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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31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、21年9月期第1四半期の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 

  

(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 ％

22年9月期第1四半期 2,835 10.0 345 22.4 354 24.5 184 5.4
21年9月期第1四半期 2,577 ― 282 ― 284 ― 175 ―

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

22年9月期第1四半期 74.89 ―

21年9月期第1四半期 6,745.19 ―

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

22年9月期第1四半期 11,424 7,380 64.6 2,988.28
21年9月期 11,611 7,219 62.2 2,923.23

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  7,380百万円 21年9月期  7,219百万円

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

21年9月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

35.00 ― 25.00 60.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22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  
 

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

5,000 △12.2 350 △17.3 370 △14.1 220 47.8 87.63

通期 10,000 △10.1 700 △35.5 750 △32.2 400 14.4 159.33



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  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） 

(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、21年9月期第1四半期の期
中平均株式数については、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 

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。 

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） 22年9月期第1四半期 2,678,600株 21年9月期  2,678,600株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  208,832株 21年9月期  208,832株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 2,469,768株 21年9月期第1四半期  26,023株



  当第１四半期におけるわが国経済は、円高、デフレ、株価低迷が続き、景気の二番底が危惧される状況の中で推移

いたしましたが、当社グループが主要なマーケットとしております電力業界におきましては、平成21年12月の産業用

大口電力需要が15ヶ月ぶりに前年同月を上回り、大手製造業の業績が回復基調にあることを伺わせる状況となってお

ります。 

 このような中、当社グループにおきましては、売上高100億円、営業利益７億円を想定して当年度をスタートさ

せ、当第１四半期は、売上高2,835百万円（前年同期比10.0％増）、営業利益345百万円（同22.4％増）、経常利益

354百万円（同24.5％増）、四半期純利益184百万円（同5.4％増）と概ね順調な滑り出しとすることができました。 

 このように前年同期に比して、増収増益とすることができましたのは、収益面ではバルブメンテナンス事業におけ

る国内原子力発電所向け定期検査工事案件数が１件増加したことによる売上増加と、新設原子力発電所向けの関連収

入の増加が要因です。 

また、コスト面においては、前年度より取り組んできた調達施策の高度化による変動費の圧縮、各支出をゼロベ

ースで見直し節減型年度予算編成を行うことで徹底した固定費を削減するなど、これらコストダウンに努めてきた成

果によるものです。 

  
事業セグメント別の状況は、バルブ製品製造事業では、バルブ製品は前年同期に比して原子力発電所向け売上が

減少した反面、海外火力プラント向け製品とバルブ取替え部品の売上が増加したことでやや持ち直しましたが、鋳鋼

製品は、昨年来の建機業界の低迷により売上激減に歯止めがかからず、前年同期の３分の２程度にまで落ち込んだこ

とから、これを要因とし、セグメントの売上高は1,288百万円（前年同期比5.4％減）に留まり、これに伴い、営業利

益も68百万円の赤字（前年同期は４百万円の黒字）に悪化いたしました。 

バルブメンテナンス事業では、国内原子力発電所向け定期検査工事案件数の増加などを要因にして、売上高は

1,550百万円（前年同期比34.0％増）、営業利益は449百万円（同85.3％増）で増収増益となりました。 

その他の事業は、前連結会計年度末で焼結金属の製品製造販売を廃止したため、主にグループ内にサービスを提

供する目的で設立された子会社による小規模な事業のみとなったことから、売上高は大幅に減少いたしました。 

  

（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11,424百万円（前期末比1.6%減）で前連結会計年度末に比し大き

な変化はありません。 

流動資産合計、固定資産合計でも大きな変動はありませんが、科目別では、現金及び預金が売掛金の回収が減少

したことから1,073百万円減少し、受取手形及び売掛金が958百万円増加しました。これらは、当第１四半期連結会計

期間末に売上が集中したことによるものです。 

 負債合計は4,044百万円で、前連結会計年度末に比して347百万円減少しました。これは賞与引当金が四半期連結会

計期間分の計上であるため減少したほか、受注損失引当金が、対象案件の売上計上による実現により減少したことな

どによるものです。 

 純資産の部は、7,380百万円で、前連結会計年度に係る配当金の支払いがあり減少したものの、四半期純利益の計

上、その他有価証券評価差額金の増加により前連結会計年度末に比して160百万円増加いたしました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から873百万円減少した

2,319百万円となりました。この内訳は以下のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 売上高が当第１四半期連結会計期間末に集中して計上されたことから、売上債権が958百万円増加し、これを要因

に、営業活動によるキャッシュ・フローは451百万円のマイナスとなりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 平成21年10月に実施した子会社の合併に伴うソフトウエアの改修を順次行っており、この無形固定資産の取得238

百万円が計上されたことから、投資活動によるキャッシュ・フローは370百万円のマイナスとなりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 主に前連結会計年度に係る期末配当金の支払い47百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローは51百万円の

マイナスとなりました。 

   

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
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 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21年11月13日公表の「平成21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。   

   

 該当事項はありません。 

   

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。 

  

 該当事項はありません。  

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

（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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,109,426 3,182,656

受取手形及び売掛金 2,804,040 1,845,107

有価証券 209,989 10,119

商品及び製品 39,181 247,962

仕掛品 1,284,989 1,367,165

原材料及び貯蔵品 621,654 606,363

繰延税金資産 278,838 378,037

その他 349,970 360,389

流動資産合計 7,698,090 7,997,800

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 373,704 379,152

機械装置及び運搬具（純額） 892,401 931,621

土地 287,309 287,309

その他（純額） 206,402 129,104

有形固定資産合計 1,759,817 1,727,188

無形固定資産 511,617 437,337

投資その他の資産   

投資有価証券 555,520 518,638

繰延税金資産 841,435 872,693

その他 85,890 86,762

貸倒引当金 △27,943 △28,768

投資その他の資産合計 1,454,902 1,449,326

固定資産合計 3,726,337 3,613,851

資産合計 11,424,427 11,611,652

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 682,153 723,982

短期借入金 820,000 820,000

未払法人税等 35,059 20,540

賞与引当金 147,725 300,476

受注損失引当金 390,479 460,998

その他 551,766 709,264

流動負債合計 2,627,184 3,035,261

固定負債   

退職給付引当金 1,287,565 1,284,155

その他 129,325 72,539

固定負債合計 1,416,891 1,356,695

負債合計 4,044,075 4,391,956
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 2,019,967

利益剰余金 3,942,178 3,818,960

自己株式 △413,990 △413,990

株主資本合計 7,287,715 7,164,497

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 92,105 56,015

為替換算調整勘定 530 △817

評価・換算差額等合計 92,636 55,198

純資産合計 7,380,351 7,219,695

負債純資産合計 11,424,427 11,611,652
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,577,773 2,835,294

売上原価 1,765,235 1,982,441

売上総利益 812,538 852,853

販売費及び一般管理費 530,390 507,644

営業利益 282,147 345,209

営業外収益   

受取利息 1,921 1,188

受取配当金 5,645 3,258

雑収入 8,611 9,674

営業外収益合計 16,178 14,121

営業外費用   

支払利息 4,010 3,970

為替差損 7,547 －

雑損失 2,013 849

営業外費用合計 13,571 4,820

経常利益 284,753 354,510

特別利益   

固定資産売却益 2,200 1,233

貸倒引当金戻入額 － 825

役員賞与引当金戻入額 － 400

特別利益合計 2,200 2,458

特別損失   

固定資産処分損 342 2,662

投資有価証券評価損 － 15,637

特別損失合計 342 18,300

税金等調整前四半期純利益 286,611 338,668

法人税、住民税及び事業税 4,356 39,437

法人税等調整額 106,725 114,269

法人税等合計 111,081 153,706

四半期純利益 175,530 184,962

- 3 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21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 286,611 338,668

減価償却費 105,848 86,722

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △825

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） 151,270 △152,751

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35,180 △34,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,082 3,409

受注損失引当金の増減額（△は減少） △76,083 △70,518

受取利息及び受取配当金 △7,566 △4,447

支払利息 4,010 3,970

固定資産売却損益（△は益） △2,200 △1,233

固定資産処分損益（△は益） 342 2,662

投資有価証券評価損益（△は益） － 15,637

売上債権の増減額（△は増加） △169,623 △958,932

たな卸資産の増減額（△は増加） △380,712 275,666

仕入債務の増減額（△は減少） △31,918 △41,828

その他 8,028 102,783

小計 △402,810 △435,015

利息及び配当金の受取額 6,664 4,807

利息の支払額 △4,035 △3,252

法人税等の支払額 △521,667 △17,926

営業活動によるキャッシュ・フロー △921,849 △451,387

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 △136,235

有形固定資産の売却による収入 2,000 692

無形固定資産の取得による支出 △24,730 △238,998

短期貸付金の増減額（△は増加） 9 125

長期貸付金の回収による収入 10,912 3,189

その他 － 247

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,702 △370,979

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 △47,594

リース債務の返済による支出 － △3,945

その他 △110 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △423,692 △51,539

現金及び現金同等物に係る換算差額 △842 547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,562,086 △873,359

現金及び現金同等物の期首残高 3,239,824 3,192,775

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,677,737 2,319,416
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

 （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 

 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132,251千円であり、当社の販売 
   費及び一般管理費であります。 
 ４．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。 

      ５．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。 

  
当第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

 （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 

 従来、その他の事業の主要な事業でありました焼結金属部品製造販売については、前連結会計年度末で廃
止したため、その他の事業からなくなっております。 

 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97,287千円であり、当社の販売 
   費及び一般管理費であります。 

（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 
 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

(1) バルブ製品製造事業 バルブ製品・バルブ検査機器製造販売、鋳鋼製品製造販売、 
バルブメンテナンス用各種バルブ製品・部品製造販売 

(2) バルブメンテナンス事業 バルブ修理・保守・改造に係る役務提供

(3) その他の事業 焼結金属製品製造販売

  
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 
 1,284,345  1,550,621  327  2,835,294  －  2,835,294

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高 
 3,838  －  1,061  4,900  △4,900  －

計  1,288,184  1,550,621  1,389  2,840,194  △4,900  2,835,294

営業費用  1,356,300  1,101,550  2,382  2,460,232  29,852  2,490,085

営業利益又は営業損失

（△） 
 △68,115  449,071  △992  379,962  △34,753  345,209

(1) バルブ製品製造事業 バルブ製品・バルブ検査機器製造販売、鋳鋼製品製造販売、 
バルブメンテナンス用各種バルブ製品・部品製造販売 

(2) バルブメンテナンス事業 バルブ修理・保守・改造に係る役務提供

(3) その他の事業 軽印刷・複写業
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前第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。 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21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。   

前第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） 

  （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．各区分に属する国又は地域の主要な内訳は次のとおりであります。 

 (1）アジア……………インド、インドネシア、中国、シンガポール、アラブ首長国連邦 

 (2）その他の地域……ナイジェリア、ロシア、ウクライナ 

 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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．各区分に属する国又は地域の主要な内訳は次のとおりであります。 

 (1）アジア……………インドネシア、クウェート、中国、シンガポール、タイ 

 (2）その他の地域……アルゼンチン、ブラジル、ナイジェリア 

 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。 

   

〔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）  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

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  398,637  8,502  407,139

Ⅱ 連結売上高（千円）              2,835,294

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 14.1  0.3  14.4

（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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