
平成21年11月期 第3四半期決算短信 

平成21年10月2日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 岡野バルブ製造株式会社 上場取引所 東 福 

コード番号 6492 URL http://www.okano-valve.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 岡野 正敏

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理統轄部長 （氏名） 齋藤 浩實 TEL 093-372-9214
四半期報告書提出予定日 平成21年10月9日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年8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11月期第3四半期 8,840 ― 1,088 ― 1,141 ― 686 ―

20年11月期第3四半期 9,392 7.7 1,250 △7.8 1,264 △8.2 745 0.7

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11月期第3四半期 38.40 ―

20年11月期第3四半期 41.68 ―

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11月期第3四半期 10,250 7,258 70.8 405.93
20年11月期 9,999 6,737 67.4 376.71

（参考） 自己資本   21年11月期第3四半期  7,258百万円 20年11月期  6,737百万円

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  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
21年11月期 ― 4.00 ―

21年11月期 
（予想）

4.00 8.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11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  無  
 

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 12,830 4.0 1,710 8.7 1,770 10.9 950 4.3 53.12
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  
（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。 

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現在当社が入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３
ページ【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。 
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。 

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11月期第3四半期 17,930,000株 20年11月期  17,930,000株

② 期末自己株式数 21年11月期第3四半期  49,693株 20年11月期  45,427株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第3四半期 17,882,140株 20年11月期第3四半期 17,886,662株
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当第３四半期連結累計期間におけるバルブ事業につきましては、国内向けバルブ販売では中国電力㈱島根原子力発

電所3号機向け一般弁が売上の中心となりました。またSRV（主蒸気逃がし安全弁）の予備弁のほか、付加価値の高い

短納期部品やエンドユーザー直販の小口径鍛造弁の販売にも注力するとともに、メンテナンス部門と連携した巡回サ

ービスによる部品の取替えなど幅広い営業活動を展開いたしましたが、全体的には小規模案件が多く、やや伸び悩ん

だ状況で推移いたしました。 

海外向けにつきましては、上半期までは中国の大型火力発電所向けの豊富な生産がバルブ事業の好調さを支えてま

いりましたが、昨秋以降の世界的な景気後退の影響もあり６月以降からは小康状態を迎えました。 

メンテナンス事業におきましては、期初は、柏崎刈羽原子力発電所が運転再開に至らない状況の中において、他の

原子力発電所においても定期検査工事の端境期であったため、やや厳しい状況にありました。これらを補うために、

柏崎刈羽原子力発電所の起動に向けた弁の健全性確認工事のほか、自社開発機器を駆使した現地でのシート取替、電

動弁の経年劣化診断など高付加価値な特殊工事を積極的に推進いたしました。定期検査工事が集中した３月以降は計

画通りに施工が進み、夏場の端境期も中小の工事案件に精力的に取り組んだ結果、概ね順調に売上高を確保いたしま

した。 

損益面に関しましては、上半期は中国の火力発電所向けの豊富な受注量を背景に、工場稼働率が高い水準で推移し

ておりましたが、下半期に入り海外向けバルブ生産の減少によりやや低下し、製造原価を若干上昇させる要因となり

ました。メンテナンス事業におきましては、自動メンテナンス機器による効率的な工事施工のほか、適正な人員配置

と厳格な工程管理の徹底を図るなど、工数コストの低減に努めましたが、繁閑の差による影響もあって例年に比べて

若干高い原価率となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高8,840百万円、経常利益1,141百万円、四半期純利益686

百万円となりました。  

  

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ251百万円増加し、10,250百万円とな

りました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が533百万円減少した一方で、現金及び預金が410百万円、仕掛品が

378百万円増加したことなどによるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ269百万円減少し、2,992百万円となりました。この主な要因は、未払費用が

284百万円減少したことなどによるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ520百万円増加し、7,258百万円となりました。この主な要因は、利益剰余

金が525百万円増加したことなどによるものであります。  

  

当第３四半期連結会計期間末時点における数値は、当第３四半期の３ヶ月間がやや低調であったことから平成21年

７月８日に発表した通期業績予想に比較してやや低い進捗となっておりますが、これは当初より見込まれており、予

想の範囲内であると認識しております。 

９月以降の３ヶ月間の見込みにつきましては、国内バルブ販売では引き続き小規模な案件を中心に構成されており

ますが、海外向けにおいて一部にインドや中国の火力発電所向け大型の売上計上が予定されており、標準的な操業を

維持できるものと思われます。 

一方、メンテナンス事業については、比較的大きな原子力向け定期検査工事案件が複数計画されており、豊富な工

事量と相俟って順調な売上高が見込まれます。 

これらの見通しに現在の進行状況をあわせて勘案しますと、現段階において通期の業績予想数値に変更はありませ

ん。 

  

該当事項はありません。  

   

棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

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）

（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
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①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

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、主として個別法による原価法（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）により算定しております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益がそれぞれ7,803千円減少して

おり、税金等調整前四半期純利益が12,507千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当該箇所に記載しております。 

  

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（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よりこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。 

  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おります。 

  ただし、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

  なお、これに伴う損益及びセグメント情報への影響はありません。 

  

（追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

   法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成14年４月30日 法律第23号）に伴い、第１四半

期連結会計期間より機械装置の耐用年数を見直した結果、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更してお

ります。 

   これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   また、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

（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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年８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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,258,889 1,848,877 

受取手形及び売掛金 2,186,698 2,720,603 

製品 133,217 152,150 

仕掛品 2,315,978 1,937,488 

原材料 139,357 160,662 

その他 339,783 345,501 

貸倒引当金 △21,375 △31,695 

流動資産合計 7,352,550 7,133,588 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 930,299 984,040 

機械装置及び運搬具（純額） 646,677 651,582 

その他（純額） 581,992 538,840 

有形固定資産合計 2,158,968 2,174,462 

無形固定資産 4,218 1,010 

投資その他の資産   

投資有価証券 218,201 172,833 

繰延税金資産 382,042 361,911 

その他 141,489 162,372 

貸倒引当金 △6,600 △6,600 

投資その他の資産合計 735,134 690,516 

固定資産合計 2,898,321 2,865,989 

資産合計 10,250,871 9,999,578 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８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11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 324,504 433,118 

短期借入金 200,000 212,500 

未払法人税等 167,397 306,702 

未払費用 215,963 500,438 

賞与引当金 199,300 66,600 

その他の引当金 22,825 13,000 

その他 353,417 186,449 

流動負債合計 1,483,406 1,718,809 

固定負債   

長期借入金 300,000 500,000 

退職給付引当金 917,694 864,674 

役員退職慰労引当金 184,842 175,246 

その他 106,821 3,503 

固定負債合計 1,509,357 1,543,424 

負債合計 2,992,764 3,262,234 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,286,250 1,286,250 

資本剰余金 543,750 543,750 

利益剰余金 5,502,689 4,977,034 

自己株式 △29,460 △26,591 

株主資本合計 7,303,229 6,780,442 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,757 △866 

為替換算調整勘定 △59,879 △42,232 

評価・換算差額等合計 △45,121 △43,098 

純資産合計 7,258,107 6,737,343 

負債純資産合計 10,250,871 9,999,578 
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（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12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 8,840,847

売上原価 6,703,041

売上総利益 2,137,805

販売費及び一般管理費  

役員報酬 139,117

給料手当及び賞与 307,876

賞与引当金繰入額 33,740

退職給付費用 51,908

役員退職慰労引当金繰入額 12,170

減価償却費 10,159

その他 494,654

販売費及び一般管理費合計 1,049,626

営業利益 1,088,178

営業外収益  

受取利息 1,617

受取配当金 3,139

持分法による投資利益 27,926

受取賃貸料 19,459

その他 13,047

営業外収益合計 65,190

営業外費用  

支払利息 11,192

その他 327

営業外費用合計 11,519

経常利益 1,141,849

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,922

特別利益合計 9,922

特別損失  

固定資産除却損 1,555

投資有価証券評価損 442

たな卸資産評価損 4,703

特別損失合計 6,700

税金等調整前四半期純利益 1,145,071

法人税、住民税及び事業税 502,985

法人税等調整額 △44,517

法人税等合計 458,467

四半期純利益 686,603
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８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 1,145,071

減価償却費 237,307

賞与引当金の増減額（△は減少） 132,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,020

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,595

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,909

受取利息及び受取配当金 △4,757

支払利息 11,192

持分法による投資損益（△は益） △27,926

固定資産除却損 1,555

売上債権の増減額（△は増加） 533,904

たな卸資産の増減額（△は増加） △342,955

仕入債務の増減額（△は減少） △108,613

その他 △6,149

小計 1,624,035

利息及び配当金の受取額 4,874

利息の支払額 △11,033

法人税等の支払額 △646,986

営業活動によるキャッシュ・フロー 970,889

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 △179,941

固定資産の除却による支出 △638

無形固定資産の取得による支出 △3,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △184,079

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △212,500

リース債務の返済による支出 △7,727

配当金の支払額 △160,948

自己株式の純増減額（△は増加） 4,377

財務活動によるキャッシュ・フロー △376,798

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 410,011

現金及び現金同等物の期首残高 1,688,877

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,098,889
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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。 

  

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12月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 (イ)バルブ事業……………高温・高圧用鋳鍛鋼弁、中・低圧用鋳鍛鋼弁、超低温用鋳鍛鋼弁、原子力用各種

鋳鍛鋼弁、石油化学用弁、各種安全弁、各種鋳鋼素材 

 (ロ)メンテナンス事業……各種弁定期点検、各種弁補修工事 

３ 「定性的情報・財務諸表等」４．（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②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に記載のとおり、「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、主として個別法による原価法

（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）により算定しております。これによ

り、バルブ事業においては当第３四半期連結累計期間の営業利益が7,803千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12月１日 至 平成21年８月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がないため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12月１日 至 平成21年８月31日） 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア・・・・・・中国、台湾、インドネシア等 

 (2）その他の地域・・・ブラジル、クウェート、オーストラリア等 

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

  

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〕

  
バルブ事業
（千円） 

メンテナンス
事業（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 4,661,625 4,179,221 8,840,847 ― 8,840,847 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― ― ― (―) ― 

計 4,661,625 4,179,221 8,840,847 (―) 8,840,847 

営業利益 679,962 889,898 1,569,860 (481,681) 1,088,178 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,419,074 215,205 1,634,279 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― 8,840,847 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
16.1 2.4 18.5 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「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 

前第３四半期連結累計期間（平成19年12月1日～平成20年8月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年11月期第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  9,392,149

Ⅱ 売上原価  
   

7,115,147

売上総利益  2,277,002

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,026,808

営業利益  1,250,194

Ⅳ 営業外収益  30,884

Ⅴ 営業外費用  16,785

経常利益   1,264,292

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失   17,890

税金等調整前四半期純利益  1,246,401

法人税、住民税及び事業税   585,038

法人税等調整額  △84,072

四半期純利益   745,436
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前第３四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年８月31日） 

  

（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11月期第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッュ・フロー 

税金等調整前当期純利益  1,246,401

減価償却費  205,305

受取利息及び受取配当金 △4,441

支払利息  8,700

持分法による投資損失  2,671

固定資産除却損  5,859

売上債権の減少額  283,579

たな卸資産の増加額 △230,513

仕入債務の増加額 △87,315

その他  △30,800

小計  1,399,446

利息及び配当金の受取額  4,646

利息の支払額 △8,700

法人税等の支払額 △820,095

営業活動によるキャッシュ・フロー  575,298

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 △221,009

投資活動によるキャッシュ・フロー △221,009

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △75,000

自己株式の純減少額  3,987

配当金の支払額 △107,322

財務活動によるキャッシュ・フロー △178,334

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 
  

－

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
   175,954

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 
   1,741,134

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 
   1,917,088
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前第３四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年８月31日） 

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各事業の主な製品 

 (イ) バルブ事業……………高温・高圧用鋳鍛鋼弁、中・低圧用鋳鍛鋼弁、超低温用鋳鍛鋼弁、原子力用各種

鋳鍛鋼弁、石油化学用弁、各種安全弁、各種鋳鋼素材 

 (ロ) メンテナンス事業……各種弁定期点検、各種弁補修工事 

    ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(450,205千円)の主なものは、親会社の総

務グループ、人事グループ等管理部門に係る費用であります。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
バルブ事業 
（千円） 

メンテナンス事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高  3,768,568  5,623,581  9,392,149  －  9,392,149

営業費用  3,493,720  4,198,029  7,691,750 450,205  8,141,955

営業利益  274,848  1,425,551  1,700,399 (450,205)  1,250,194
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