 － 500,000

退職給付引当金 1,035,294 962,117

その他 72,985 69,140

固定負債合計 1,108,279 1,531,258

負債合計 3,941,623 5,341,915



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６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 3,793,480 3,585,852

自己株式 △413,990 △16,554

株主資本合計 7,139,017 7,328,858

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63,083 100,731

為替換算調整勘定 381 592

評価・換算差額等合計 63,464 101,324

純資産合計 7,202,481 7,430,183

負債純資産合計 11,144,105 12,772,099



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,220,237

売上原価 5,872,558

売上総利益 2,347,678

販売費及び一般管理費 1,586,750

営業利益 760,928

営業外収益  

受取利息 6,267

受取配当金 10,983

雑収入 23,440

営業外収益合計 40,691

営業外費用  

支払利息 11,125

為替差損 6,961

雑損失 4,594

営業外費用合計 22,681

経常利益 778,938

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 6,136

減損損失 78,112

特別損失合計 84,248

税金等調整前四半期純利益 696,889

法人税、住民税及び事業税 15,155

法人税等調整額 345,608

法人税等合計 360,763

四半期純利益 336,126



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６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 696,889

減価償却費 354,852

減損損失 78,112

未払賞与の増減額（△は減少） △292,719

賞与引当金の増減額（△は減少） 152,892

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） 73,177

受注損失引当金の増減額（△は減少） △260,430

受取利息及び受取配当金 △17,250

支払利息 11,125

固定資産売却損益（△は益） △2,200

固定資産処分損益（△は益） 6,136

売上債権の増減額（△は増加） 401,364

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,039

仕入債務の増減額（△は減少） △232,509

その他 △82,568

小計 824,652

利息及び配当金の受取額 16,434

利息の支払額 △11,917

法人税等の支払額 △837,229

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,060

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 △421,375

有形固定資産の売却による収入 2,500

無形固定資産の取得による支出 △110,843

短期貸付金の増減額（△は増加） △117

長期貸付金の回収による収入 50,620

投資活動によるキャッシュ・フロー △479,215

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） △100,000

自己株式の取得による支出 △397,469

配当金の支払額 △116,762

その他 △1,041

財務活動によるキャッシュ・フロー △615,274

現金及び現金同等物に係る換算差額 439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,102,110

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 2,137,714



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日） 

   （注）事業区分の内容の変更 

    平成20年10月１日付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」に含めて表示しておりました当該部品及び製品について、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2,367,517千円減少しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６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。  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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  4,002,722  4,068,419  149,095  8,220,237  －  8,220,237

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 17,799  194  4,471  22,465  △22,465  －

計  4,020,521  4,068,614  153,566  8,242,702  △22,465  8,220,237

営業費用   4,071,601  3,209,260  194,255  7,475,117  △15,808  7,459,309

営業利益又は営業損失(△)  △51,080  859,354  △40,688  767,585  △6,657  760,928

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同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３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  7,523,593

Ⅱ 売上原価  5,463,386

売上総利益  2,060,207

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,515,037

営業利益  545,169

Ⅳ 営業外収益  38,528

 1.受取利息  1,475

 2.受取配当金  11,810

 3.雑収入  25,242

Ⅴ 営業外費用  16,552

 1.支払利息  11,731

 2.雑損失  4,821

経常利益  567,145

Ⅵ 特別利益  1

 1.固定資産売却益  1

Ⅶ 特別損失  8,588

 1.固定資産処分損  8,588

税金等調整前四半期純利益  558,558

法人税、住民税及び事業税  274,542

法人税等調整額 △19,356

四半期純利益  303,372



  

（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３四半期） 

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  558,558

 減価償却費  335,082

 貸倒引当金の増加額(△減少額)  1,919

 未払賞与の増加額(△減少額) △100,780

 役員賞与引当金の増加額(△減少額) △35,540

 退職給付引当金の増加額  150,461

 役員退職慰労引当金の増加額  2,870

 受取利息及び受取配当金 △13,286

 支払利息  11,731

  固定資産売却益 △1

 固定資産処分損  8,588

 売上債権の減少額(△増加額)  564,560

 たな卸資産の増加額 △1,299,240

  仕入債務の増加額  57,918

 未払消費税等の増加額(△減少額) △105,171

 その他 △2,545

小計  135,124

  利息及び配当金の受取額  13,054

  利息の支払額 △11,784

  法人税等の支払額 △291,500

営業活動によるキャッシュ・フロー △155,105



  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 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 △83,482

 投資有価証券の売却による収入  10,000

 有形固定資産の取得による支出 △392,603

  有形固定資産の売却による収入  60

  無形固定資産の取得による支出 △30,701

  無形固定資産の売却による収入  57

  短期貸付金の純増加額  62

  長期貸付金の回収による収入  4,060

投資活動によるキャッシュ・フロー △492,547

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  短期借入金の純減少額  50,000

  自己株式の取得による支出 △495

  配当金の支払額 △130,603

  その他 △389

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,488

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  467

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △728,674

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四半期末残高  1,274,550



前年同四半期（平成20年９月期第３四半期） 

  

前年同四半期（平成20年９月期第３四半期） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計に占める日本の割合がいずれも90％を超えてい

るため、記載を省略しております。  

   

前年同四半期（平成20年９月期第３四半期） 

 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。  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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  2,630,065  4,648,717  244,810  7,523,593  －  7,523,593

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,150,622  6,009  4,379  1,161,011  △1,161,011  －

計  3,780,688  4,654,726  249,189  8,684,604  △1,161,011  7,523,593

営業費用   4,017,976  4,046,445  240,168  8,304,590  △1,326,166  6,978,423

営業利益又は営業損失(△)  △237,288  608,281  9,021  380,014  165,155  545,169

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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