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平成 23 年 12 月 13 日 

各      位 

会 社 名 ： 東亜バルブエンジニアリング株式会社 

（コード ： 6466  東証・大証第二部） 

代表者名 ： 代表取締役社長  浅岡 實 

本  社 

所 在 地 
： 兵庫県尼崎市西立花町五丁目 12 番１号 

問合せ先 ： 経理部長 飯田 明彦 

（ＴＥＬ ： 06-6416-1184） 

 

 

（訂正）「平成23年９月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成23年11月11日に発表いたしました「平成23年９月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部誤り

がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績） 

【訂正前】 

  （省略） 

主要製品・サービスの売上内容は表のとおりで、原子力発電所定期検査工事が33億60百万円で全売上の32.3％を占め、

次いでその他のバルブメンテナンス等の役務提供が27億16百万円（同26.1％）となっております。  

（省略）   

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

 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（新製弁）       1,600       15.3 

 バルブ用取替補修部品      1,887      18.1 

 原子力発電所定期検査工事      3,360      32.3 
 バルブ事業   

 その他バルブメンテナンス等の役務提供      2,716      26.1 

 小計      9,564       91.8 

 製鋼事業  鋳鋼製品        856        8.2 

 合計      10,420      100.0 
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【訂正後】 

  （省略） 

主要製品・サービスの売上内容は表のとおりで、原子力発電所定期検査工事が33億61百万円で全売上の32.3％を占め、

次いでその他メンテナンス等の役務提供が27億15百万円（同26.1％）となっております。  

（省略）   

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

 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（新製弁）       1,600       15.3 

 バルブ用取替補修部品      1,887      18.1 

 原子力発電所定期検査工事      3,361      32.3 
 バルブ事業   

 その他メンテナンス等の役務提供      2,715      26.1 

 小計      9,564       91.8 

 製鋼事業  鋳鋼製品        856        8.2 

 合計      10,420      100.0 
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４．連結財務諸表 

（9）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

【訂正前】 

前連結会計年度 
（平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成23年９月30日） 

（省略） 

※４．受注損失引当金 

 損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と受注損失

引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。  

 損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、受注

損失引当金に対応する額は、587,981千円(うち、商品及び製品

64,195千円、仕掛品523,785千円)であります。 

（省略） 

※４．受注損失引当金 

 損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と受注損失

引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。  

 損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、受注

損失引当金に対応する額は、722,008千円(うち、商品及び製品

159,526千円、仕掛品562,481千円)であります。 

 

【訂正後】 

前連結会計年度 
（平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成23年９月30日） 

（省略） 

※４．受注損失引当金 

 損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と受注損失

引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。  

 損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、受注

損失引当金に対応する額は、587,981千円(うち、商品及び製品

64,195千円、仕掛品523,785千円)であります。 

（省略） 

※４．受注損失引当金 

 損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と受注損失

引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。  

 損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、受注

損失引当金に対応する額は、750,951千円(うち、商品及び製品

160,555千円、仕掛品590,395千円)であります。 
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（セグメント情報等） 

ｄ．セグメント情報 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報  

当連結会計年度（自平成22年10月１日 至平成23年９月30日） 

【訂正前】  

      （単位：千円）  

報告セグメント 
  

バルブ事業 製鋼事業  計 

調整額 
（注）１ 

連結財務諸表 
計上額  

（注）２ 

売上高    

外部顧客への売上高 9,564,909 856,079 10,420,989 －  10,420,989

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － －  －

計 9,564,909 856,079 10,420,989 －  10,420,989

 セグメント利益又は損失（△） 2,345,950 △369,022 1,976,928 △1,015,792 961,135

 セグメント資産 6,922,308 503,602 7,425,910 4,373,988 11,799,899

 その他の項目  

 減価償却費 471,404 46,885 518,289 39,473 557,762

 有形固定資産及び無形固定資産の増加

額 
725,291 － 725,291 8,651 733,943

（省略） 

 

【訂正後】 

      （単位：千円）  

報告セグメント 
  

バルブ事業 製鋼事業  計 

調整額 
（注）１ 

連結財務諸表 
計上額  

（注）２ 

売上高    

外部顧客への売上高 9,564,909 856,079 10,420,989 －  10,420,989

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － －  －

計 9,564,909 856,079 10,420,989 －  10,420,989

 セグメント利益又は損失（△） 2,345,950 △369,022 1,976,928 △1,015,792 961,135

 セグメント資産 6,922,308 503,602 7,425,910 4,373,988 11,799,899

 その他の項目  

 減価償却費 480,592 37,696 518,289 39,473 557,762

 有形固定資産及び無形固定資産の増加

額 
725,291 － 725,291 8,651 733,943

（省略） 
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（１株当たり情報）                                           

【訂正前】 

前連結会計年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

１株当たり純資産額 3,194円73銭

１株当たり当期純利益金額 322円55銭
  

１株当たり純資産額 3,423円61銭

１株当たり当期純利益金額 206円57銭
  

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がな

いため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がな

いため記載しておりません。 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 796,632千円

普通株式に係る当期純利益 796,632千円

普通株式の期中平均株式数 2,469,758株
  

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 502,421千円

普通株式に係る当期純利益 502,421千円

普通株式の期中平均株式数 2,432,220株
  

    

【訂正後】 

前連結会計年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

１株当たり純資産額 3,194円73銭

１株当たり当期純利益金額 322円55銭
  

１株当たり純資産額 3,423円61銭

１株当たり当期純利益金額 206円57銭
  

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がな

いため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がな

いため記載しておりません。 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 796,632千円

普通株式に係る当期純利益 796,632千円

普通株式の期中平均株式数 2,469,758株
  

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 502,421千円

普通株式に係る当期純利益 502,421千円

普通株式の期中平均株式数 2,432,226株
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 以  上 

 


