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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31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 ％

22年3月期 96,592 △24.0 6,976 △3.0 6,248 △3.5 3,079 △9.3

21年3月期 127,095 △14.9 7,188 △38.1 6,475 △38.5 3,396 △46.0

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 ％ ％ ％

22年3月期 27.23 ― 6.0 6.3 7.2
21年3月期 30.02 ― 6.6 6.2 5.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―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

22年3月期 97,533 53,847 54.3 468.31
21年3月期 101,101 50,912 49.5 442.44

（参考） 自己資本   22年3月期  52,951百万円 21年3月期  50,036百万円

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

22年3月期 13,285 △4,525 △9,291 9,746
21年3月期 11,101 △3,945 △1,470 10,309

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 ％ ％

21年3月期 ― 6.00 ― 3.00 9.00 1,017 30.0 2.0
22年3月期 ― 2.00 ― 5.00 7.00 791 25.7 1.5

23年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 4.00 7.00 25.5

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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

51,000 10.5 2,950 △0.3 2,650 3.2 1,050 △11.5 9.28

通期 105,000 8.7 6,900 △1.1 6,250 0.0 3,100 0.7 27.41



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22ページ 「[４]連結財務諸表 ６．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、34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） 22年3月期 120,396,511株 21年3月期 120,396,511株

② 期末自己株式数 22年3月期  7,326,881株 21年3月期  7,306,065株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31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 ％

22年3月期 48,425 △25.9 3,455 △23.3 3,611 △17.9 2,304 △12.6

21年3月期 65,318 △3.7 4,506 △32.5 4,400 △32.6 2,637 14.1

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

22年3月期 20.37 ―

21年3月期 23.32 ―

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3月期 80,047 46,580 58.2 411.96
21年3月期 84,430 44,473 52.7 393.25

（参考） 自己資本 22年3月期  46,580百万円 21年3月期  44,473百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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 

上記の予想は、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、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可
能性があります。業績予想に関する事項については、3ページをご覧ください。 

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

24,000 0.2 1,600 9.6 2,100 13.0 1,050 △18.1 9.28

通期 49,500 2.2 3,600 4.2 3,800 5.2 2,100 △8.9 18.57



(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の景気刺激策に支えられ、個人消費や一部の産業の生産に持ち直し

がみられた他、中国を中心とするアジア向け輸出の伸びもみられましたが、民間設備投資が低迷を続けるなど依然厳

しい状況で推移しております。 

このような状況の中、当連結会計年度の売上高は、バルブ事業においては需要の大幅な減少により、国内市場、

海外市場ともに減収となった他、伸銅品事業においても需要の低迷により大幅な減収となった結果、売上高の総額

は、前期比24.0％減の965億92百万円となりました。 

損益面では、売上高は減少しましたが、固定費の大幅な削減及び伸銅品事業における収益改善により営業利益は

前期比3.0％減の69億76百万円を確保し、経常利益は、有利子負債削減による支払利息の減少はありましたが、前期

比3.5％減の62億48百万円となりました。当期純利益は、需要の大幅な減少により遊休状態となった機械設備、フィ

ットネス事業における経営不振店舗設備、及び諏訪ガラスの里店舗設備などについて減損損失を計上したこともあ

り、前期比9.3％減の30億79百万円となりました。 

また、資産・負債面では、国内外の需要の急激な減少によって売掛債権及び棚卸資産が大幅に減少するととも

に、運転資金の減少により回収された資金により有利子負債の削減を進めました。 

  

（事業の種類別セグメント） 

① バルブ事業 

  バルブ事業の外部売上高は、国内向けについては民間設備投資の抑制により建築設備向け、プラント向けともに

大幅な落ち込みをみせた他、半導体製造装置向けでは回復がみられるものの依然として低迷が続き、また、海外向

けにおいても、アジア向けを中心に大幅に減少したことにより、前期比21.2％減の706億11百万円となりました。

営業利益は、固定費を中心とした原価低減及び諸経費の削減に努めましたが、売上高の減収の影響が大きく、前期

比14.8％減の87億78百万円となりました。 

  

② 伸銅品事業 

伸銅品事業の外部売上高は、需要の減少による販売量の大幅な減少に加え、販売価格についても原材料市況は緩

やかに上昇しましたが、前年同期比で下落となった結果、前期比42.6％減の162億18百万円と大幅な減収となりま

した。営業利益は、原材料市況の変動が小幅であったことから利幅が改善したことに加え、子会社２社を合併し生

産を統合した効果もあり、６億70百万円となり黒字に転換しました（前期は４億93百万円の営業損失）。 

  

③ サービスその他の事業 

サービスその他の事業の外部売上高は、ホテル事業で上期を中心に高速道路通行料の週末における引き下げなど

の追い風もあり増収となり、また、フィットネス事業でも新店舗開設により増収となった結果、前期比5.9％増の

97億62百万円となりました。営業利益は、フィットネス事業における新店舗開設費用などはありましたが、前期比

27.9％増の３億43百万円となりました。 

  

(2) 次期の見通し  

国内の景気は、中国を中心としたアジア向け輸出が今後も見込まれるものの、雇用の悪化や所得の減少による内需

の不振から設備投資の回復は限定的で、また、政府の景気刺激策の反動も考えられ、依然厳しい状況が続くものと予

想されます。また、世界経済においても、米国において景気回復の兆しがみられるものの欧州では依然低迷が続く一

方新たな金融問題もあり、また新興国の景気拡大により資源価格の高騰が続くなど、当面は不安定な状況が続くもの

と思われます。 

主力のバルブ事業におきましては、国内市場において需要の低迷が予想される中、営業体制の効率化を推し進める

とともに、市場分野別シェアの拡大を図ってまいります。海外市場では、中国・インド市場への拡販体制の整備を進

めるとともに、昨年買収したドイツ子会社Perrin GmbHの製品をラインアップに加えることで販売の拡大を図ってま

いります。生産面では、グローバルな新規調達先の開発やグループ内調達により原価低減を図り、グローバルで競争

できるコスト・品質を確立してまいります。さらに、開発面におきましては、環境対応商品の開発やマーケティング

の強化による各種産業分野及び地域のニーズにあった商品の開発を進めてまいります。 

伸銅品事業につきましては、銅・亜鉛などの市況の変動時においても利益を確保できる体制を整えつつ、昨年７月

にグループ子会社２社の合併で低下したシェアを回復するとともにさらなる黄銅棒の拡販と生産の効率化を進め、収

益の向上に努めてまいります。 

  サービスその他の事業では、フィットネス事業においてはプログラムの拡充やメタボリック対策関連により既存店

[１]経営成績

１．経営成績に関する分析



の売上拡大を図るとともに、引き続き新店舗の開発や不採算店舗の見直しを行い、また、ホテル事業においても内外

からのさらなる集客に努めてまいります。 

  

２．財政状態に関する分析  

 (1) 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産につきましては、有利子負債の圧縮や新規子会社の株式取得などによる現預金の減少に加

え、売上債権の回収及び棚卸資産の減少などもあり、前連結会計年度末に比べ35億67百万円減少し975億33百万円と

なりました。負債につきましては、有利子負債の返済を進めた結果、前連結会計年度末に比べ65億２百万円減少し

436億86百万円となりました。また、当連結会計年度において新規取得子会社の企業結合を行ったことにより、資産

を23億円、負債を14億円それぞれ受け入れるとともに、のれんを約14億円計上いたしました。 

 純資産につきましては、当期純利益が30億79百万円となった他、その他有価証券評価差額金の増加もあり、配当金

の支払による減少はありましたが、前連結会計年度末に比べ29億34百万円増加し538億47百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当連結会計年度末における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５億63百万円

減の97億46百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

  

 ① 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が46億34百万円、減価償却費が34億30百万円に加え、売上債権及び棚卸資産が減少し

たことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローは、132億85百万円の資金の増加となりました。 

  

 ② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得支出21億74百万円に加え、バルブ事業を中心に16億83百万円の設備投

資を行ったことなどにより、投資活動によるキャッシュ・フローは45億25百万円の資金の減少となりました。  

  

 ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  長期借入による収入56億90百万円、社債の発行による収入22億65百万円などはありましたが、短期借入金の純

減額10億19百万円、長期借入金の返済による支出128億82百万円、社債の償還による支出27億38百万円、配当金

の支払額５億65百万円などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは92億91百万円の資金の減少となりまし

た。   

  

（注）1.  当社では短期の運転資金需要の発生に備え、当社取引銀行によるシンジケート団との間で総額80億円の

短期借入金コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当該借入金の残

高はありません。 

 2.  当社は、平成20年9月26日に200億円を限度とする社債の発行登録を行いました。  

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

  20年3月期  21年3月期  22年3月期  

自己資本比率（％）  47.9 49.5 54.3  

時価ベースの自己資本比率（％）  61.2 33.4 63.2  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  303.3 323.0 207.4  

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  14.4 14.6 20.5  



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  

（注）1. いずれも連結ベースの財務数値により算出している。  

2. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算している。  

3. キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用している。 

4. 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すべての負債を対象と 

している。 

  

当社は、配当金を株主の皆様への利益還元として経営上の重要課題と位置づけております。当面の業績動向に加

え、今後の事業拡大のための設備投資、開発投資、あるいはＭ＆Ａなどの資金に加え、借入金返済、社債償還のため

の資金ニーズにも対応すべく内部留保の充実を図りつつ、配当の継続性、安定性にも十分留意し実施したいと考えて

おります。   

また、当面の配当性向は、連結当期純利益の25％前後を望ましい水準と考えておりますが、将来的には、利益配

分の目標として自己株式の取得を含め、連結当期純利益の３分の１前後を目指してまいります。 

この利益処分に関する基本方針等を勘案し、当期は中間配当を平成21年12月４日に１株につき２円実施し、期末

の配当金につきましては、１株につき５円、年間で７円（前期は年間９円）とさせて頂き、連結配当性向は25.7％と

なりました。 

   なお、当期中において、単元未満株式の買取りを除き自己株式の取得は行っておりません。 

また、次期の配当金は、連結業績予想による連結当期純利益の場合、年間７円を見込んでおります。 

 当社グループの事業運営、経営成績及び財務状況等に影響を与えるリスク要因と考えられる主な事項を記載してお

ります。文中における将来に関する事項は、本資料作成日現在において当社が判断したものです。 

  

(1) 会社がとっている特異な経営方針に係るもの 

① 当社グループの中心となるバルブ事業の製品の約26％は、海外生産拠点において生産されております。当社の

主要な海外生産拠点はタイ（生産高の約13％）、台湾（同約５％）及び中国（同約７％）であり、当該国の経

済、政治、法・税制、規制、（自然）災害等の情勢により、製品・部品供給等の事業活動及び業績について大き

く影響を受ける可能性があります。 

② 当社グループの売上高の約21％は、海外において販売されております。主要な販売地域はアジア、北米であ

り、当該地域の経済、政治、法・税制、規制、（自然）災害等の情勢により、販売等の事業活動及び業績につい

て大きく影響を受ける可能性があります。 

③ 大地震等の自然災害が発生した場合には、当社グループの有する資産の棄損・滅失、事業活動の停止など、業

績に大きな影響を及ぼす可能性があります。なお、当社グループの国内における主要な事業所は、山梨県北西部

から隣接する長野県南部の地域に集中しております。 

(2) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの異常な変動に係るもの 

① 当社グループの主要製品であるバルブを始めとする流体制御機器の売上は、国内外の各種プラントや建物など

の設備投資の動向に左右される傾向にあり、また伸銅品事業は、建築金物、電気・ガス器具・自動車などの産業

の動向が業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  また、半導体市場は需要動向や市況の変動が大きい性質を有しており、その動向が、売上の大半を半導体製造

装置向け市場に依存しているグループ会社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 当社グループの主要製品については、そのほとんどを国内外の商社または代理店経由で販売しあるいはエンジ

ニアリング会社、ユーザーに販売しておりますが、それら主要な取引先の取引方針の変更、信用力の著しい低下

等があった場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 当社グループの中心となるバルブ事業の海外売上高比率は、約27％となっており、海外生産比率は約26％とな

っていることから、各国通貨の為替変動が業績に大きな影響を与える可能性があります。 

３．利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

４．事業等のリスク



④ 当社グループのバルブ事業はバルブの生産に伴い、銅、ステンレス、アルミ、鉄などの各種金属素材（スクラ

ップ、鋳物、部品）などを調達し、また伸銅品事業は伸銅品の生産に伴い銅、亜鉛などの金属材料を調達してお

  りますが、国内または国際市況の急騰などの変動により売上に影響を与える一方、生産に必要な数量の確保が困

難となるなどの他、価格転嫁の遅れなどにより業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 当社グループは、電気炉などの機械設備の火災事故などに対し万全を期しておりますが、万一当該事態が発生

した場合は、その規模によっては生産の一時的な停止などにより、業績に影響を与える可能性があります。 

⑥ 当社グループは、各種の規格・品質管理基準に従って製品を生産しまたはサービスを提供し、品質に万全を期

しておりますが、すべての製品、サービスに欠陥がなく、製造物賠償責任、施設賠償責任等に伴う費用が発生し

ないという保証はありません。 

⑦ 当社グループの 近２連結会計年度における有利子負債の状況は、下記の通りでありますが、総資産に占める

有利子負債の比率は高い水準にあり、金利の支払いにつきましては、金利スワップ取引により金利の固定化を行

っておりますが、今後、金利動向に大幅な変動があった場合、支払利息の増加など業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

   

⑧ 当社の短期借入金コミットメントライン契約には、債務者の義務として他債務への担保提供制限及び財務制限

が、また無担保私募債及び公募社債については担保提供制限が付されており、これに抵触した場合は期限の利益

を失う可能性があります。 

なお財務制限の概要は次の通りです。 

(ⅰ) 決算期及び第２四半期の末日における連結貸借対照表の自己資本の金額を、平成21年３月末の資本金以上

に維持すること 

(ⅱ) 決算期の末日における貸借対照表の自己資本の金額を、平成21年３月末の資本金以上に維持すること 

(ⅲ) 各年度の決算期における連結損益計算書の営業損益を損失としないこと 

(ⅳ) 各年度の決算期における損益計算書の営業損益を損失としないこと  

⑨ 資産の収益性が低下し固定資産の減損処理を行う場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩ 当社グループは、棚卸資産、事業用不動産、動産、投資有価証券及び投資不動産などを保有しておりますが、

今後その時価に著しい下落が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。  

⑪ グループ会社の業績低迷により、グループ内事業再編・生産拠点の閉鎖集約等を行う場合には、連結業績に大

きな影響を及ぼす可能性があるとともに、当社からの出資金及び貸付金の評価、債務保証などにより当社単体の

業績にも大きな影響を及ぼす可能性があります。 

(3) 環境規制に係るもの 

当社グループは、環境理念に基づき、事業活動を行っているすべての国の環境規制に従っておりますが、これら

の規制を遵守できない場合、その内容によっては事業活動が大きく制限される場合があります。 

(4) 特有の法的規制に係るもの 

当社グループの中心となるバルブ事業及び伸銅品事業の製品の中には、各種の規格に適合する製品が含まれてお

り、それらの規格の新たな制定・変更により、生産・販売に影響を受ける可能性があります。 

    
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日）

  有利子負債残高（Ａ） （百万円） 35,860 27,555  

  長・短期借入金 （百万円） 24,618 16,751  

  社債         （百万円） 11,242 10,804  

総資産額（Ｂ）        （百万円） 101,101 97,533  

有利子負債依存度（Ａ／Ｂ）     （％） 35.5 28.3  



(5) 知的財産の保護に係るもの 

当社グループは、他社製品と差別化できる技術とノウハウを蓄積し、ブランドを確立しておりますが、個別に対

策は講じているものの、海外の特定地域においては第三者が当社グループの製品を模倣し製造及び販売することを

効果的に防止できない可能性があります。 

   

(6) 情報の管理に係るもの 

当社グループの業務は情報システムに依拠して行われているため、適切な運用・開発及びセキュリティー対策を

講じておりますが、高度情報化への対応の遅れや自然災害及びウイルス感染などによる機能の停止があった場合に

は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(7) 感染症に係るもの 

当社グループの事業を行っている地域において新型インフルエンザなどの感染症が蔓延した場合には、これによ

る経済の停滞や事業停止などにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。   



 当社の子会社は31社ですべてを連結子会社としております。当社のグループの主な事業内容はバルブ事業、伸銅品

事業、サービスその他の事業であり、当該各事業区分と当社及び関係会社の関係並びに事業の種類別セグメントとの

関連は次の通りであります。なお、事業区分と事業の種類別セグメントの区分は同一であります。 

 当社のグループの中核となるバルブ事業及び伸銅品事業に係る企業集団の概要図は次の通りであります。 

  

   （注）上記の概要図には、海外子会社の生産品に係る仲介貿易取引は記載していない。 

[２]企業集団の状況

区分 主要製品等 主要な会社

バルブ事業 青銅バルブ 

鉄鋼バルブ 

その他バルブ関連製品 

濾過関連製品 

当社、東洋バルヴ㈱、㈱清水合金製作所、㈱キッツエスシーティー、 

三吉バルブ㈱、㈱キッツマイクロフィルター、KITZ（THAILAND）LTD.、 

台湾北澤股份有限公司、北澤精密機械(昆山)有限公司、北澤閥門(昆山)有

限公司、連雲港北澤精密閥門有限公司、北澤半導体閥門(昆山)有限公司、

KITZ CORP. OF AMERICA、KITZ CORP. OF EUROPE, S.A.、Perrin GmbH   

他８社                                       （会社総数 計23社） 

伸銅品事業 伸銅品 

伸銅加工品 

㈱キッツメタルワークス 他２社         （会社総数 計３社） 

サービス 

その他の事業 

ホテル及びレストラン 

フィットネスクラブ 

ガラス工芸品の販売等 

当社、㈱キッツウェルネス、㈱ホテル紅や、㈱諏訪ガラス工房 他３社 

（会社総数 計７社） 



   

１．会社の経営の基本方針 

当社は、「キッツグループ21世紀ビジョン」を経営の指針としております。 

(1) 企業理念「キッツ宣言」  

キッツは、創造的かつ質の高い商品・サービスで企業価値の持続的な向上を目指し、ゆたかな社会づくりに貢

献します。  

(2) 行動指針「Do it KITZ Way」 

Do it True （誠実・真実）  

Do it Now （スピード・タイムリー）  

Do it New （創造力・チャレンジ）  

  

２．目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略並びに対処すべき課題  

全世界的規模で悪化した経済状況や内需の低迷など厳しい経営環境にさらされている中で、真のグローバル化を

実現し、内外での一層の競争力を強化し拡大する海外市場での需要を獲得するとともに、国内においても事業拡大を

目指し企業価値の 大化を図るため、長期経営計画「KITZ Global Vision 2020」を策定いたしました。 

  

長期経営計画としての「KITZ Global Vision 2020」 

  

企業価値の 大化を目指すため、スローガンとして「真のグローバル企業への進化」を掲げ、それを達成するた

めの売上・利益などの目標を下記の通り定めております。  

なお、詳細につきましては本日公表のリリース「キッツグループ長期経営計画「KITZ Global Vision 2020」及び

中期経営計画の策定について」をご参照ください。 

  

   ■目 標 数 値  

                              （中期経営計画：2012年度）  （長期経営計画：2020年度） 

・連結売上高            １,３５７億円         ２,５００億円  

・営業利益               １００億円            ２００億円 

・営業利益率(対売上高)          ７．４％                ８．０％ 

・海外売上高比率              ２９％                 ５０％  

・有利子負債合計            ２２６億円               ２４０億円 

・自己資本比率               ６０％                 ７０％ 

・ＲＯＥ                             ９％                  ７％ 

  

■基本方針  

      ①海外は、アジア・パシフィック、米州及び欧州の３極に加え、中国及びインドの２拠点に区分し、各地域に適

した戦略を策定し、事業規模の拡大を図る。 

 

 (1) 2020年中国売上高120億円達成に向けた具体的施策を立案実行し、中国市場での事業を拡大する。 

 (2) 2009年度に買収したPerrin社のグループ取り込みによるシナジーを創出し、各市場での売上を拡大す

る。 

 (3) インド市場での事業の基礎固めを図る。 

 (4) 各重点地域でベンチマーキングした競合メーカーと戦えるグローバルコスト対応体制を作る。また、カ

スタマイズ品の見積から設計・生産までの整流化されたプロセスを構築する。 

 

    ②ＥＰＣ（プラントエンジニアリング会社）向けは、石油精製・石油化学・ガス分野に注力しシェアの拡大を図

る。 

 

 (1) トラニオンボール弁の海外生産・サイズレンジ拡大を実現し、石油・石油化学・ガス市場向け自動ボー

ル弁のシェア拡大を図ると共にEPC業界の計装分野で地位を確立する。 

 (2) 営業と技術が一体となり、韓国・欧米EPCへの販売を拡大する。 

[３]経営方針



 (3) 中東地区にエンジニアリング・メンテナンスの拠点を設け、アフターサービスを提供することで、EPCビ

ジネスの拡大に繋げる。 

 

     ③国内は、徹底した業務の効率化を図り、重点市場でシェアNo.1を狙うとともに、環境関連市場の一層の強化を

図る。 

  

(1) 市場分野別・シリーズ別国内シェアNo.１の実現を加速させる。 

(2) ITの徹底的な活用により、圧倒的に効率化した受注体制を確立して、人的資源の適切な配置と、国内営

業１人当たり売上の増加を図る。 

 

    ④成長市場への参入及びM&Aによる事業規模の拡大を図る。 

 

(1) エネルギー市場開拓戦略を立案し実行する。 

(2) キッツグループの機能や製品を補完できる会社及び、未参入または低シェアの市場を得意とする会社と

のアライアンスを実施する。 

 

    ⑤環境重視型社会（低炭素社会）の到来に対応した製品開発・新事業を創出する。 

 

(1) 環境・水対応製品の開発を進める。 

(2) エネルギー対応製品の開発を進める。 

 

    ⑥経営基盤の強化を図る。 

 

(1) 組織人材、情報・経理システムなどのインフラを構築する。 

a. 真のグローバル企業になるための人材の育成を進めるとともに人事制度、経理システム、内部統制等

の管理システム構築を進める。 

b. グループ会社を横断する情報システムの統合化を進める。 

c. 設計や開発に関わる情報を一元管理したPLM(Product Lifecycle Management)を構築し、グローバル

なコンカレント開発を行い、開発の業務効率化と期間短縮を図る。 

(2) 真のグローバル化を実現するための多様な国の人材を活用する。 

(3) 地球環境保全のため環境経営を推進する。 

(4) コンプライアンスを強化する。 

(5) 社会貢献活動を推進する。 

 

    ⑦セグメント毎の戦略 

 

(1) バルブ事業セグメント 

目標： ターゲットとした市場・エリアでシェアNo．１を目指す。 

    真のグローバル化を実現させ、グローバルトップ３を狙う。 

 

基本方針 

 a. グローバルスタンダードに基づいた世界戦略製品・高付加価値製品を投入し、     

  シェアを拡大する。 

 b. 国内及び海外重点エリア３極+２拠点（アジア・パシフィック、米州及び欧州   

  の３極＋中国及びインドの２拠点）の各市場に適した戦略で市場を深耕する。 

 

(2) 伸銅事業セグメント 

目標：グローバル展開を視野に徹底した効率化と新材料・新事業の開発により、 

   付加価値の拡大を図る。 

基本方針 

 a. 海外展開：グローバル供給体制を確立する。 

 b. シェアの拡大とコスト低減を進める。 

 c. 新材料の開発：新材料開発と新事業を立上げる。 

 



(3) サービス事業セグメント 

     目標：お客様目線に立ったきめ細やかで徹底したサービスを提供する。 

       （“感動”の創出） 

     基本方針 

      a. 健康社会・シルバー社会に対応した経営を進める。 

      b. お客様に“感動”をお届けするサービスと快適な施設を提供する。 

      c. 顧客のグローバル化への対応を進める。 



[４]連結財務諸表 
１．連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,309 9,825

受取手形及び売掛金 23,942 22,229

商品及び製品 5,411 4,603

仕掛品 3,227 3,436

原材料及び貯蔵品 5,861 4,909

繰延税金資産 1,414 1,312

その他 916 1,162

貸倒引当金 △53 △57

流動資産合計 51,030 47,421

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 38,252 38,865

減価償却累計額 △23,972 △25,042

建物及び構築物（純額） 14,279 13,823

機械装置及び運搬具 32,563 33,339

減価償却累計額 △24,971 △26,917

機械装置及び運搬具（純額） 7,591 6,421

工具、器具及び備品 11,882 12,280

減価償却累計額 △6,925 △7,416

工具、器具及び備品（純額） 4,956 4,864

土地 11,345 11,368

建設仮勘定 728 199

その他 77 171

減価償却累計額 △13 △41

その他（純額） 63 130

有形固定資産合計 38,965 36,807

無形固定資産   

のれん － 1,643

その他 623 415

無形固定資産合計 623 2,059

投資その他の資産   

投資有価証券 4,858 5,505

繰延税金資産 1,291 1,311

その他 4,966 4,973

貸倒引当金 △634 △544

投資その他の資産合計 10,482 11,245

固定資産合計 50,071 50,112

資産合計 101,101 97,533



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,383 4,726

1年内償還予定の社債 2,738 958

短期借入金 2,474 1,518

1年内返済予定の長期借入金 12,505 3,811

未払法人税等 496 910

未払消費税等 383 239

賞与引当金 1,402 1,664

役員賞与引当金 61 187

その他 4,267 4,053

流動負債合計 27,712 18,070

固定負債   

社債 8,504 9,846

長期借入金 9,638 11,421

繰延税金負債 1,024 1,060

退職給付引当金 337 332

役員退職慰労引当金 391 428

その他 2,581 2,526

固定負債合計 22,476 25,616

負債合計 50,189 43,686

純資産の部   

株主資本   

資本金 21,207 21,207

資本剰余金 9,430 9,430

利益剰余金 24,228 26,743

自己株式 △2,409 △2,417

株主資本合計 52,456 54,963

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 505 872

為替換算調整勘定 △2,925 △2,884

評価・換算差額等合計 △2,420 △2,011

少数株主持分 876 895

純資産合計 50,912 53,847

負債純資産合計 101,101 97,533



 ２．連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 127,095 96,592

売上原価 99,370 72,232

売上総利益 27,724 24,359

販売費及び一般管理費 20,535 17,383

営業利益 7,188 6,976

営業外収益   

受取利息 68 13

受取配当金 136 112

保険収入 221 110

助成金収入 － 56

為替差益 12 －

雑益 227 199

営業外収益合計 667 492

営業外費用   

支払利息 739 600

売上割引 329 233

為替差損 － 112

手形売却損 141 14

休止固定資産減価償却費 － 134

雑損失 170 124

営業外費用合計 1,380 1,219

経常利益 6,475 6,248

特別利益   

有形固定資産売却益 4 82

投資不動産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 0 40

保険収入 － 24

その他 0 1

特別利益合計 6 148

特別損失   

有形固定資産売却及び除却損 142 70

減損損失 309 1,174

投資有価証券評価損 178 19

会員権評価損 17 8

退職特別加算金 － 201

店舗閉鎖損失 － 194

その他 0 94

特別損失合計 647 1,762

税金等調整前当期純利益 5,834 4,634

法人税、住民税及び事業税 1,709 1,618

法人税等調整額 692 △97

法人税等合計 2,402 1,521

少数株主利益 35 32

当期純利益 3,396 3,079



 ３．連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 21,207 21,207

当期末残高 21,207 21,207

資本剰余金   

前期末残高 9,488 9,430

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △60 －

当期変動額   

自己株式の処分 2 0

当期変動額合計 2 0

当期末残高 9,430 9,430

利益剰余金   

前期末残高 22,364 24,228

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 51 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,583 △565

当期純利益 3,396 3,079

当期変動額合計 1,812 2,514

当期末残高 24,228 26,743

自己株式   

前期末残高 △2,395 △2,409

当期変動額   

自己株式の取得 △25 △9

自己株式の処分 10 1

当期変動額合計 △14 △8

当期末残高 △2,409 △2,417

株主資本合計   

前期末残高 50,664 52,456

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △8 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,583 △565

当期純利益 3,396 3,079

自己株式の取得 △25 △9

自己株式の処分 13 1

当期変動額合計 1,800 2,506

当期末残高 52,456 54,963



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 1,754 505

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,249 367

当期変動額合計 △1,249 367

当期末残高 505 872

為替換算調整勘定   

前期末残高 △26 △2,925

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,898 41

当期変動額合計 △2,898 41

当期末残高 △2,925 △2,884

少数株主持分   

前期末残高 945 876

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △69 19

当期変動額合計 △69 19

当期末残高 876 895



 ４．連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 5,834 4,634

減価償却費 3,692 3,430

のれん償却額 24 24

為替差損益（△は益） △127 19

投資有価証券評価損益（△は益） 178 19

会員権評価損 17 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） 277 △91

賞与引当金の増減額（△は減少） △322 164

退職給付引当金の増減額（△は減少） △203 75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △248 28

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △46 36

受取利息及び受取配当金 △205 △125

支払利息 739 600

有形固定資産売却・除却損益（△は益） 137 △12

減損損失 309 1,174

売上債権の増減額（△は増加） 2,496 2,235

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,825 2,448

その他の流動資産の増減額（△は増加） 264 △57

仕入債務の増減額（△は減少） △2,351 1,206

その他の流動負債の増減額（△は減少） 85 △595

その他 72 △70

小計 14,451 15,155

利息及び配当金の受取額 219 108

利息の支払額 △759 △646

法人税等の支払額 △2,809 △1,331

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,101 13,285

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 △3,711 △1,683

有形固定資産の売却による収入 18 187

投資有価証券の取得による支出 △31 △109

短期貸付金の回収による収入 108 －

長期貸付金の回収による収入 0 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △2,174

その他 △329 △746

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,945 △4,525



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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） △1,853 △1,019

長期借入れによる収入 9,335 5,690

長期借入金の返済による支出 △7,267 △12,882

社債の発行による収入 2,457 2,265

社債の償還による支出 △2,748 △2,738

自己株式の売却による収入 13 1

自己株式の取得による支出 △25 △9

配当金の支払額 △1,583 △565

少数株主への配当金の支払額 △4 △9

その他 206 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,470 △9,291

現金及び現金同等物に係る換算差額 △446 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,239 △563

現金及び現金同等物の期首残高 5,069 10,309

現金及び現金同等物の期末残高 10,309 9,746



 該当事項はありません。 

   

   

５．継続企業の前提に関する注記

６．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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社（28社） 

KITZ CORP.OF AMERICA、台湾北澤股份有限公司 

、KITZ (THAILAND) LTD.、北澤精密機械(昆山)有限

公司、北澤閥門(昆山)有限公司、北澤半導体閥門

(昆山)有限公司 、連雲港北澤精密閥門有限公司、

KITZ CORP. OF EUROPE,S.A.、東洋バルヴ㈱、㈱清

水合金製作所、㈱キッツエスシーティー、三吉バル

ブ㈱、㈱キッツマイクロフィルター、㈱キッツメタ

ルワークス、京都ブラス㈱、㈱キッツウェルネス、

㈱ホテル紅や、㈱諏訪ガラス工房他10社 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社（31社） 

KITZ CORP.OF AMERICA、台湾北澤股份有限公司 

、KITZ (THAILAND) LTD.、北澤精密機械(昆山)有限

公司、北澤閥門(昆山)有限公司、北澤半導体閥門

(昆山)有限公司 、連雲港北澤精密閥門有限公司、

KITZ CORP. OF EUROPE,S.A.、Perrin GmbH、東洋バ

ルヴ㈱、㈱清水合金製作所、㈱キッツエスシーティ

ー、三吉バルブ㈱、㈱キッツマイクロフィルター、

㈱キッツメタルワークス、京都ブラス㈱、㈱キッツ

ウェルネス、㈱ホテル紅や、㈱諏訪ガラス工房他12

社 

（注）1．TOYO VALVE(THAILAND) CO.,LTD.は、前連結会計

年度に清算を結了したため、連結の範囲から除

外している。 

（注）1．当連結会計年度より、KITZ Armaturen GmbH、

Perrin GmbH及び派潤特殊閥門（北京）有限公司

は、株式を取得して子会社となったため、連結

の範囲に含めている。      

2．㈱キッツウェルネス仙台は、平成20年４月１日

をもって㈱キッツウェルネスと合併している。 

2．京都ブラス㈱は、平成21年７月１日をもって㈱

キッツメタルワークスと合併している。 

２．持分法の適用に関する事項 

該当事項はない。 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、次の連結子会社を除いて当社

と同一である。連結財務諸表はそれぞれの決算日現在

の財務諸表に基づき作成している。なお、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

整を行っている。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

決算日 12月末日 

KITZ CORP.OF AMERICA、KITZ CORP. OF EUROPE, 

S.A.、北澤精密機械(昆山)有限公司、北澤閥門(昆

山)有限公司、北澤半導体閥門(昆山)有限公司、連

雲港北澤精密閥門有限公司 他２社 

決算日 12月末日 

KITZ CORP.OF AMERICA、KITZ CORP. OF EUROPE, 

S.A.、Perrin GmbH、北澤精密機械(昆山)有限公

司、北澤閥門(昆山)有限公司、北澤半導体閥門(昆

山)有限公司、連雲港北澤精密閥門有限公司 他４社

決算日 ２月末日 

台湾北澤股份有限公司、KITZ (THAILAND) LTD.、 

KITZ SCT AMERICA CORP．、㈱清水合金製作所 他

１社 

決算日 ２月末日 

同左 



   

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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している。） 

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 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

たな卸資産 

製品及び仕掛品 

総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）。ただし、仕掛品の一部につき移動平均法

に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用している。 

たな卸資産 

製品及び仕掛品 

同左 

原材料 

移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）。なお、一部の連結子会社は、 終仕入

原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を採用してい

る。 

原材料 

同左 

貯蔵品 

終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

  

（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）を適用している。これにより売上総

利益、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316百万円減少している。な

お、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載している。 

貯蔵品 

同左 

  

  

───── 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社は、主として定率法（た

だし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)については定額法）を採用し

ている。 

なお、一部の連結子会社は定額法を採用してい

る。 

主な資産の耐用年数は次の通りである。 

建物及び構築物    ２～60年 

機械装置及び運搬具  ２～12年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社は、主として定率法（た

だし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)については定額法）を採用し

ている。 

なお、一部の連結子会社は定額法を採用してい

る。 

主な資産の耐用年数は次の通りである。 

建物及び構築物    ２～60年 

機械装置及び運搬具  ２～16年 



   

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社の主な機械装置について

は、従来、耐用年数を12～13年としていたが、当

連結会計年度より、法人税法の改正を契機として

見直しを行い、７～12年に変更している。これに

より売上総利益、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155百万円減少し

ている。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いる。 

───── 

  

無形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社は、定額法を採用してい

る。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用している。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

リース資産 

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 

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いる。 

なお、リース取引開始日が平成20年３月31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いる。  

リース資産 

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 

同左 

(3) 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

支出時に全額費用として処理している。 

(3) 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、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いる。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当

連結会計年度に帰属する金額を計上している。 

賞与引当金 

同左 

役員賞与引当金 

当社及び国内連結子会社は、役員賞与の支給に備

えて、事業年度の業績に基づき、支給見込額を計

上することとしている。 

役員賞与引当金 

当社及び一部の連結子会社は、役員賞与の支給に

備えて、事業年度の業績に基づき、支給見込額を

計上することとしている。 



   

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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の見込額に

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いる。 

過去勤務債務は、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（５年）による定額法

により費用処理している。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理するこ

ととしている。 

なお、当社及び国内連結子会社２社は、当連結会

計年度末においては適格退職年金制度の年金拠出

額が退職給付費用を上回っているため、当該超過

額（373百万円）は、投資その他の資産の「その

他」に計上している。 

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の見込額に

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いる。 

過去勤務債務は、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（５年）による定額法

により費用処理している。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理するこ

ととしている。 

なお、当社及び国内連結子会社２社は、当連結会

計年度末においては適格退職年金制度の年金拠出

額が退職給付費用を上回っているため、当該超過

額（212百万円）は、投資その他の資産の「その

他」に計上している。 

───── 

  

  

  

  

（会計方針の変更）  

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19

号 平成20年７月31日）を適用している。 

数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却する

ため、これによる売上総利益、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はな

い。 

また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付

債務の差額の未処理残高は130百万円である。 

  

役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社は、役員退職慰労金の支給に備

えて、それぞれの役員退職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上している。 

役員退職慰労引当金 

同左 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基

準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい

る。なお、在外子会社の資産及び負債は決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に

含めている。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基

準 

同左 



   

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用している。なお、金利スワ

ップについては、特例処理の要件を満たしている

場合は特例処理を採用している。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約取引、金利スワップ取引 

ヘッジ対象：外貨建債権債務、借入金利息、 

      社債利息 

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約取引、金利スワップ取引 

ヘッジ対象：外貨建債権債務、借入金利息 

       

③ ヘッジ方針 

為替予約取引については、外国為替変動リスクを

ヘッジする目的で実需の範囲内で実施している。

金利スワップ取引については、借入金及び社債の

金利上昇リスクのヘッジを目的とし、実需に伴う

取引に限定し実施している。 

③ ヘッジ方針 

為替予約取引については、外国為替変動リスクを

ヘッジする目的で実需の範囲内で実施している。

金利スワップ取引については、借入金の金利上昇

リスクのヘッジを目的とし、実需に伴う取引に限

定し実施している。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価している。ただし、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一で

あり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変

動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺す

るものと想定することができる場合には、ヘッジ

手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であ

ることを確認することにより有効性の判定に代え

ている。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

当社及び国内連結子会社は税抜き方式によってい

る。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

同左 

   

② 連結納税制度の適用 

平成15年3月期から連結納税制度を適用してい

る。 

② 連結納税制度の適用 

同左 

  

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については、全面時

価評価法を採用している。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、効果の発現

する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償

却している。なお、主な償却年数は10年である。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７．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、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、且つ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっている。 

７．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、随時引き出し可能な預金、当座借越（負の

現金同等物）及び容易に換金可能であり、且つ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなって

いる。 



  

７．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

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 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いた

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いる。 

 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有

権移転外ファイナンス・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を適用している。 

 これによる当連結会計年度に与える影響は軽微である。

   

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告

第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な

修正を行っている。 

 これによる当連結会計年度に与える影響は軽微である。

  

（在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更） 

 在外子会社の収益及び費用は、従来、当該子会社の決算

日の直物為替相場により円貨に換算していたが、当連結会

計年度から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更

している。 

この変更は、期中において大きな為替相場の変動があ

った場合、在外子会社の決算日の為替相場により通期の業

績を評価することは、企業状況が正しく表示されない可能

性があることから、変動が少ない平均の為替相場を用いる

ことにより、より実状に即した換算をするために行ったも

のである。   

───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

───── 

  

  

  

  

  

  

  

───── 



   

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

   この変更により、当連結会計年度においては、従来の

方法によった場合と比べ、売上高が2,958百万円、売上総

利益が388百万円、営業利益が187百万円、経常利益が222

百万円、税金等調整前当期純利益が221百万円、当期純利

益が155百万円、それぞれ増加している。セグメントに与

える影響は、当該箇所に記載している。 

 なお、キャッシュ・フロー計算書に与える影響は軽微で

ある。  

 また、第４四半期に入り、為替が大きく変動する情勢下

を鑑みて、財務諸表のより適切な開示を行うべく当連結会

計年度より変更を行ったため、第１四半期連結累計期間、

第２四半期連結累計期間及び第３四半期連結累計期間は、

従来の方法によっている。 

 なお、第１四半期連結累計期間及び第２四半期連結累計

期間を変更後の方法によった場合の、売上高、営業利益、

経常利益、税金等調整前当期純利益及び当期純利益に与え

る影響は軽微であり、第３四半期連結累計期間は、変更後

の方法によった場合と比べて、売上高が1,796百万円、売

上総利益が154百万円、営業利益が87百万円、経常利益が

101百万円、税金等調整前当期純利益が100百万円、当期純

利益が62百万円、それぞれ少なく計上されている。 

───── 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記している。なお、前連結会計年度の

「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ6,937百万円、5,177百

万円、7,508百万円である。 

（連結貸借対照表） 

───── 

─────  前連結会計年度において、「無形固定資産」として一括

掲記していた「のれん」は、資産総額の100分の１を超え

たため、当連結会計年度では区分掲記することとした。な

お、前連結会計年度の「無形固定資産」に含まれる「のれ

ん」は199百万円である。 

  

───── 

  

（連結損益計算書）  

１．前連結会計年度まで営業外収益の「雑益」に含めて表

示していた「助成金収入」は、営業外収益の100分の10

を超えたため、当連結会計年度では区分掲記することと

した。なお、前連結会計年度の営業外収益の「雑益」に

含まれる「助成金収入」は３百万円である。 

───── ２．前連結会計年度まで営業外費用の「雑損失」に含めて

表示していた「休止固定資産減価償却費」は、営業外費

用の100分の10を超えたため、当連結会計年度では区分

掲記することとした。なお、前連結会計年度の営業外費

用「雑損失」に含まれる「休止固定資産減価償却費」は

５百万円である。 



  

  

８．注記事項

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 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

グループについて減損損失を計上した。  

場所 用途 種類

京都府城陽市 伸銅品製造設備 

建物及び構築物、機

械及び装置、車両運

搬具、工具、器具及

び備品、ソフトウエ

ア  

群馬県太田市 バルブ製造用設備 
機械及び装置、建設

仮勘定  

Samutprakarn, 

Thailand  
遊休土地 投資不動産  

 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

グループについて減損損失を計上した。  

場所 用途 種類

山梨県北杜市他  
バルブ製造用設備

及び遊休建物 

建物及び構築物、機

械及び装置、工具、

器具及び備品 

長野県諏訪市  
諏訪ガラスの里店

舗  

建物及び構築物、機

械及び装置、工具、

器具及び備品、借地

権、その他 

埼玉県吉川市  
フィットネスクラ

ブ店舗  

建物及び構築物、工

具、器具及び備品 

（経緯） 

伸銅品事業の㈱キッツメタルワークス及び京都ブラス

㈱が合併し生産を統合することとしたことに伴い、生

産統合後の使用が見込まれない製造設備の帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、その減少額299百万円を特

別損失に計上している。また、バルブ製造用設備及び

遊休土地については、遊休資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、その減少額を減損損失としてそれぞ

れ３百万円、６百万円特別損失に計上している。 

（経緯） 

バルブ製造用設備及び遊休建物については、遊休資産

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その減少額を

減損損失としてそれぞれ545百万円、17百万円特別損

失に計上している。諏訪ガラスの里店舗及びフィット

ネスクラブ店舗については、過年度及び当期において

業績不振が続いたことにより、当該店舗の帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、その減少額を減損損失とし

てそれぞれ430百万円、181百万円特別損失に計上して

いる。  

（減損損失の金額） 

建物及び構築物  116百万円 

機械及び装置  164  

車両運搬具  0  

工具、器具及び備品  11  

建設仮勘定  1  

ソフトウエア  7  

投資不動産  6  

計  309百万円 

（減損損失の金額） 

建物及び構築物  478百万円 

機械及び装置  548  

工具、器具及び備品  2  

借地権  144  

その他  1  

計  1,174百万円 

（回収可能価額の算定方法） 

各資産グループの回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、時価は不動産鑑定基準に基づく鑑定評

価額を使用している。 

（回収可能価額の算定方法） 

各資産グループの回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、時価は買取評価額から見積り撤去費用

等を控除した額によって評価している。 

（グルーピングの方法） 

当社グループは、損益管理を合理的に行える事業単位

によって資産グルーピングを行っている。 

（グルーピングの方法） 

同左 

  



   

 近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次の通りであります。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

   

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

(1）当社の事業区分は、製品系列及び事業の業態により行っている。 

(2）各事業区分の主要な製品又は事業の内容 

（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
（百万円） 

   

伸銅品事業
（百万円） 

   

サービスそ
の他の事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

   

消去又 
は全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

   

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  89,627  28,247  9,220  127,095 －  127,095

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 343  3,034  41  3,419  (3,419) － 

計  89,971  31,281  9,261  130,515  (3,419)  127,095

営業費用  79,665  31,775  8,993  120,434  (528)  119,906

営業利益又は営業損失（△）  10,306  △493  268  10,080  (2,891)  7,188

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
            

資産  64,263  7,193  8,110  79,566 21,534 101,101 

減価償却費  2,639  492  267 3,400  292 3,692 

減損損失  9 299 － 309 － 309 

資本的支出  2,802  303  197 3,303  33 3,336 

  
バルブ事業
（百万円） 

   

伸銅品事業
（百万円） 

   

サービスそ
の他の事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

   

消去又 
は全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

   

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  70,611  16,218  9,762  96,592 －  96,592

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 177  1,962  32  2,172 (2,172) － 

計  70,788  18,180  9,794  98,764 (2,172)  96,592

営業費用  62,010  17,510  9,451  88,972 643   89,615

営業利益  8,778  670  343  9,791  (2,815)  6,976

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
            

資産  63,187  8,890  7,851  79,929  17,604  97,533

減価償却費  2,488  399  269  3,156  273  3,430

減損損失   562    － 612    1,174 －     1,174 

資本的支出  1,178  417  125  1,721  2  1,724

事業区分 主要製品又は事業名

バルブ事業 青銅バルブ、鉄鋼バルブ、その他バルブ関連製品、濾過関連製品 

伸銅品事業 伸銅品、伸銅加工品 

サービスその他の事業 ホテル及びレストラン事業、フィットネスクラブ、ガラス工芸品の販売 



２．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容 

３．減価償却費及び資本的支出には、投資その他の資産に含まれる償却資産の償却額及びその取得額がそれぞれ含

まれている。 

４．会計方針の変更 

（前連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）に記載の通り、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）を適用している。 

これにより営業利益はバルブ事業が289百万円減少し、営業損失は伸銅品事業が27百万円増加している。 

   

   「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」に記載の通り、在外子会社の収益及び費用は、

従来、当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算していたが、当連結会計年度から期中平均相場

により円貨に換算する方法に変更している。 

  この変更により、当連結会計年度においては、従来の方法によった場合と比べ、外部売上高はバルブ事業が

2,958百万円増加し、営業利益はバルブ事業が188百万円増加し消去及び全社が0百万円減少している。 

  

５．追加情報 

（前連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（2）に記載の通り、当社及び国内連結子会社の主

な機械装置については、従来、耐用年数を12～13年としていたが、当連結会計年度より、法人税法の改正を

契機として見直しを行ない、７～12年に変更している。 

これにより営業利益は、バルブ事業が2百万円、サービスその他の事業が0百万円減少し、営業損失は伸銅品

事業が153百万円増加している。 

  

  
前連結 
会計年度 
（百万円）

当連結
会計年度 
（百万円）

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
 2,896 2,800 

当社の本社の総務人事部、経理部、経営企画部等の発

生費用で、幕張本社ビルの管理費用を含んでいる。 

消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額 
 26,075 23,689 

全社に係る流動資産（現金及び預金等）、幕張本社ビ

ル等の有形固定資産及び長期投資資産（投資有価証

券、投資不動産等）である。 



 近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次の通りであります。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

   

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米 … 米国 

(2）アジア … 台湾、タイ、中国 

(3）ヨーロッパ … スペイン、ドイツ 

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円）
   

北米
（百万円）

   

アジア
（百万円）

   

ヨーロッパ

（百万円）
   

計 
（百万円） 

   

消去又 
は全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

   

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  109,095  7,250  8,707  2,042  127,095 －  127,095

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 4,276  3  12,487  346  17,113  (17,113) － 

計  113,371  7,253  21,195  2,388  144,209  (17,113)  127,095

営業費用  106,052  6,492  19,356  2,185  134,086  (14,179)  119,906

営業利益  7,319  761  1,839  203  10,123  (2,934)  7,188

Ⅱ 資産  61,584  4,511  11,851  2,274  80,221 20,879 101,101 

  
日本 

（百万円）
   

北米
（百万円）

   

アジア
（百万円）

   

ヨーロッパ

（百万円）
   

計 
（百万円） 

   

消去又 
は全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

   

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  82,986  5,870  6,355  1,379  96,592 －  96,592

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,026  3  7,620  137  9,787  (9,787) － 

計  85,012  5,873  13,976  1,517  106,379  (9,787)  96,592

営業費用  77,072  5,464  12,667  1,468  96,673  (7,057)  89,615

営業利益  7,939  409  1,308  49  9,706  (2,730)  6,976

Ⅱ 資産  58,808  3,929  11,040  4,434  78,213  19,320  97,533

  
前連結 
会計年度 
（百万円）

当連結
会計年度 
（百万円）

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
 2,896 2,800 

当社の本社の総務人事部、経理部、経営企画部等の発

生費用で、幕張本社ビルの管理費用を含んでいる。 

消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額 
 26,075 23,689 

全社に係る流動資産（現金及び預金等）、幕張本社ビ

ル等の有形固定資産及び長期投資資産（投資有価証

券、投資不動産等）である。 



４．会計方針の変更 

（前連結会計年度） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）に記載の通り、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）を適用している。 

これにより営業利益は、日本が292百万円、北米が０百万円、アジアが23百万円、それぞれ減少している。 

  

  「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」に記載の通り、在外子会社の収益及び費用は、

従来、当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算していたが、当連結会計年度から期中平均相場

により円貨に換算する方法に変更している。 

  この変更により、当連結会計年度においては、従来の方法によった場合と比べ、外部売上高は北米が816百

万円、アジアが1,770百万円、ヨーロッパが371百万円、それぞれ増加し、営業利益は北米が88百万円、アジ

アが75百万円、ヨーロッパが25百万円、それぞれ増加している。 

  

５．追加情報 

（前連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（2）に記載の通り、当社及び国内連結子会社の主

な機械装置については、従来、耐用年数を12～13年としていたが、当連結会計年度より、法人税法の改正を

契機として見直しを行ない、７～12年に変更している。 

これにより営業利益は、日本が155百万円減少している。 

  



 近２連結会計年度の海外売上高は次の通りであります。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

   

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りである。 

(1）北米 … 米国、カナダ 

(2）アジア … 台湾、中国、タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア他 

(3）その他 … ヨーロッパ、中東、オセアニア他 

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（連結会社間の内部売上高を除

く）である。 

４．会計方針の変更 

   （前連結会計年度） 

  「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」に記載の通り、在外子会社の収益及び費用は、

従来、当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算していたが、当連結会計年度から期中平均相場

により円貨に換算する方法に変更している。 

  この変更により、当連結会計年度においては、従来の方法によった場合と比べ、海外売上高は北米が816百

万円、アジアが1,235百万円、その他が371百万円、それぞれ増加している。 

   

ｃ．海外売上高

  北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 8,283 12,630 6,179 27,094 

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 127,095 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 6.5 9.9 4.9 21.3 

  北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）      7,110       8,105      4,972       20,188 

Ⅱ．連結売上高（百万円） －  － －        96,592 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）    7.4 8.4    5.1  20.9 



当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）  

  

パーチェス法の適用 

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企

業の名称及び取得した議決権比率  

（1）被取得企業の名称及び事業の内容 

    被取得企業の名称    Nord Armaturen GmbH 

                           Perrin GmbH（Nord Armaturen GmbHの100％子会社）   

              派潤特殊閥門（北京）有限公司（Perrin GmbHの100％子会社） 

   事業の内容     ボールバルブの製造販売 

 （注）Nord Armaturen GmbHはKITZ Armaturen GmbHに名称を変更している。 

（2）企業結合を行った主な理由 

 バルブ事業の主な市場である石油精製・石油化学プラントのプロセスラインで使用される商品のラインナ

ップを拡充するため、メタルシートボールバルブの製造、販売及び技術に強みを持つドイツのバルブメーカ

ーであるPerrin GmbH及びその関係会社をキッツグループの傘下に加え、当該市場での拡販と欧州地区での製

造販売拠点の強化を図るものであります。また、同社の製品と当社グループの製品を合わせて販売すること

により、顧客ニーズに応えるとともに、海外市場での販売を拡大しようとするものであります。 

（3）企業結合日 

 平成21年12月18日 

（4）企業結合の法的形式 

 現金を対価とする株式取得 

（5）結合後企業の名称 

 KITZ Armaturen GmbH、Perrin GmbH、派潤特殊閥門（北京）有限公司 

（6）取得した議決権比率 

 100% 

  

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間  

 当連結会計年度は、Nord Armaturen GmbH、 Perrin GmbH及び派潤特殊閥門（北京）有限公司の業績を含んで

おりません。 

  

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

（1）のれんの金額   1,469百万円  

（2）発生原因 

取得原価が取得した資産及び引受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれんとして

計上しております。  

（3）償却方法及び償却期間 

効果の発現する期間（10年間）で均等償却を行います。 

  

５．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額 

売上高        4,418百万円 

営業利益         493百万円 

経常利益         499百万円 

当期純利益        386百万円 

これらの概算額は、Nord Armaturen GmbH、Perrin GmbH及び派潤特殊閥門（北京）有限公司の当連結会計年

度に対応する業績です。なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

（企業結合等）

 取得の対価     2,221 百万円 

 取得に直接要した費用       149 百万円 

 取得原価     2,370 百万円 



６．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳 

（1）資産の額 

  

（2）負債の額  

 流動資産     1,577 百万円 

 固定資産       730 百万円 

 合計     2,307 百万円 

 流動負債       928 百万円 

 固定負債       477 百万円 

 合計     1,406 百万円 



リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプシ

ョン等、賃貸等不動産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

開示を省略しております。 

  

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りである。

   

該当事項はありません。 

   

（開示の省略）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載していない。 

１株当たり純資産額  442.44円 

１株当たり当期純利益  30.02円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  －  

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載していない。 

１株当たり純資産額  468.31円 

１株当たり当期純利益  27.23円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  －  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

（１株当たり当期純利益金額）     

当期純利益（百万円）  3,396  3,079 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円）  3,396  3,079 

期中平均株式数（株）  113,101,797  113,078,615 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在株式の概要  
新株予約権  633,000株 

平成16年６月29日定時株

主総会決議による新株予

約権については、平成21

年９月30日をもって権利

行使期間満了により失効

した。 

（重要な後発事象）



[５]個別財務諸表 
 １．貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,873 4,529

受取手形 7,504 4,878

売掛金 8,859 6,757

商品及び製品 1,815 1,862

仕掛品 1,256 1,064

原材料及び貯蔵品 1,336 1,043

前払費用 105 123

繰延税金資産 993 731

短期貸付金 5,639 7,348

未収入金 320 740

その他 65 54

貸倒引当金 △6 △4

流動資産合計 34,763 29,129

固定資産   

有形固定資産   

建物 22,743 22,761

減価償却累計額 △15,157 △15,557

建物（純額） 7,586 7,203

構築物 1,433 1,436

減価償却累計額 △1,044 △1,073

構築物（純額） 388 362

機械及び装置 16,930 16,689

減価償却累計額 △13,746 △14,424

機械及び装置（純額） 3,183 2,265

車両運搬具 22 22

減価償却累計額 △21 △22

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 8,325 8,396

減価償却累計額 △3,809 △4,019

工具、器具及び備品（純額） 4,515 4,376

土地 3,690 3,688

リース資産 48 69

減価償却累計額 △5 △16

リース資産（純額） 42 52

建設仮勘定 271 88

その他 8 8

有形固定資産合計 19,688 18,046

無形固定資産 106 249



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,628 5,285

関係会社株式 22,289 24,660

長期貸付金 3,033 3,185

差入保証金 85 78

繰延税金資産 865 763

投資不動産 958 942

その他 834 771

貸倒引当金 △2,824 △3,065

投資その他の資産合計 29,871 32,621

固定資産合計 49,666 50,917

資産合計 84,430 80,047

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,208 3,140

1年内償還予定の社債 2,738 958

短期借入金 3,303 3,181

1年内返済予定の長期借入金 9,304 2,323

リース債務 13 17

未払金 2,165 992

未払費用 481 481

未払法人税等 258 443

未払消費税等 98 146

賞与引当金 805 873

役員賞与引当金 15 23

その他 242 181

流動負債合計 22,635 12,763

固定負債   

社債 8,504 9,846

長期借入金 6,569 8,666

リース債務 43 46

長期未払金 1,799 1,747

預り保証金 404 397

固定負債合計 17,321 20,703

負債合計 39,956 33,467



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 21,207 21,207

資本剰余金   

資本準備金 5,715 5,715

その他資本剰余金 3,714 3,715

資本剰余金合計 9,430 9,430

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 15,760 17,499

利益剰余金合計 15,760 17,499

自己株式 △2,409 △2,417

株主資本合計 43,988 45,719

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 484 860

評価・換算差額等合計 484 860

純資産合計 44,473 46,580

負債純資産合計 84,430 80,047



 ２．損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 65,318 48,425

売上原価 48,542 34,760

売上総利益 16,776 13,665

販売費及び一般管理費 12,269 10,209

営業利益 4,506 3,455

営業外収益   

受取利息 152 115

受取配当金 669 789

保険収入 170 89

雑益 61 65

営業外収益合計 1,053 1,059

営業外費用   

支払利息 570 504

売上割引 229 174

為替差損 207 9

休止固定資産減価償却費 － 131

雑損失 151 85

営業外費用合計 1,159 904

経常利益 4,400 3,611

特別利益   

有形固定資産売却益 0 2

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 － 3

特別利益合計 0 6

特別損失   

有形固定資産売却及び除却損 62 16

関係会社貸倒引当金繰入額 － 242

減損損失 － 553

投資有価証券評価損 177 18

会員権評価損 13 5

その他 10 3

特別損失合計 263 839

税引前当期純利益 4,138 2,778

法人税、住民税及び事業税 838 302

法人税等調整額 662 171

法人税等合計 1,500 473

当期純利益 2,637 2,304



 ３．株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 21,207 21,207

当期末残高 21,207 21,207

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,715 5,715

当期末残高 5,715 5,715

その他資本剰余金   

前期末残高 3,712 3,714

当期変動額   

自己株式の処分 2 0

当期変動額合計 2 0

当期末残高 3,714 3,715

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 14,706 15,760

当期変動額   

剰余金の配当 △1,583 △565

当期純利益 2,637 2,304

当期変動額合計 1,054 1,738

当期末残高 15,760 17,499

自己株式   

前期末残高 △2,395 △2,409

当期変動額   

自己株式の取得 △25 △9

自己株式の処分 10 1

当期変動額合計 △14 △8

当期末残高 △2,409 △2,417

株主資本合計   

前期末残高 42,946 43,988

当期変動額   

剰余金の配当 △1,583 △565

当期純利益 2,637 2,304

自己株式の取得 △25 △9

自己株式の処分 13 1

当期変動額合計 1,042 1,730

当期末残高 43,988 45,719

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,721 484

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,236 375

当期変動額合計 △1,236 375

当期末残高 484 860



 該当事項はありません。  

  

(1）役員の異動（平成22年６月29日付予定） 

 該当事項はありません。 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

  

４．継続企業の前提に関する注記

[６]その他
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