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1.  平成23年9月期第1四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年9月期第1四半期 3,199 12.9 368 6.7 376 6.2 212 15.0
22年9月期第1四半期 2,835 10.0 345 22.4 354 24.5 184 5.4

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

23年9月期第1四半期 86.13 ―

22年9月期第1四半期 74.89 ―

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

23年9月期第1四半期 12,080 8,035 66.5 3,253.95
22年9月期 12,447 7,890 63.4 3,194.73

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  8,035百万円 22年9月期  7,890百万円

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  
 

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

22年9月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00
23年9月期 ―

23年9月期 
（予想）

35.00 ― 35.00 70.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計)

6,000 13.1 830 31.8 850 30.8 390 5.3 157.91

通期 10,800 0.1 1,500 △4.3 1,530 △4.5 700 △12.1 283.43



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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終了しております。 

※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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年9月期1Q 2,678,600株 22年9月期  2,678,600株

② 期末自己株式数 23年9月期1Q  209,076株 22年9月期  208,853株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 2,469,691株 22年9月期1Q 2,469,768株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間（平成22年10月1日～平成22年12月31日まで）におけるわが国経済は、アジアを中心

とした新興国の景気回復や政府の経済対策による一定の効果もあって、一部企業の業績に回復の兆しが見られたも

のの、円高による輸出競争力の低下やデフレ状態の継続、雇用情勢の回復が見られないままでは将来への不安感は

依然払拭されることはなく、個人消費増加にまではつながらない状況で推移しました。 

  

当社グループが主な事業領域とする高温高圧用バルブは、専ら主要社会インフラである電力産業にその市場を

求めてきたことから、発電所の安定運転のための定期検査工事と、一時ほどではないものの新規発電所の建設、或

いは既設発電所のリニューアル、定期検査・修繕などに伴う補修用部品や取替え用バルブなどの需要に支えられ、

概ね堅調な事業運営が継続しております。 

  

このような状況下、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は、3,199百万円（前年同四半期比12.9％

増）、営業利益は368百万円（同6.7％増）、経常利益は376百万円（同6.2％増）、四半期純利益は212百万円（同

15.0％増）となり、前年同四半期に対して増収増益となりました。 

主要製品・サービスの売上内容は表１のとおりで、原子力発電所定期検査工事が32.9％で も多く、バルブ

（新製弁）、バルブ用取替補修部品などの製品の売上は合計で34.5％、原子力発電所定期検査工事以外のサービス

売上が25.3％、産業機械用鋳鋼製品の売上が7.3％という構成になっております。 

  

なお、当社グループは当第１四半期連結会計期間より、マネージメント・アプローチの導入に伴い、セグメン

トの区分を変更し、報告セグメントを「バルブ事業」と「製鋼事業」にしたため、セグメント業績の前年対比は表

示しておりません。 

当社グループの事業戦略は、バルブ製品の製造販売と納入後のバルブ・メンテナンス・サービスのシナジーを

強く意識した、いわば発電所という市場の性格に合致させる形で進めており、グループ内としてもこれらをバルブ

事業として一元的に管理していることから、この報告セグメントにしたものです。 

  

表１：報告セグメント内の種類別売上高                         

 バルブ事業は、表１のとおり原子力発電所定期検査工事を中心に、売上高は2,966百万円、セグメント利益は661

百万円となりました。 

これらの主要な案件は、原子力発電所におけるバルブ国産化（海外製弁の取替え）工事、国内ＰＷＲ型原子力

発電所６サイトにおける定期検査工事、新設の大間原子力発電所向けバルブ製品などが主なものとなっておりま

す。 

  

 製鋼事業は、産業機械用鋳鋼製品、ポンプ、バルブ（他社製）他に使用される高耐食性ステンレス鋼、耐磨耗

鋼、低温及び高温高圧用鋳鋼製品などの特殊鋳鋼製品を製造販売しており、これらに各顧客の個別ニーズに応じ放

射線透過試験をはじめとした非破壊試験を付加した高品質高付加価値品を市場に提供することで、差別化を図り競

争力の維持に努めております。こういった比較的高い鋳造技術及び検査技術を要する鋳鋼製品は、簡単には海外移

転が進まず、また、緩やかながらも設備投資が回復傾向にあることから、徐々に受注・生産ともに回復に向かって

おり、当社においても、当第１四半期連結会計期間では依然赤字ですが、重量ベース、売上金額ベースとも期初計

画を上回っており、売上高は233百万円、セグメント利益は65百万円の損失となっております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

 報告セグメント 種類別の売上高 売上高（百万円） 構成比（％） 

 バルブ事業   

 バルブ（新製弁）          496       15.5

 バルブ用取替補修部品        608       19.0

 原子力発電所定期検査工事       1,053       32.9

 その他バルブメンテナンス等の役務提供        808       25.3

 小計       2,966       92.7

 製鋼事業  鋳鋼製品          233        7.3

 合計       3,199       100.0



 （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１四半期連結会計期間末における資産合計は12,080百万円で、前連結会計年度末に比べ366百万円減少しま

した。これはたな卸資産の減少によるものですが、当社グループは、個別受注生産のため見込み生産は行っておら

ず、その時々の受注案件の進捗状況と売上のタイミングによるもので、その変動に特に重要な意味を持つものでは

ありません。 

 負債合計は4,044百万円で、前連結会計年度末に比べ512百万円減少しました。これは主に、法人税などの納付に

よる未払法人税等の減少と、賞与支払いによる未払費用の減少によるものであります。 

 純資産合計は8,035百万円で、前連結会計年度に係る期末配当金の支払いによる減少を、四半期純利益計上が上

回った分、前連結会計年度末に比べ145百万円増加しました。 

  これにより、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は66.5％となりました。 

  

  ２. キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,814百万円で、前連結会計年度末に比べ266

百万円増加しました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  四半期純利益の計上と、たな卸資産の減少などを要因に、営業活動によるキャッシュ・フローが549百万円のキ

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） 

  短期の資産運用目的で有価証券を取得したほか、生産設備投資、情報システム投資によるキャッシュ・アウトが

発生しましたが、特にグループ事業再編後のＥＤＰの基幹システムに対する設備投資が前連結会計年度に完了した

ため、合計で200百万円のキャッシュ・アウトに留まりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  前連結会計年度に係る期末配当金の支払いを除いては大きな動きはなく、80百万円のキャッシュ・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 

  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22年11月12日公表の「平成22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。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

  

（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 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31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１四半期連結会計期間末
(平成22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22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,794,362 3,537,431

受取手形及び売掛金 1,468,603 1,570,472

有価証券 221,909 111,306

商品及び製品 163,444 329,236

仕掛品 1,352,001 1,659,420

原材料及び貯蔵品 703,592 681,450

繰延税金資産 315,631 407,309

その他 61,438 65,896

流動資産合計 8,080,984 8,362,524

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 350,989 357,293

機械装置及び運搬具（純額） 939,908 983,264

土地 287,309 287,309

その他（純額） 226,865 237,975

有形固定資産合計 1,805,072 1,865,842

無形固定資産 773,785 790,461

投資その他の資産   

投資有価証券 565,780 533,807

繰延税金資産 761,823 800,913

その他 116,445 117,340

貸倒引当金 △23,268 △23,268

投資その他の資産合計 1,420,780 1,428,791

固定資産合計 3,999,639 4,085,096

資産合計 12,080,623 12,447,620

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 770,601 731,219

短期借入金 620,000 620,000

未払法人税等 43,651 388,624

賞与引当金 181,472 22,129

受注損失引当金 321,163 391,605

その他 665,119 905,670

流動負債合計 2,602,008 3,059,249

固定負債   

退職給付引当金 1,244,222 1,290,015

ＰＣＢ処理引当金 28,056 28,056

その他 170,639 180,125

固定負債合計 1,442,918 1,498,197

負債合計 4,044,926 4,557,447



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 4,593,674 4,467,406

自己株式 △414,506 △414,039

株主資本合計 7,938,694 7,812,894

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99,253 78,253

為替換算調整勘定 △2,250 △974

評価・換算差額等合計 97,002 77,279

純資産合計 8,035,697 7,890,173

負債純資産合計 12,080,623 12,447,620



（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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,835,294 3,199,838

売上原価 1,982,441 2,311,775

売上総利益 852,853 888,063

販売費及び一般管理費 507,644 519,734

営業利益 345,209 368,329

営業外収益   

受取利息 1,188 1,815

受取配当金 3,258 4,228

雑収入 9,674 5,457

営業外収益合計 14,121 11,502

営業外費用   

支払利息 3,970 2,994

雑損失 849 176

営業外費用合計 4,820 3,171

経常利益 354,510 376,660

特別利益   

固定資産売却益 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 2,458 －

特別損失   

固定資産処分損 2,662 4,324

投資有価証券評価損 15,637 －

特別損失合計 18,300 4,324

税金等調整前四半期純利益 338,668 372,335

法人税、住民税及び事業税 39,437 39,595

法人税等調整額 114,269 120,031

法人税等合計 153,706 159,626

少数株主損益調整前四半期純利益 － 212,708

四半期純利益 184,962 212,708



（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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22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 338,668 372,335

減価償却費 86,722 125,530

貸倒引当金の増減額（△は減少） △825 －

未払賞与の増減額（△は減少） － △292,755

賞与引当金の増減額（△は減少） △152,751 159,343

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,000 △24,375

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,409 △45,792

受注損失引当金の増減額（△は減少） △70,518 △70,442

受取利息及び受取配当金 △4,447 △6,044

支払利息 3,970 2,994

固定資産売却損益（△は益） △1,233 －

固定資産処分損益（△は益） 2,662 4,324

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） △958,932 101,868

たな卸資産の増減額（△は増加） 275,666 451,068

仕入債務の増減額（△は減少） △41,828 39,381

その他 102,783 102,568

小計 △435,015 920,006

利息及び配当金の受取額 4,807 7,627

利息の支払額 △3,252 △1,808

法人税等の支払額 △17,926 △376,645

営業活動によるキャッシュ・フロー △451,387 549,179

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △101,158

有形固定資産の取得による支出 △136,235 △40,831

有形固定資産の売却による収入 692 100

無形固定資産の取得による支出 △238,998 △59,584

短期貸付金の増減額（△は増加） 125 －

長期貸付けによる支出 － △500

長期貸付金の回収による収入 3,189 1,723

その他 247 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △370,979 △200,251

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 － △466

配当金の支払額 △47,594 △71,304

リース債務の返済による支出 △3,945 △9,205

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,539 △80,977

現金及び現金同等物に係る換算差額 547 △1,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △873,359 266,933

現金及び現金同等物の期首残高 3,192,775 3,547,559

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,319,416 3,814,493



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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第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。 

〔海外売上高〕  

前第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。 

  

（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 
 1,284,346  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

  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



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、バルブ、部品等の製造販売、修理、保守などの役務提供及び鋳鋼製品の製造販売を主要な事業と

しております。バルブ等の製造販売及び役務提供は密接に関連しているため、一体で管理し、包括的な戦略を立案

し、事業を展開しております。 

 従いまして、当社グループは、「バルブ事業」及び「製鋼事業」の２つを報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日）  

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△227,771千円は、報告セグメントに配分していない全社費用で

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月

21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

      （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２ バルブ事業 製鋼事業 計

売上高  

外部顧客への売上高  2,966,657  233,180  3,199,838  －  3,199,838

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,966,657  233,180    3,199,838  －  3,199,838

 セグメント利益又は損失（△）  661,560  △65,459  596,100  △227,771  368,329

（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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