
  

  

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  8,014  △2.5  1,090  43.3  1,121  44.0  578  72.0

21年９月期第３四半期  8,220 ─  760 ─  778 ─  336 ─ 

  
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３四半期  234  07 ─      

21年９月期第３四半期  133  24 ─      

  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３四半期  11,894  7,660  64.4  3,101  57

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３四半期 7,660百万円 21年９月期 7,219百万円

  
年間配当金

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 ─        35 00 ─     

22年９月期（予想） 25 00  60  00

  （％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 
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  10,300  △7.4  980  △9.7  1,000  △9.6  530  46.6  214  60



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．3「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有 

新規      －社 （社名）                        、除外    １社  （社名）東亜バルブエンジニアリング㈱

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは完了しております。 

  

※  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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 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３Ｑ 208,853株 21年９月期 208,832株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 2,469,761株 21年９月期３Ｑ 2,522,786株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成22年６月30日まで）におけるわが国経済は、企業の2010

年３月期決算は概ね好調で、多くの企業で著しいＶ字回復が見られた反面、欧州の財政不安を受けて５月以降株価

は急落、さらには円高傾向が強まる中で、デフレの進行と完全失業率の高止まり不安から個人消費に回復は見られ

ず、依然、景況感の乏しい状況の中で推移しました。 

 当社グループが主なマーケットにしております電力業界におきましても、景気指標のひとつとされる大口電力需

要は前年同月を順調に上回っており、電力需要は確実に増加しつつありますが、まだまだ業界間、或いは地域間の

差は大きく、全体的な改善には未だ至っていない状況であります。 

 このような状況下、当社グループは、プラント関連受注の激減による工場操業度の低下をカバーするための収益

改善施策として、原子力発電所の定期検査工事とそれに伴う取替部品及び取替バルブの受注・販売に注力し、売上

と利益の確保を課題として事業を展開してまいりました。 

 長期戦略としては、海外原子力発電所市場参入の要件確保を目的に、米国機械学会（ASME）の原子力用バルブ製

造に関する認証取得の活動を継続して進め、本年５月に当社本社工場（兵庫県尼崎市）の認証を取得することがで

きました。 

また、経営体制におきましては、平成12年来実施してきた持株会社体制を、平成22年４月１日に主要子会社を

吸収合併することにより解消し、以後、事業会社として新たな体制でスタートするとともに、執行役員制度を導入

するなどして経営体制の改革を進めてまいりました。 

  

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は、80億14百万円（前年同期比2.5％減）で前年同

期から減収となりましたものの、営業利益は10億90百万円（同43.3％増）、経常利益11億21百万円（同44.0％増）

と損益面では前年同期に比して大幅な増益とすることができました。 

これに、子会社であった東亜バルブエンジニアリング株式会社で実施した安全弁のテスト用ボイラ設備更新・

改良に伴う補助金（エネルギー多消費型設備天然ガス化推進補助金）収入71百万円他の特別利益を加算し、特別損

失、税金費用を控除した四半期純利益は５億78百万円（同72.0％増）となりました。 

  

 事業セグメント別の状況では、バルブ製品製造事業では当第３四半期連結累計期間は、平成21年10月に売上を計

上したパイトン火力発電所（インドネシア共和国）向けバルブ一式の他はほとんど目立った案件がなかったことか

ら大幅な減収となり、売上高は30億98百万円（前年同期比22.9％減）に留まりました。 

採算面では、比較的収益率の高い部品、原子力発電所向け取替用バルブの売上などにより損益改善に貢献しま

したが、鋳鋼品の外販が前年同期の半分程度まで落ち込んだ結果、営業利益は１億46百万円の赤字となりました。

  

 バルブメンテナンス事業は、原子力発電所の定期検査工事が前年同期より２案件増加した12件について売上を計

上した結果、売上高は49億30百万円（前年同期比21.2％増）となりました。 

損益については、原子力発電所定期検査工事の効率的推進による原価低減、提案型営業の推進による高付加価

値型工事の売上などにより、営業利益14億54百万円とすることができました。 

  

 その他の事業につきましては、事業廃止及び集約により現在はグループ内への役務提供を中心としたサービス事

業を残すのみとなっていることから、大幅に減少いたしました。 

１．当四半期の連結業績等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 

１. 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は118億94百万円で、前連結会計年度末に比して２億83百万円の

増加となりました。これは、主に固定資産の増加によるものであり、基幹システム(ソフトウェア)の取得による無

形固定資産増加のほか、生産用設備の取得による有形固定資産の増加によるものであるます。 

  

 負債合計は、42億34百万円で前連結会計年度末に比して１億57百万円の減少となりました。この主な要因は、固

定資産の取得に伴う債務決済によるものです。 

  

 純資産は76億60百万円で（前期末比6.1％増）で前連結会計年度末に比して４億40百万円の増加となりました。

これは四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。 

  

２. キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、27億19百万円（前期末比14.8％

減）で期間の当第３四半期連結累計期間は４億73百万円の減少となりました。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） 

 税金等調整前四半期純利益を11億54百万円計上しましたが、当第３四半期連結会計期間の増収による売上債権の

増加、法人税等の中間納付などにより、６億82百万円のキャッシュ・インとなりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

生産設備及び基幹システム（ソフトウェア）の取得により、９億18百万円のキャッシュ・アウトとなりまし

た。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入金の一部返済と中間配当金の支払いにより２億34百万円のキャッシュ・アウトとなりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月７日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  第２四半期連結会計期間まで連結の範囲に含めておりました東亜バルブエンジニアリング株式会社は、当第３四

半期連結会計期間において、当社を存続会社（合併後、東亜バルブエンジニアリング株式会社へ商号変更）とした

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

２社であります。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  該当事項はありません。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  企業結合に関する会計基準等の適用  

 当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基

準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）、「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」 

（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

 これにより、損益に与える影響はありません。 

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,709,454 3,182,656

受取手形及び売掛金 2,129,099 1,845,107

有価証券 10,126 10,119

商品及び製品 77,465 247,962

仕掛品 1,784,911 1,367,165

原材料及び貯蔵品 676,567 606,363

繰延税金資産 366,895 378,037

その他 93,182 360,389

流動資産合計 7,847,703 7,997,800

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 363,250 379,152

機械装置及び運搬具（純額） 1,017,364 931,621

土地 287,309 287,309

その他（純額） 255,208 129,104

有形固定資産合計 1,923,133 1,727,188

無形固定資産 765,698 437,337

投資その他の資産   

投資有価証券 517,105 518,638

繰延税金資産 745,508 872,693

その他 118,998 86,762

貸倒引当金 △23,268 △28,768

投資その他の資産合計 1,358,344 1,449,326

固定資産合計 4,047,176 3,613,851

資産合計 11,894,879 11,611,652

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 812,585 723,982

短期借入金 740,000 820,000

未払法人税等 117,560 20,540

受注損失引当金 438,440 460,998

その他 676,008 1,009,741

流動負債合計 2,784,594 3,035,261

固定負債   

退職給付引当金 1,284,213 1,284,155

その他 165,982 72,539

固定負債合計 1,450,195 1,356,695

負債合計 4,234,789 4,391,956



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成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 4,248,875 3,818,960

自己株式 △414,039 △413,990

株主資本合計 7,594,362 7,164,497

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68,516 56,015

為替換算調整勘定 △2,789 △817

評価・換算差額等合計 65,727 55,198

純資産合計 7,660,089 7,219,695

負債純資産合計 11,894,879 11,611,652



（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）

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 8,220,237 8,014,134

売上原価 5,872,558 5,305,540

売上総利益 2,347,678 2,708,593

販売費及び一般管理費 1,586,750 1,618,256

営業利益 760,928 1,090,337

営業外収益   

受取利息 6,267 4,124

受取配当金 10,983 8,811

雑収入 23,440 33,239

営業外収益合計 40,691 46,176

営業外費用   

支払利息 11,125 11,625

為替差損 6,961 －

雑損失 4,594 3,279

営業外費用合計 22,681 14,904

経常利益 778,938 1,121,608

特別利益   

固定資産売却益 2,200 4,450

貸倒引当金戻入額 － 825

役員賞与引当金戻入額 － 400

補助金収入 － 71,417

特別利益合計 2,200 77,093

特別損失   

固定資産処分損 6,136 29,896

投資有価証券評価損 － 14,098

減損損失 78,112 －

特別損失合計 84,248 43,995

税金等調整前四半期純利益 696,889 1,154,706

法人税、住民税及び事業税 15,155 437,621

法人税等調整額 345,608 138,984

法人税等合計 360,763 576,606

四半期純利益 336,126 578,100



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 696,889 1,154,706

減価償却費 354,852 303,253

減損損失 78,112 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △5,499

未払賞与の増減額（△は減少） △292,719 148,825

賞与引当金の増減額（△は減少） 152,892 △300,476

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） 73,177 57

受注損失引当金の増減額（△は減少） △260,430 △22,557

受取利息及び受取配当金 △17,250 △12,936

支払利息 11,125 11,625

固定資産売却損益（△は益） △2,200 △4,450

固定資産処分損益（△は益） 6,136 5,366

投資有価証券評価損益（△は益） － 14,098

補助金収入 － △71,417

売上債権の増減額（△は増加） 401,364 △283,991

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,039 △317,452

仕入債務の増減額（△は減少） △232,509 88,603

その他 △82,568 90,087

小計 824,652 763,839

利息及び配当金の受取額 16,434 12,960

利息の支払額 △11,917 △11,729

補助金の受取額 － 71,417

法人税等の支払額 △837,229 △365,027

法人税等の還付額 － 210,774

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,060 682,235

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △421,375 △493,594

有形固定資産の売却による収入 2,500 4,724

無形固定資産の取得による支出 △110,843 △436,289

短期貸付金の増減額（△は増加） △117 276

長期貸付金の回収による収入 50,620 5,999

投資活動によるキャッシュ・フロー △479,215 △918,883

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 420,000

長期借入金の返済による支出 － △500,000

リース債務の返済による支出 － △19,692

自己株式の取得による支出 △397,469 △49

配当金の支払額 △116,762 △135,256

その他 △1,041 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △615,274 △234,998

現金及び現金同等物に係る換算差額 439 △1,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,102,110 △473,194

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 2,137,714 2,719,580



 該当事項はありません。 

   

〔事業の種類別セグメント情報〕  
前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）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250,598千円であり、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、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日付で実施した東亜バルブ株式会社と東亜エンジニアリング株式会社の合併に伴い、グルー

プ・キャッシュ・マネージメント・システム（G-CMS）の相殺及び返済の影響などにより、事業の種類別セグメ

ント情報に係るセグメント別の資産の金額が、著しく変動しております。このため、前連結会計年度と比べ

「バルブメンテナンス事業」で2,367,517千円減少しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
バルブ製品 
製造事業 
（千円） 

バルブメン
テナンス事業 
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

(1)外部顧客に対する

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

(2)セグメント間の内

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

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

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

営業利益又は営業損失

（△） 
 △51,080  859,354  △40,688  767,585  △6,657  760,928

(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 



 当第３四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成22年６月30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製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259,576千円であり、当社の販売 

   費及び一般管理費であります。 

 ４．合併による営業費用の配分方法の変更 

         第２四半期連結会計期間まで当社は、連結子会社であった東亜バルブエンジニアリング株式会社とのシェア

ードサービス契約に基づき、総務・経理などの間接業務に係る役務を有償で同社に提供しており、当該費用は

事業の種類別セグメント情報において、「バルブ製品製造事業」と「バルブメンテナンス事業」の営業費用に

それぞれに分けて集計し、「消去又は全社」でその全額を消去しておりました。  

           しかし当社は、平成22年４月１日付で、当該連結子会社であった東亜バルブエンジニアリング株式会社を吸

収合併したため、営業費用の配分方法を変更し、当第３四半期連結会計期間に発生した、従来当社が当該連結

子会社に提供していたシェアードサービスに要する費用に相当する額を配賦不能営業費用として、当第３四半

期連結会計期間より「消去又は全社」に集計することといたしました。 

           これにより、前第３四半期連結累計期間の営業費用を変更後の方法で集計した場合、営業費用は「バルブ製

品製造事業」で59,528千円、「バルブメンテナンス事業」で91,952千円それぞれ減少し、「消去又は全社」で

151,481千円増加し、各セグメントの営業利益又は営業損失はそれぞれ同額増加又は減少いたします。 

           また、第２四半期連結累計期間の営業費用を変更後の方法で集計した場合、営業費用は「バルブ製品製造事

業」で32,798千円、「バルブメンテナンス事業」で51,886千円それぞれ減少し、「消去又は全社」で84,685千

円増加し、各セグメントの営業利益又は営業損失はそれぞれ同額増加又は減少いたします。 

  
〔所在地別セグメント情報〕 

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

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成22年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。   

  

〔海外売上高〕 

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

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

当第３四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成22年６月30日） 

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

  

該当事項はありません。  

   

  
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 
 3,083,287  4,930,519  327  8,014,134  －  8,014,134

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高 
 15,296  400  4,269  19,966  △19,966  －

計  3,098,584  4,930,919  4,597  8,034,100  △19,966  8,014,134

営業費用  3,244,789  3,476,054  7,314  6,728,158  195,638  6,923,797

営業利益又は営業損失

（△） 
 △146,205  1,454,864  △2,717  1,305,942  △215,605  1,090,337

(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 

（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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