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1.  21年11月期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年11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 ％

21年11月期 12,383 0.4 1,713 8.9 1,791 12.2 979 7.5
20年11月期 12,338 4.9 1,572 △6.5 1,596 △5.5 910 1.2

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
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 ％ ％ ％

21年11月期 54.75 ― 13.7 17.1 13.8
20年11月期 50.92 ― 14.3 16.5 12.8

（参考） 持分法投資損益 21年11月期  39百万円 20年11月期  △1百万円

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

21年11月期 11,013 7,593 68.9 424.72
20年11月期 9,999 6,737 67.4 376.71

（参考） 自己資本   21年11月期  7,593百万円 20年11月期  6,737百万円

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

21年11月期 1,611 △254 △389 2,656
20年11月期 501 △344 △209 1,688

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年11月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00 143 15.7 2.3
21年11月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 143 14.6 2.0

22年11月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 ―

3.  22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11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）

 

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

5,265 △17.1 500 △45.7 680 △29.5 380 △34.8 21.26

通期 13,010 5.1 1,700 △0.8 1,900 6.1 1,050 7.2 58.73
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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) 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） 

（注）詳細は、１５ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）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、２５ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  50,793株 20年11月期  45,427株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年11月期の個別業績（平成20年12月1日～平成21年11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 ％

21年11月期 12,377 0.4 1,647 13.2 1,697 14.3 985 37.3
20年11月期 12,329 4.9 1,455 △11.0 1,484 △9.9 717 △18.3

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

21年11月期 55.12 ―

20年11月期 40.12 ―

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 10,467 7,093 67.8 396.72
20年11月期 9,464 6,272 66.3 350.71

（参考） 自己資本 21年11月期  7,093百万円 20年11月期  6,272百万円

2.  22年11月期の個別業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、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「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

5,260 △17.1 460 △48.1 630 △30.9 350 △34.8 19.58

通期 13,000 5.0 1,620 △1.7 1,810 6.7 1,000 1.5 55.94
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（１）経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の経営成績   

 当連結会計年度におけるわが国経済は、急速に拡大した世界経済後退に伴う深刻な影響の中

で、景気対策や外需回復により経済指標に一部持ち直しの動きは見られたものの、低水準な生

産活動、雇用・所得環境の悪化が続くなど先行き不透明な情勢は払拭されておらず、依然とし

て厳しい状況が続きました。 

 当社グループにおきましては、前期から好調であった海外向け売上高が急激な景気後退によ

り下半期に入り低調に転じ、また柏崎刈羽原子力発電所の復旧計画の遅れにも大きな影響を受

けるなど、停滞感が実感される事業環境となりました。 

 このような状況の中、バルブ部門およびメンテナンス部門が連携し付加価値の高い製品とサ

ービスの提供に努めてまいりましたところ、当連結会計年度の売上高は12,383百万円（前連結

会計年度比0.4％増）となりました。 

 損益面につきましては、原価の低減と収益性の向上を 重要課題として、受注量の変化によ

る影響を 小限にとどめる機動的な生産体制への取り組み、また自動メンテナンス機器による

効率的な施工などを推進いたしました結果、経常利益は1,791百万円（前連結会計年度比

12.2％増）となりました。また当期純利益は、法人税等を控除いたしまして979百万円（前連

結会計年度比7.5％増）となりました。 

 事業別の状況は以下の通りです。 

  

 バルブ事業におきましては、国内では島根原子力発電所3号機向け新設バルブの納入を中心

に、火力発電所向け、自家発電プラント向け、また舶用弁等についても積極的な販売に努めて

まいりました。このほか、高い技術力を背景にBWR型原子力発電所における 重要バルブであ

るSRV（主蒸気逃がし安全弁）予備弁の販売、柔軟な納期対応力を生かした付加価値の高い短

納期部品や小口径鍛造弁のエンドユーザー直販、さらに幅広い納入実績に基づいた巡回サービ

スによる弁および部品取替ニーズの掘り起こしなど、期を通じて広範な受注活動を展開いたし

ました。 

 海外向けの販売につきましては、洛陽火力発電所等をはじめとした中国の新設大型火力発電

所向け主要弁のほか、台湾・香港の大型案件やシンガポールにおける当社製弁への取替えな

ど、前期に引き続き上半期は好調に推移し、収益の増加に大きく寄与いたしました。下半期に

入り、経済悪化に伴う海外顧客の発注量抑制が5月以降に売上の減少となって現れ、生産量お

よび受注量ともに伸びを欠くこととなりましたが、通期では期初より継続してきた豊富な生産

量がこれをカバーした形となり、バルブ事業全体の売上を牽引する順調な結果となりました。

 これらの結果、バルブ事業における売上高は5,852百万円（前連結会計年度比17.0％増）、

営業利益は801百万円（前連結会計年度比142.8％増）となりました。 

 なお、このうち海外向け売上高は1,917百万円（前連結会計年度比20.5％増）であり、バル

ブ売上高の32.8％となっております。 

  

 メンテナンス事業におきましては、前期から引き続く柏崎刈羽原子力発電所の運転停止によ

り定期検査工事の売上機会が失われた一方で、運転再開に向けた各種の弁健全性確認工事を精

力的に受注・施工いたしました。他のプラント工事におきましては概ね計画通りに施工を推進

し、この中で当社オリジナルのAVD診断装置による電動弁の経年劣化診断や自社開発メンテナ

ンス機器を利用した現地でのシート取替工事など、付加価値の高い工事にも積極的に取り組み

ました。 

 上半期については前半が端境期となりましたが、未開拓エンドユーザーに対する巡回サービ

スを計画的に展開し、売上高の平準化と工数原価の引き下げ、次期点検対象弁の拡大を図りま

した。３月以降は夏季電力需要対策として各発電所の定期検査工事が集中し順調に推移いたし

ました。下半期に入り、夏場の閑散期に売上が減少した一方で、10月以降は複数の原子力発電

所大型工事が集中し、まとまった売上を計上することとなりました。しかしながら柏崎刈羽原

１．経営成績
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子力発電所の運転停止に加え、例年に比べて冬と夏の端境期が長かったことなどから前期売上

高を上回るまでには至りませんでした。 

 これらの結果、メンテナンス事業における売上高は6,531百万円（前連結会計年度比11.0％

減）、営業利益は1,556百万円（前連結会計年度比18.9％減）となりました。 

  

② 次期の見通し  

 国内向けのバルブ事業につきましては、上半期は小規模案件と部品の取替案件を中心に推移

すると見込まれますが、下半期は、新設プラントである大間原子力発電所向け、島根原子力発

電所3号機向けSRV（主蒸気逃がし安全弁）、上越火力発電所1号機向け、常陸那珂火力発電所2

号機向けなどの大型案件のほか、島根原子力発電所1号機向けSRV取替などの売上を予定してお

ります。海外向けにつきましては、ベネズエラの火力発電所向けなどの売上が上半期に予定さ

れておりますが、これまで収益を牽引してきた中国等のアジア向けは減少するものと思われま

す。 

 メンテナンス事業におきましては、期初は工事案件が少ないものの、2月以降は11月まで原

子力発電所を中心に定期検査工事案件が絶え間なく予定されております。例年売上が減少する

夏場の端境期も定期検査サイクルの兼ね合いから比較的短期間であると予想され、安定した収

益確保が見込まれます。ただし、これらの予想および進捗はプラント運転上の様々な要因によ

り変動する可能性を含んでおります。 

 以上の状況を踏まえ、次期の連結業績につきましては、売上高13,010百万円（前連結会計年

度比5.1％増）、経常利益1,900百万円（前連結会計年度比6.1％増）、当期純利益1,050百万円

（前連結会計年度比7.2％増）を見込んでおります。 

  

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,013百万円増加し、11,013

百万円となりました。これは主に流動資産の現金及び預金が増加（前連結会計年度末比1,007

百万円増）したことなどによります。固定資産は、リース資産が増加したことなどにより、ま

た、投資その他の資産の投資有価証券は、持分法適用などにより、前連結会計年度末に比べ27

百万円増加し、その他は関係会社出資金を売却したことなどにより、前連結会計年度末に比べ

88百万円減少しました。 

  

（負債） 

 負債については、負債合計で前連結会計年度末に比べ157百万円増加し、3,419百万円となり

ました。これは主に短期及び長期借入金が合計で前連結会計年度末に比べ212百万円減少した

一方で、流動負債の未払金と前受金が合計で前連結会計年度末に比べ200百万円増加し、固定

負債のリース債務が112百万円発生されたことなどによります。  

  

（純資産） 

 純資産については、前連結会計年度末に比べ856百万円増加し、7,593百万円となりました。

これは主に当期純利益の計上などに伴い利益剰余金が前連結会計年度末に比べ818百万円増加

したことや、関係会社出資金の売却による為替換算調整勘定の減少などに伴い、評価・換算差

額等が42百万円増加したことによります。  

  

② 当期のキャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、

前連結会計年度末に比べ967百万円増加し、当連結会計年度末には2,656百万円となりました。

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益が1,696百万円、減価

償却費が319百万円などにより増加した一方で、法人税等の支払額が643百万円などにより、前

連結会計年度に比べ増加（1,110百万円の増加）し、1,611百万円となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により、△254百万円と前

連結会計年度に比べ90百万円の支出の減少となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済を212百万円、配当金の支払いを
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160百万円実施したことなどにより、△389百万円と前連結会計年度に比べ180百万円の減少と

なりました。 

  

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

（注） 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 

     ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

     ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しており

ます。 

     ※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。 

 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを使用しております。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。また、利払いにつきましては、連結

キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

 当社は、株主への利益配分を経営の重要課題の一つであると認識しており、長期的視点のもと将

来の事業展開と経営環境の変化に柔軟に対応するため、財務状況とのバランスを勘案しつつ決定す

ることを基本方針として考えております。 

 内部留保資金につきましては、市場競争力の強化に向けた生産設備の充実や新技術・新製品の研

究開発等に活用することにより業績の向上に努めるとともに財務体質の強化を図ってまいります。

 当期末の配当金につきましては、１株当たり４円（中間配当金とあわせて年間８円）を予定して

おります。 

 次期の配当につきましては、中間配当金は１円増配の１株当たり５円、期末配当金も１円増配の

１株当たり５円とさせていただく予定であります。  

  

 当連結会計年度末におきましては、 近の有価証券報告書（平成21年2月27日提出）に記載の「事

業系統図（事業の内容）」および「関係会社の状況」から重要な変更がないため、開示を省略いたし

ます。 

  

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標 

 以上の2項目につきましては、平成19年11月期中間決算短信（平成19年7月18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いたします。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 以上の項目につきましては、平成19年11月期決算短信（平成20年1月23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いたします。 

  

平成17年11月期 平成18年11月期 平成19年11月期 平成20年11月期 平成21年11月期

自己資本比率 53.4  58.8  63.6   67.4 68.9

時価ベースの自己資本比率 106.5 102.8  152.3 64.4 122.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率 
 2.0  0.7  1.7  1.4 0.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
 57.8  127.1  37.1  42.8 123.7

２．企業集団の状況

３．経営方針
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 当該中間決算短信および決算短信は、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.okano-valve.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 

  

（４）会社の対処すべき課題 

① バルブ事業 

 現在、世界的に環境をキーワードとした低炭素型社会を目指す流れが大きくなりつつあり、

今後は原子力発電の重要性がますます高まるものと思われます。米国や中国などにおいては原

子力発電所の新規建設が多数計画されており、当社グループはこれを事業拡大と収益伸長への

転換期であると捉え、積極的に受注していきたいと考えております。 

 これに先駆けて当社は、平成21年5月に国内バルブメーカーとして初めて中国の原子力発電

所用弁の納入事業に関する認定を取得し、中国における原子力発電所向け弁の製作納入を可能

とする体制を整えました。現在は米国機械学会の原子力規格認証の再取得等に取り組んでおり

ます。このほか、大きな電力需要が見込まれるインドについても火力プラント向けのシェアを

拡大したいと考えており、情報収集およびマーケティングを進めております。 

 国内におきましては2020年までに10基以上の新規原子力発電所の運転開始が予定されており

ます。その大部分は過去に当社グループが多くの高温・高圧バルブを供給してきた沸騰水型

（BWR）もしくは改良沸騰水型（ABWR）の原子力発電所であり、これらの全面的な受注獲得を

目指しております。既に大間原子力発電所向け弁を受注し、次期下半期から約3年間にわたり

納入していく予定となっております。また国内では唯一当社グループのみが製造可能なSRV

（主蒸気逃がし安全弁）も島根原子力発電所3号機向けを現在製作中であります。 

 こうした今後の需要へ対応していくために、平成21年8月に経済産業省より戦略的原子力技

術利用高度化推進費補助事業に関する補助金交付を受けることが決定いたしました。この補助

金は、新規原子力発電所に求められる高品質な重要弁・主要弁等の供給体制を支える 先端技

術の研究開発に充当していく予定です。 

 このほか品質向上と生産性向上への取り組みとして、造型ラインにおける大幅なコストダウ

ンを目的に従来の水ガラス自硬性造型法からアルカリフェノール造型法への変更の他、内面シ

ョットブラストの導入、特殊金枠の増設などを実施いたしました。加工および検査工程におい

ては、鋳鋼工程を省略し鋼材からの部品加工を可能とする5軸制御立型マシニングセンタの導

入、汎用立型旋盤のNCレトロフィット化、1,500ton水圧試験機の改造などを行いました。今後

につきましては、ステム加工用NC旋盤や粉体プラズマ肉盛溶接装置等の新規導入のほか、原材

料の管理と原価管理の改善に向けた鋳造管理システムの稼働、設計および製造工程における図

面・手順の見直しなど、品質と生産性の更なる向上を追求してまいります。 

  

② メンテナンス事業 

 国内の原子力発電所は稼働率向上を目的として、今後定期検査サイクルが段階的に延長され

ていくことが決定されております。この延長により次回定期検査までの期間が長期化すること

に備えるため、メンテナンスの主流は、プラントを停止して行う定期検査時の分解・点検か

ら、将来的には運転中の予防保全および状態監視にシフトしていくことが予想されます。 

 したがって、当社グループとしましては検査サイクルの延長がそのまま売上の減少につなが

ることがないよう、優れた予防保全ツールであるAVD（電動弁診断装置）の使用範囲拡大に向

けた各種の実用化を進めるとともに、弁監視システム体制の早期整備についても重要課題とし

て積極的に取り組んでおります。 

 また、運転の長期化に伴い定期検査時における施工内容についても、更なる高度化・詳細化

が要求されると考えられます。原子力発電所における特殊な補修工事は、当社グループのメン

テナンスにおいてもとりわけ高い付加価値を有しておりますが、これまで一部の自動メンテナ

ンス機器の小型化が困難であったため現地補修工事ができなかった領域がありました。この開

発を進めてきました結果、今般小型化を実用化するに至り、既に現地補修の受注を獲得するな

ど顧客から評価を得つつあります。 
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 今後もバルブメーカーとしての提案力を生かした予防保全と特殊工事の高度化を積極的に推

進するとともに、繁忙期における 適な人員配置体制、要員の技能向上などのテーマに対して

も経営資源を投下し、先進性と優位性を備えた体制のもとで安定したプラント運転に貢献して

まいります。 

  

 できる限り顧客に近い距離で情報を共有し技術・技能の深掘りを行い得意分野への特化を進めつ

つ、バルブのライフサイクルを通して社会に貢献する企業としての存在にその価値を見出していく

ことが当社グループの経営理念の基本であります。 

 全てが新しい価値観で動く時代を迎え、グローバル化する原子力産業におけるサプライチェーン

の一角を担う企業としての地位を確固たるものとし、世界の原子力マーケットへの足がかりを掴む

ための新たな展開を追求してまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,848,877 2,856,864

受取手形及び売掛金 ※3  2,720,603 2,694,263

製品 － 127,347

仕掛品 － 2,005,244

原材料 － 140,978

たな卸資産 2,250,300 －

繰延税金資産 258,617 196,659

その他 86,883 73,249

貸倒引当金 △31,695 －

流動資産合計 7,133,588 8,094,607

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  2,264,760 ※2  2,269,925

減価償却累計額 △1,280,720 △1,352,350

建物及び構築物（純額） ※2  984,040 ※2  917,574

機械装置及び運搬具 ※2  3,648,704 ※2  3,736,461

減価償却累計額 △2,997,122 △3,089,783

機械装置及び運搬具（純額） ※2  651,582 ※2  646,678

土地 ※2  239,705 ※2  239,705

リース資産 － 138,184

減価償却累計額 － △12,612

リース資産（純額） － 125,571

建設仮勘定 57,337 97,724

その他 805,606 866,591

減価償却累計額 △563,808 △654,257

その他（純額） 241,797 212,333

有形固定資産合計 2,174,462 2,239,588

無形固定資産 1,010 4,043

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  172,833 ※1  200,782

繰延税金資産 361,911 407,265

その他 ※1  162,372 73,750

貸倒引当金 △6,600 △6,600

投資その他の資産合計 690,516 675,198

固定資産合計 2,865,989 2,918,829

資産合計 9,999,578 11,013,436

8

岡野バルブ製造㈱　（6492）　平成21年11月期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 433,118 364,280

短期借入金 ※2  212,500 ※2  500,000

リース債務 － 23,223

未払法人税等 306,702 368,512

未払費用 500,438 521,575

賞与引当金 66,600 76,590

ＰＣＢ処理引当金 13,000 13,000

その他 186,449 310,110

流動負債合計 1,718,809 2,177,291

固定負債   

長期借入金 ※2  500,000 －

リース債務 － 112,115

長期未払金 3,503 －

退職給付引当金 864,674 940,044

役員退職慰労引当金 175,246 190,279

固定負債合計 1,543,424 1,242,439

負債合計 3,262,234 3,419,731

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 4,977,034 5,795,179

自己株式 △26,591 △30,632

株主資本合計 6,780,442 7,594,547

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △866 △842

為替換算調整勘定 △42,232 －

評価・換算差額等合計 △43,098 △842

純資産合計 6,737,343 7,593,705

負債純資産合計 9,999,578 11,013,436
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高   

製品売上高 5,002,794 5,852,199

メンテナンス売上高 7,336,132 6,531,101

売上高合計 12,338,926 12,383,301

売上原価   

製品売上原価 ※1  4,322,580 ※1  4,627,258

メンテナンス売上原価 ※1  5,070,638 ※1  4,646,731

売上原価合計 9,393,219 9,273,990

売上総利益 2,945,707 3,109,310

販売費及び一般管理費   

旅費及び交通費 65,627 －

交際費 21,853 －

役員報酬 190,615 200,701

給料手当及び賞与 455,793 449,636

福利厚生費 102,644 96,040

賞与引当金繰入額 1,150 1,500

退職給付費用 66,023 69,202

役員退職慰労金 224 430

役員退職慰労引当金繰入額 16,435 16,293

地代家賃 41,980 －

事務機器賃借料 35,481 －

減価償却費 15,822 13,351

研究開発費 ※1  89,426 ※1  109,234

その他 269,790 439,513

販売費及び一般管理費合計 1,372,868 1,395,906

営業利益 1,572,838 1,713,404

営業外収益   

受取利息 1,335 913

受取配当金 3,288 3,139

不動産賃貸料 23,398 26,604

受取保険金 1,344 6,759

廃品売却益 5,685 1,505

持分法による投資利益 － 39,105

その他 7,072 14,768

営業外収益合計 42,124 92,796

営業外費用   

支払利息 11,660 13,177

売上割引 4,992 －

持分法による投資損失 1,077 －

その他 634 1,590

営業外費用合計 18,364 14,768

経常利益 1,596,598 1,791,432
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 15,767

特別利益合計 － 15,767

特別損失   

固定資産除却損 ※2  20,530 ※2  3,174

減損損失 ※3  10,022 －

たな卸資産評価損 － 4,703

投資有価証券評価損 － 442

関係会社出資金売却損 － 102,231

特別損失合計 30,552 110,550

税金等調整前当期純利益 1,566,045 1,696,648

法人税、住民税及び事業税 695,610 700,961

法人税等調整額 △40,242 16,594

法人税等合計 655,367 717,555

当期純利益 910,678 979,093
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,286,250 1,286,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,286,250 1,286,250

資本剰余金   

前期末残高 543,750 543,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 543,750 543,750

利益剰余金   

前期末残高 4,173,678 4,977,034

当期変動額   

剰余金の配当 △107,322 △160,948

当期純利益 910,678 979,093

当期変動額合計 803,355 818,145

当期末残高 4,977,034 5,795,179

自己株式   

前期末残高 △24,756 △26,591

当期変動額   

自己株式の取得 △1,835 △4,040

当期変動額合計 △1,835 △4,040

当期末残高 △26,591 △30,632

株主資本合計   

前期末残高 5,978,921 6,780,442

当期変動額   

剰余金の配当 △107,322 △160,948

当期純利益 910,678 979,093

自己株式の取得 △1,835 △4,040

当期変動額合計 801,520 814,104

当期末残高 6,780,442 7,594,547
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 66,321 △866

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67,188 24

当期変動額合計 △67,188 24

当期末残高 △866 △842

為替換算調整勘定   

前期末残高 △72,540 △42,232

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30,308 42,232

当期変動額合計 30,308 42,232

当期末残高 △42,232 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △6,218 △43,098

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,880 42,256

当期変動額合計 △36,880 42,256

当期末残高 △43,098 △842

純資産合計   

前期末残高 5,972,703 6,737,343

当期変動額   

剰余金の配当 △107,322 △160,948

当期純利益 910,678 979,093

自己株式の取得 △1,835 △4,040

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,880 42,256

当期変動額合計 764,640 856,361

当期末残高 6,737,343 7,593,705
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

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 1,566,045 1,696,648

減価償却費 277,966 319,591

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,490 9,990

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,200 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,359 75,370

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,059 15,032

貸倒引当金の増減額（△は減少） △563 △16,178

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少額） △5,000 －

受取利息及び受取配当金 △4,623 △4,052

支払利息 11,660 13,177

持分法による投資損益（△は益） 1,077 △39,105

減損損失 10,022 －

たな卸資産評価損 － 4,703

投資有価証券評価損益（△は益） － 442

関係会社出資金売却損 － 102,231

固定資産除却損 20,530 3,174

売上債権の増減額（△は増加） △212,147 26,339

たな卸資産の増減額（△は増加） △351,685 △27,971

仕入債務の増減額（△は減少） △49,481 △68,838

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,552 18,103

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11,373 13,488

その他の流動負債の増減額（△は減少） 32,645 108,757

その他 10,081 12,049

小計 1,321,312 2,262,954

利息及び配当金の受取額 4,828 5,057

利息の支払額 △11,715 △13,031

法人税等の支払額 △812,827 △643,094

営業活動によるキャッシュ・フロー 501,598 1,611,886

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △40,000

有形固定資産の取得による支出 △336,291 △228,046

有形固定資産の除却による支出 △8,345 △783

無形固定資産の取得による支出 － △3,500

関係会社出資金の売却による収入 － 17,940

投資活動によるキャッシュ・フロー △344,637 △254,389

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 800,000

短期借入金の返済による支出 － △800,000

長期借入金の返済による支出 △100,000 △212,500

リース債務の返済による支出 － △12,623

自己株式の取得による支出 △1,835 △4,040

配当金の支払額 △107,382 △160,345

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,217 △389,509

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） △52,256 967,986

現金及び現金同等物の期首残高 1,741,134 1,688,877

現金及び現金同等物の期末残高 1,688,877 2,656,864
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 該当事項はありません。 

   

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数   ２社 (1） 

 岡野サービス㈱、岡野メンテナンス㈱であり、子会

社はすべて連結しております。 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の関連会社数   ３社 (1）持分法適用の関連会社数   ２社 

 岡野工事㈱、スペロ機械工業㈱、大連岡野閥門廠で

あり、関連会社はすべて持分法を適用しております。

 岡野工事㈱、スペロ機械工業㈱であり、関連会社は

すべて持分法を適用しております。 

 前連結会計年度において持分法適用会社であった大

連岡野閥門廠は、当連結会計年度に出資金を全額売却

したため、当連結会計年度末において持分法の適用範

囲から除外しております。 

 なお、当該会社の損益に関しては、持分法による投

資利益に計上しております。 

(2）持分法の適用会社のうち、決算日が連結決算日と異

なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表

を使用しております。 

(2） 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 ３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の岡野サービス㈱及び岡野メンテナンス㈱

の決算日は９月30日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表

を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 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）重要な資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 有価証券 

その他有価証券 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） 

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 

たな卸資産 

製品…………個別法による原価法 

仕掛品………個別法による原価法 

原材料………移動平均法による原価法 

たな卸資産 

製品…………個別法による原価法 

      （収益性の低下による簿価切下げの

方法）  

仕掛品………個別法による原価法 

（収益性の低下による簿価切下げの

方法） 

原材料………移動平均法による原価法 

（収益性の低下による簿価切下げの

方法） 
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前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「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

公表分）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ

10,967千円減少しており、税金等調整前当期純利益

が、15,671千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。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却方法 

有形固定資産 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物  10～50年 

機械装置     10～12年 

定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物  10～50年 

 機械装置       9～12年 

（追加情報） （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

取得した有形固定資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の適用により、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から取得

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。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益はそれぞれ33,785千円減少しておりま

す。 

 なお、セグメントに与える影響は、セグメント情

報に記載しております。 

 平成20年度の法人税法の改正に伴い、機械装置の

耐用年数については従来10～12年としておりました

が、当連結会計年度から9～12年に変更しておりま

す。 

これによる当連結会計年度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。  

無形固定資産 

 定額法 

無形固定資産（リース資産を除く）  

          同左  

リース資産 

 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。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年11月30日以前の

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。 

  （会計方針の変更） 

 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、当連結会計年度より「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））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 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。  
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前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

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。 

貸倒引当金 

同左 

賞与引当金…………連結子会社については、従業員

の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額

のうち当連結会計年度の負担額を計上しており

ます。 

賞与引当金 

同左 

ＰＣＢ処理引当金…ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）

の処分等にかかる支出に備えるため、今後発生

すると見込まれる額を計上しております。 

ＰＣＢ処理引当金 

同左 

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及

び年金資産に基づき、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（1,764,717千

円）については、10年による定額法により費用

処理しております。 

 数理計算上の差異については、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により翌連結会計年度か

ら費用処理しております。 

退職給付引当金 

同左 

役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

役員退職慰労引当金 

同左 

(4）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、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。 

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (4）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりま

す。 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 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 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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、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短

期的な投資からなっております。 

同左 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

────── （連結貸借対照表）  

   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「製品」「仕掛品」「原材料」に区分掲記

しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に

含まれる「製品」「仕掛品」「原材料」は、それぞれ

152,150千円、1,937,488千円、160,662千円であります。

  

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「廃品売却益」（前連結会計年度

2,813千円）につきましては、営業外収益総額の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。 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「旅費交通

費」（当連結会計年度は64,785千円）、「交際費」（当連

結会計年度は19,149千円）、「地代家賃」（当連結会計年

度は44,560千円）、「事務機器賃借料」（当連結会計年度

は25,704千円）は、販売費及び一般管理費の総額の100分

の10以下のため、販売費及び一般管理費の「その他」に含

めて表示しております。  
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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20年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年11月30日） 

※１ 関連会社に係る注記 ※１ 関連会社に係る注記 

 関連会社に対するものは次のとおりであります。  関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 千円53,151

その他投資その他の資産（出資金）  〃 90,338

投資有価証券（株式） 千円81,509

※２ 担保資産の注記 ※２ 担保資産の注記 

（担保提供資産） （担保提供資産） 

土地 千円188,825

※ ( )〃 52,255

建物  〃 350,287

※ ( )〃 220,489

機械及び装置  〃 413,497

※ ( )〃 62,311

計 千円952,610

※ ( )〃 335,057

土地 千円188,825

※ ( )〃 52,255

建物  〃 321,566

※ ( )〃 204,577

機械及び装置  〃 389,539

※ ( )〃 43,129

計 千円899,932

※ ( )〃 299,962

 上記の担保提供資産は、下記債務等の担保に供して

います。 

 上記の担保提供資産は、下記債務等の担保に供して

います。 

短期借入金 千円212,500

長期借入金  〃 500,000

計 千円712,500

短期借入金 千円500,000

※（ ）書は内財団抵当分 ※（ ）書は内財団抵当分 

※３ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。 

 なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれて

おります。 

────── 

受取手形 千円7,124   
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、次のとおりであります。 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、次のとおりであります。 

一般管理費 千円89,426

当期製造費用  〃 11,202

計 千円100,628

一般管理費 千円109,234

当期製造費用  〃 6,848

計 千円116,083

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 千円2,954

機械装置及び運搬具  〃 6,316

その他固定資産  〃 2,912

解体撤去費他  〃 8,345

計 千円20,530

機械装置及び運搬具  〃 1,236

その他固定資産  〃 1,154

解体撤去費他  〃 783

計 千円3,174

※３ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産について減損損失を計上しております。 

――――― 

用途 種類 場所 金額 

賃貸用資産 建物 
福岡県 

北九州市 
千円 10,022

  

(1）経緯 

 上記の賃貸用資産については、継続的な地価の下

落等により市場価格が著しく低下したため減損損失

を計上しております。 

  

(2）資産グルーピングの方法   

 当社グループは、事業の種類別セグメントを基礎

としてグルーピングしており、賃貸用資産について

は個別の物件ごとに減損の兆候を判定しておりま

す。 

  

(3）回収可能価額の算定方法等   

 回収可能価額の算定にあたっては、使用価値によ

り測定しており、将来キャッシュフローを5.0％の

割引率で割引いて算定しております。 
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前連結会計年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加    2,802株 

  

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(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 

  

当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加      5,366 株 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 株 17,930,000  ―  ― 株 17,930,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 株 42,625 株 2,802  ― 株 45,427

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20年２月28日 

定時株主総会 
普通株式  53,662  3.0 平成19年11月30日 平成20年２月29日 

平成20年７月23日 

取締役会 
普通株式  53,660  3.0 平成20年５月31日 平成20年８月21日 

決議 株式の種類 配当の原資
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21年２月26日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  89,422  5.0 平成20年11月30日 平成21年２月27日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 株 17,930,000 －  － 株 17,930,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 株 45,427 株 5,366  － 株 50,793
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３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(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 

  

   

前連結会計年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

  

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21年２月26日 

定時株主総会 
普通株式 89,422 5.0 平成20年11月30日 平成21年２月27日 

平成21年６月16日 

取締役会 
普通株式 71,525 4.0 平成21年５月31日 平成21年８月７日 

決議 株式の種類 配当の原資
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22年２月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 71,516 4.0 平成21年11月30日 平成22年２月26日

（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19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

 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 千円1,848,877

預入期間３ヶ月超の定期預金  〃 △160,000

現金及び現金同等物 千円1,688,877

現金及び預金勘定 千円2,856,864

預入期間３ヶ月超の定期預金  〃 △200,000

現金及び現金同等物 千円2,656,864

（セグメント情報）

ａ．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） 

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 
 5,002,794  7,336,132  12,338,926  ―  12,338,926

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

計  5,002,794  7,336,132  12,338,926  ―  12,338,926

営業費用  4,672,704  5,416,605  10,089,309  676,778  10,766,087

営業利益  330,089  1,919,526  2,249,616 ( )676,778  1,572,838

Ⅱ 資産・減価償却費・減損

損失及び資本的支出 
 

資産  5,103,389  4,348,855  9,452,245  547,332  9,999,578

減価償却費  191,876  77,972  269,848  8,118  277,966

減損損失  ―  ―  ―  10,022  10,022

資本的支出  348,241  31,156  379,398  10,832  390,230
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当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

（注）１ 事業区分は、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の主なものは、親会社の総務部、人事部等

管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（定期預金）、

長期投資資金（投資有価証券）及び総務部、人事部等管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計方針の変更  

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）に記載のとおり、当連結会計年度より

「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日公表分）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、バルブ事業の営業利益が10,967千円減少しており

ます。  

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。 

  

  
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） 

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 
 5,852,199  6,531,101  12,383,301  ―  12,383,301

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

計  5,852,199  6,531,101  12,383,301  ―  12,383,301

営業費用  5,050,663  4,974,481  10,025,145  644,751  10,669,896

営業利益  801,535  1,556,620  2,358,155 ( )644,751  1,713,404

Ⅱ 資産・減価償却費・減損

損失及び資本的支出 
 

資産  5,601,359  4,946,627  10,547,986  465,450  11,013,436

減価償却費  238,209  81,081  319,291  300  319,591

資本的支出  256,052  128,148  384,200  680  384,880

前連結会計年度 千円676,778

当連結会計年度 千円644,751

前連結会計年度 千円547,332

当連結会計年度 千円465,450

ｂ．所在地別セグメント情報
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前連結会計年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30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、シンガポール等 

(2）その他の地域・・・チリ、サウジアラビア、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。 

  

当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30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、シンガポール等 

(2）その他の地域・・・クウェート、オーストラリア、ブラジル等 

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。 

  

ｃ．海外売上高

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,366,313  225,436  1,591,749

Ⅱ 連結売上高（千円）  ―  ―  12,338,926

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 11.1  1.8  12.9

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,669,998  247,618  1,917,616

Ⅱ 連結売上高（千円）  ―  ―  12,383,301

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 13.5  2.0  15.5
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（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益 

  

  

  リース取引、有価証券、デリバティブ取引、税効果会計、関連当事者との取引に関する注記事項については、決算短

信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１株当たり純資産額 円376.71

１株当たり当期純利益金額 円50.92

１株当たり純資産額 円424.72

１株当たり当期純利益金額 円54.75

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては潜在株式がないため記載しておりません。 

項目
前連結会計年度

（平成20年11月30日） 
当連結会計年度

（平成21年11月30日） 

純資産の部の合計額（千円）  6,737,343  7,593,705

普通株式に係る純資産額（千円）  6,737,343  7,593,705

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純資

産額の算定に用いられた普通株式に係る当連結会計年度

末の純資産額との差額（千円） 

 ―      

普通株式の発行済株式数（株）  17,930,000  17,930,000

普通株式の自己株式数（株）  45,427  50,793

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（株） 
 17,884,573  17,879,207

項目
前連結会計年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

連結損益計算書上の当期純利益（千円）  910,678  979,093

普通株式に係る当期純利益（千円）  910,678  979,093

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  ―

普通株式の期中平均株式数（株）  17,886,206  17,881,463

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

該当事項はありません。  同左  

（開示の省略）

25

岡野バルブ製造㈱　（6492）　平成21年11月期決算短信



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,451,144 2,444,706

受取手形 7,124 －

売掛金 2,697,062 2,696,863

製品 152,150 127,347

仕掛品 1,958,936 2,022,495

原材料 160,662 140,664

前払費用 53,031 30,716

繰延税金資産 217,069 153,759

その他 32,303 35,596

貸倒引当金 △31,675 －

流動資産合計 6,697,810 7,652,149

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,936,375 1,936,375

減価償却累計額 △1,072,372 △1,128,360

建物（純額） 864,003 808,015

構築物 302,315 307,480

減価償却累計額 △206,180 △220,678

構築物（純額） 96,135 86,802

機械及び装置 3,455,753 3,543,450

減価償却累計額 △2,869,824 △2,954,564

機械及び装置（純額） 585,928 588,886

車両運搬具 61,920 61,540

減価償却累計額 △53,619 △54,837

車両運搬具（純額） 8,301 6,703

工具、器具及び備品 795,292 855,807

減価償却累計額 △556,905 △646,794

工具、器具及び備品（純額） 238,387 209,013

土地 277,288 277,288

リース資産 － 138,184

減価償却累計額 － △12,612

リース資産（純額） － 125,571

建設仮勘定 57,337 97,724

有形固定資産合計 2,127,381 2,200,005

無形固定資産   

電話加入権 920 920

ソフトウエア － 3,033

無形固定資産合計 920 3,953
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 119,681 119,273

関係会社株式 42,050 42,050

出資金 11,552 11,822

関係会社出資金 55,196 －

長期前払費用 480 360

繰延税金資産 361,317 390,856

差入保証金 54,764 53,606

貸倒引当金 △6,600 △6,600

投資その他の資産合計 638,441 611,368

固定資産合計 2,766,742 2,815,326

資産合計 9,464,552 10,467,475

負債の部   

流動負債   

買掛金 520,462 470,410

1年内返済予定の長期借入金 212,500 500,000

リース債務 － 23,223

未払金 98,898 118,680

未払法人税等 285,129 362,312

未払事業所税 11,721 12,631

未払消費税等 25,688 50,974

未払費用 470,888 488,367

前受金 62 83,602

預り金 19,638 19,282

ＰＣＢ処理引当金 13,000 13,000

流動負債合計 1,657,990 2,142,484

固定負債   

長期借入金 500,000 －

リース債務 － 112,071

長期未払金 3,448 －

退職給付引当金 858,780 933,424

役員退職慰労引当金 171,978 186,478

固定負債合計 1,534,206 1,231,974

負債合計 3,192,197 3,374,459

27

岡野バルブ製造㈱　（6492）　平成21年11月期決算短信



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,286,250 1,286,250

資本剰余金   

資本準備金 543,750 543,750

資本剰余金合計 543,750 543,750

利益剰余金   

利益準備金 157,235 157,235

その他利益剰余金   

別途積立金 1,300,000 1,300,000

繰越利益剰余金 3,012,577 3,837,255

利益剰余金合計 4,469,813 5,294,491

自己株式 △26,591 △30,632

株主資本合計 6,273,222 7,093,859

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △866 △842

評価・換算差額等合計 △866 △842

純資産合計 6,272,355 7,093,016

負債純資産合計 9,464,552 10,467,475
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高   

製品売上高 4,992,999 5,846,480

メンテナンス売上高 7,336,132 6,531,101

売上高合計 12,329,132 12,377,582

売上原価   

製品期首たな卸高 93,473 152,150

当期製品製造原価 4,396,175 4,610,230

当期メンテナンス原価 5,148,243 4,684,066

合計 9,637,892 9,446,446

製品期末たな卸高 152,150 127,347

売上原価 9,485,742 9,319,099

売上総利益 2,843,389 3,058,482

販売費及び一般管理費   

役員報酬 169,267 179,640

給料手当及び賞与 448,629 440,137

福利厚生費 98,627 91,280

退職給付費用 66,023 69,039

役員退職慰労引当金繰入額 14,587 14,500

交際費 20,386 －

地代家賃 41,980 －

事務機器賃借料 34,928 －

旅費及び交通費 64,929 －

減価償却費 14,828 12,368

研究開発費 89,426 109,234

その他 324,039 494,782

販売費及び一般管理費合計 1,387,654 1,410,982

営業利益 1,455,734 1,647,499

営業外収益   

受取利息 522 251

受取配当金 5,533 18,584

受取保険金 1,077 1,884

不動産賃貸料 27,526 28,909

廃品売却益 5,685 1,505

その他 5,649 13,185

営業外収益合計 45,994 64,320

営業外費用   

支払利息 11,660 13,177

売上割引 4,992 －

貸倒引当金繰入額 600 －

その他 34 1,590

営業外費用合計 17,287 14,768

経常利益 1,484,441 1,697,052
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 15,747

特別利益合計 － 15,747

特別損失   

固定資産除却損 20,429 3,152

減損損失 118,729 －

たな卸資産評価損 － 4,703

関係会社出資金売却損 － 15,114

関係会社出資金評価損 31,195 －

有価証券評価損 － 442

特別損失合計 170,353 23,411

税引前当期純利益 1,314,088 1,689,387

法人税、住民税及び事業税 641,000 670,000

法人税等調整額 △44,568 33,762

法人税等合計 596,432 703,762

当期純利益 717,656 985,625
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製造原価明細書

   
前事業年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

区分 
注記
番号

製品 メンテナンス 製品 メンテナンス

金額 
（千円） 

構成比
（％）

金額
（千円） 

構成比
（％）

金額
（千円） 

構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

構成比
（％）

Ⅰ 材料費   2,044,086  41.8  543,587  10.8  1,815,159  38.3  396,458  8.3

Ⅱ 労務費 ※１  1,659,710  33.9  1,090,637  21.8  1,695,483  35.7  1,039,178  21.8

Ⅲ 経費 ※２  1,191,638  24.3  3,381,536  67.4  1,232,944  26.0  3,324,967  69.9

当期総製造費用   4,895,434  100.0  5,015,760  100.0  4,743,588  100.0  4,760,603  100.0

期首仕掛品たな卸
高 

  799,538  909,903  1,181,516   777,420

合計   5,694,973  5,925,664  5,925,104   5,538,024

他勘定への振替高 ※３  117,281 ―  146,336  ―

期末仕掛品たな卸
高 

  1,181,516  777,420  1,168,537   853,957

当期製品製造原価   4,396,175  5,148,243  4,610,230   4,684,066

前事業年度 当事業年度 

※ 原価計算の方法―個別実際原価計算 

 なお、一部の標準仕様製品の中途工程までの計算につ

いては、計算の便宜上、予定額をもっておこなっており

ます。 

同左 

※１ 労務費の中には、退職給付費用 千円が含ま

れています。 

271,425 ※１ 労務費の中には、退職給付費用 千円が含ま

れています。 

285,966

※２ 経費のうち、外注費は次のとおりであります。 ※２ 経費のうち、外注費は次のとおりであります。 

外注加工費（製品） 千円295,361

外注工事費（メンテナンス） 千円2,513,068

外注加工費（製品） 千円322,158

外注工事費（メンテナンス） 千円2,477,085

※３ 仕掛品の他勘定への振替高は次のとおりでありま

す。 

※３ 仕掛品の他勘定への振替高は次のとおりでありま

す。 

有形固定資産 千円13,184

販売費及び一般管理費 千円104,097

有形固定資産 千円17,899

販売費及び一般管理費 千円123,733

特別損失 千円4,703
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,286,250 1,286,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,286,250 1,286,250

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 543,750 543,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 543,750 543,750

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 157,235 157,235

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 157,235 157,235

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,300,000 1,300,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,300,000 1,300,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,402,244 3,012,577

当期変動額   

剰余金の配当 △107,322 △160,948

当期純利益 717,656 985,625

当期変動額合計 610,333 824,677

当期末残高 3,012,577 3,837,255

自己株式   

前期末残高 △24,756 △26,591

当期変動額   

自己株式の取得 △1,835 △4,040

当期変動額合計 △1,835 △4,040

当期末残高 △26,591 △30,632

株主資本合計   

前期末残高 5,664,723 6,273,222
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △107,322 △160,948

当期純利益 717,656 985,625

自己株式の取得 △1,835 △4,040

当期変動額合計 608,498 820,636

当期末残高 6,273,222 7,093,859

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 66,321 △866

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67,188 24

当期変動額合計 △67,188 24

当期末残高 △866 △842

純資産合計   

前期末残高 5,731,045 6,272,355

当期変動額   

剰余金の配当 △107,322 △160,948

当期純利益 717,656 985,625

自己株式の取得 △1,835 △4,040

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67,188 24

当期変動額合計 541,309 820,661

当期末残高 6,272,355 7,093,016
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 該当事項はありません。 

   

(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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