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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和政策等の継続に伴い、円安の進行

および株価の上昇傾向が続き緩やかな回復基調となりました。その一方で、円安による輸入産業の停滞や海外経済

の成長に減速感が見られるなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループは、発電プラント用バルブの製造販売およびメンテナンスを主要事業としておりますが、国内原子

力発電所が再稼働されない状況の中、引き続き限られた事業環境での活動が続いております。 

 このような状況の下、バルブ事業におきましては、国内では柏崎刈羽原子力発電所6号機、7号機向け震災対策弁

の売上が伸長したほか、新大分3号系列4軸、川崎2号系列3軸、新仙台3号系列2軸など新設火力発電所向けの販売が

集中するなど、売上高は好調に推移しました。また、海外におきましても、台湾、中国などの新設プラント案件の

販売が堅調に推移し、バルブ事業全体で前年同期に比べ増収となりました。 

 一方、メンテナンス事業におきましては、売上を予定しておりました柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けた大

型点検工事が下期に先送りとなるなど、売上高は低調に推移した前年同期を下回る厳しい結果となりました。 

 損益面におきましては、メンテナンス事業における売上高不足が継続したもののバルブ事業において利益率の高

い取替部品の販売が増加し、売上原価率が改善され、営業利益、経常利益は前年同期を上回りました。一方、四半

期純利益は税率変更による繰延税金資産の取り崩しが影響し、前年同期並みにとどまりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高3,414百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益143

百万円（前年同期比289.0％増）、経常利益220百万円（前年同期比10.7％増）、四半期純利益106百万円（前年同

期比0.9％減）となりました。 

 このほか、営業外収益には、平成26年度先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発費補助金36百万円が含まれ

ております。 

 

 

（２）財政状態に関する説明

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ125百万円減少し、10,638百万円と

なりました。この主な要因は、仕掛品が205百万円、現金及び預金が259百万円増加した一方で、受取手形及び売掛

金が559百万円減少したことによるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末と比べ101百万円減少し、1,767百万円となりました。この主な要因は、支払手形

及び買掛金が163百万円、未払法人税等が27百万円それぞれ減少したことによるものであります。

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ24百万円減少し、8,871百万円となりました。この主な要因は、利益剰

余金が54百万円減少したことによるものであります。

 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 下期につきましては、バルブ事業では志賀原子力発電所の震災対策弁販売に加え、インド、台湾での新設火力発

電所案件の売上が予定されており、前期並みの売上高を予定しております。 

 メンテナンス事業におきましては、浜岡原子力発電所の水没弁点検工事や復興関連工事に加え、上期から繰延べ

となりました柏崎刈羽原子力発電所の大型点検工事が予定されており、下期にかけて売上高は伸長する見込みで

す。 

 これらの結果、現時点においては平成27年6月23日に修正いたしました通期業績予想数値に変更はありません。 

 ただし、これらの予想および進捗は、今後の受注環境や顧客納期の変更等、様々な要因により変動する可能性を

含んでおります。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

 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の適用

 該当事項はありません。

 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲

げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直

し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎とする方法から、退職給付の支払

見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しておりま

す。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第

２四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰

余金に加減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が195百万円増加し、利益剰余金が126

百万円減少しております。

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益へ与える影響は軽微であります。

 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等

 該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年11月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,571,596 1,830,867 

受取手形及び売掛金 4,914,967 4,355,725 

製品 90,608 114,428 

仕掛品 1,107,430 1,312,897 

原材料 106,910 96,792 

その他 256,352 212,052 

流動資産合計 8,047,865 7,922,764 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 654,659 628,129 

機械装置及び運搬具（純額） 916,052 867,013 

その他（純額） 473,679 497,521 

有形固定資産合計 2,044,392 1,992,663 

無形固定資産 31,463 26,354 

投資その他の資産   

投資有価証券 336,998 370,225 

繰延税金資産 212,273 238,511 

その他 95,387 91,938 

貸倒引当金 △3,600 △3,600 

投資その他の資産合計 641,059 697,076 

固定資産合計 2,716,915 2,716,094 

資産合計 10,764,780 10,638,859 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年11月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 397,309 234,234 

未払法人税等 69,219 41,998 

未払費用 223,252 216,725 

賞与引当金 27,700 28,860 

その他の引当金 67,899 44,862 

その他 193,560 153,130 

流動負債合計 978,941 719,811 

固定負債   

役員退職慰労引当金 217,208 225,933 

退職給付に係る負債 619,662 786,409 

その他 53,074 35,244 

固定負債合計 889,946 1,047,587 

負債合計 1,868,887 1,767,399 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,286,250 1,286,250 

資本剰余金 543,750 543,750 

利益剰余金 7,209,745 7,154,899 

自己株式 △196,078 △196,268 

株主資本合計 8,843,667 8,788,631 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 62,958 81,628 

繰延ヘッジ損益 △7,608 △2,795 

退職給付に係る調整累計額 △3,125 3,996 

その他の包括利益累計額合計 52,225 82,828 

純資産合計 8,895,892 8,871,459 

負債純資産合計 10,764,780 10,638,859 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

  （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 

 至 平成26年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年12月１日 
 至 平成27年５月31日) 

売上高 3,385,644 3,414,363 

売上原価 2,828,837 2,720,758 

売上総利益 556,806 693,605 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 87,770 87,825 

給料手当及び賞与 170,579 189,937 

賞与引当金繰入額 590 430 

退職給付費用 9,477 12,615 

役員退職慰労引当金繰入額 8,775 8,725 

減価償却費 10,429 12,603 

その他 232,331 238,103 

販売費及び一般管理費合計 519,954 550,240 

営業利益 36,851 143,365 

営業外収益   

受取利息 73 73 

受取配当金 2,469 2,359 

持分法による投資利益 11,049 10,399 

受取賃貸料 13,975 15,345 

補助金収入 10,851 36,781 

受取補償金 122,182 6,148 

その他 7,839 9,106 

営業外収益合計 168,440 80,215 

営業外費用   

支払利息 632 493 

減価償却費 4,844 1,829 

固定資産除却損 414 803 

その他 458 183 

営業外費用合計 6,348 3,308 

経常利益 198,943 220,271 

税金等調整前四半期純利益 198,943 220,271 

法人税、住民税及び事業税 5,057 37,400 

法人税等調整額 86,723 76,684 

法人税等合計 91,781 114,084 

少数株主損益調整前四半期純利益 107,161 106,187 

四半期純利益 107,161 106,187 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

  （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 

 至 平成26年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年12月１日 
 至 平成27年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 107,161 106,187 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,445 18,669 

繰延ヘッジ損益 1,980 4,812 

退職給付に係る調整額 － 7,121 

その他の包括利益合計 △1,465 30,603 

四半期包括利益 105,696 136,790 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 105,696 136,790 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 

 至 平成26年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年12月１日 
 至 平成27年５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 198,943 220,271 

減価償却費 165,702 161,615 

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,740 1,160 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,938 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △17,764 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,775 8,725 

受取利息及び受取配当金 △2,542 △2,433 

支払利息 632 493 

補助金収入 △10,851 △36,781 

受取補償金 △122,182 △6,148 

持分法による投資損益（△は益） △11,049 △10,399 

売上債権の増減額（△は増加） 470,269 559,241 

たな卸資産の増減額（△は増加） △346,892 △219,168 

仕入債務の増減額（△は減少） △207,850 △163,075 

その他 △132,497 △29,890 

小計 △35,221 465,844 

利息及び配当金の受取額 2,542 2,433 

利息の支払額 △632 △493 

補助金の受取額 10,851 36,781 

補償金の受取額 122,182 6,148 

法人税等の支払額 △175,794 △64,409 

営業活動によるキャッシュ・フロー △76,071 446,304 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △7 △7 

有形固定資産の取得による支出 △70,575 △127,567 

固定資産の除却による支出 △280 △803 

無形固定資産の取得による支出 △6,442 － 

補助金の受取額 4,769 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,535 △128,377 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △28,305 △23,627 

配当金の支払額 △35,541 △34,845 

自己株式の純増減額（△は増加） △1,417 △190 

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,264 △58,663 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △213,872 259,263 

現金及び現金同等物の期首残高 1,854,651 1,251,579 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,640,779 1,510,843 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成25年12月１日 至 平成26年５月31日） 

１．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

    （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 

メンテナンス 
事業 

計 

売上高      

(1）外部顧客への売上高 2,413,917 971,726 3,385,644 － 3,385,644 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － 

計 2,413,917 971,726 3,385,644 － 3,385,644 

セグメント利益 196,052 86,402 282,455 △245,603 36,851 

（注）１．セグメント利益の調整額△245,603千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、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。

 

２．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。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年12月１日 至 平成27年５月31日） 

１．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

    （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 

メンテナンス 
事業 

計 

売上高      

(1）外部顧客への売上高 2,617,085 797,278 3,414,363 － 3,414,363 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － 

計 2,617,085 797,278 3,414,363 － 3,414,363 

セグメント利益 382,269 35,107 417,376 △274,011 143,365 

（注）１．セグメント利益の調整額△274,011千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、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。

 

２．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。
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