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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．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。 

３．第５期の株価収益率は、１株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

４．第４期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14年

９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

５．第５期より、嘱託及び臨時雇用者数（契約社員、パートタイマーは含み、社外の人材会社からの派遣社員は

除いております。）の平均雇用人員が従業員数の10％以上となりましたので、（ ）内に外数で記載しており

ます。 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 (平成13年９月) (平成14年９月) (平成15年９月) (平成16年９月) (平成17年９月)

売上高 千円 10,465,508 9,403,784 8,906,082 8,512,258 9,505,966 

経常損益 千円 △126,137 157,201 433,589 △74,382 745,968 

当期純損益 千円 41,181 71,266 368,439 △116,917 524,729 

純資産額 千円 4,323,114 4,362,898 4,745,190 4,567,704 5,129,040 

総資産額 千円 10,477,586 9,604,861 9,384,779 8,828,957 9,365,424 

１株当たり純資産額 円 187,969.36 189,714.57 205,635.39 198,137.97 223,197.80 

１株当たり当期純損益

金額 
円 1,790.57 3,098.80 15,264.00 △5,636.67 22,347.42 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

金額 

円 － － － － － 

自己資本比率 ％ 41.3 45.4 50.6 51.7 54.8 

自己資本利益率 ％ 1.0 1.6 8.1 △2.5 10.2 

株価収益率 倍 44.7 16.2 5.4 － 14.1 

営業活動による   

キャッシュ・フロー 
千円 △308,511 459,346 1,112,127 383,609 △234,694 

投資活動による   

キャッシュ・フロー 
千円 269,443 △92,258 99,879 △280,871 △155,258 

財務活動による   

キャッシュ・フロー 
千円 △645,952 △608,195 △882,640 △397,319 △616,094 

現金及び現金同等物の

期末残高 
千円 2,023,400 1,782,292 2,110,864 1,816,907 811,576 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
名 

388 

 

356 

 

357 

 

335 

(56) 

364 

(51) 



(2) 提出会社の経営指標等 

 （注）１．営業収益には消費税等は含まれておりません。 

２．第３期から、自己株式を資本に対する控除項目としており、また、１株当たり純資産額、１株当たり当期純

損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各数値は発行済株式総数から自己株式数を控除して

計算しております。 

３．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。 

４．第４期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14年

９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 (平成13年９月) (平成14年９月) (平成15年９月) (平成16年９月) (平成17年９月)

営業収益 千円 141,750 90,450 55,260 101,700 118,143 

経常損益 千円 137,123 104,298 71,925 117,887 149,051 

当期純損益 千円 137,129 96,896 44,663 116,350 125,088 

資本金 千円 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 

発行済株式総数 株 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

純資産額 千円 4,287,828 4,384,536 4,428,886 4,476,200 4,519,818 

総資産額 千円 4,618,799 4,706,663 4,909,581 4,775,957 5,653,932 

１株当たり純資産額 円 186,427.35 190,655.47 192,637.68 194,702.90 197,158.65 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間

配当額） 

円 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

3,000 

(－) 

3,000 

(－) 

3,000 

(－)  

１株当たり当期純損益

金額 
円 5,962.15 4,213.25 1,942.48 5,060.88 5,454.97 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

金額 

円 － － － － － 

自己資本比率 ％ 92.8 93.2 90.2 93.7 79.9 

自己資本利益率 ％ 3.2 2.2 1.0 2.7 2.8 

株価収益率 倍 13.4 11.9 42.2 37.7 57.7 

配当性向 ％ － － 154.4 59.3 55.0 

従業員数 名 3 7 17 14 15 



２【沿革】 

平成11年11月  東亜バルブ株式会社と東亜エンジニアリング株式会社は共同して株式移転により完全親会社

（当社）を設立することを各社取締役会で決議し覚書を締結しました。 

平成11年12月  東亜バルブ株式会社の第82回定時株主総会及び東亜エンジニアリング株式会社の第27回定時株

主総会において、株式移転により完全親会社を設立することについて承認を得ました。 

平成12年３月  東亜バルブ株式会社（現連結子会社）と東亜エンジニアリング株式会社（現連結子会社）は共

同して株式移転により純粋持株会社、株式会社トウアバルブグループ本社を設立しました。 

 東京証券取引所市場第二部並びに大阪証券取引所市場第二部に上場致しました。 

平成14年10月  シンガポールに同国及び近隣諸国の火力発電所等のプラント及び同国に入港する船舶のバルブ

メンテナンス事業等を行う目的をもって、トウアバルブオーバーシーズＰＴＥ．ＬＴＤ．を設立

致しました。 

    

 なお、従来まで上場しておりました東亜バルブ株式会社は、株式会社トウアバルブグループ本社の設立に伴い、

平成12年３月に上場廃止となりました。東亜バルブ株式会社の沿革は以下の通りであります。 

  

昭和15年４月  資本金1,000千円をもって、虫印バルブ製造株式会社を設立し、虫印バルブ製作所の事業一切

を継承致しました。 

 同時に従来から製品販売、所要資材の購入等に関し特別の関係のあった旧三菱商事株式会社の

資本参加を見ました。 

昭和17年９月  社名を東亜バルブ株式会社と改称致しました。 

昭和28年10月  大阪地区店頭に株式を公開致しました。 

昭和36年10月  大阪証券取引所市場第二部に株式を上場致しました。 

昭和46年４月  東京証券取引所市場第二部に株式を上場致しました。 

昭和49年９月  当社納入バルブの定期検査及び修理工事業務を移管する目的をもって、東亜エンジニアリング

株式会社を設立致しました。 



３【事業の内容】 

 当社企業グループは、当社及び連結子会社５社（国内４社、海外１社）で構成され、各種産業用バルブの開発、製

造・販売及びそのメンテナンスを主な事業の内容とし、その他の事業として鋳鋼部品製造、焼結金属による機械部品

製造などを行っております。 

 当社は純粋持株会社として、グループの経営を統括・管理し、直接の事業は行っておりません。 

 当社企業グループの事業に係る位置付け及び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、次の３部門は「第５ 経理の状況 １．(1) 連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）」に掲げる事業の

種類別セグメントと同一の区分であります。 

バルブ製品製造事業  原子力発電所、火力発電所など電力プラント用高温高圧バルブを中心に、船舶用、

石油化学プラント用、ＬＮＧ貯蔵基地用などの各種産業用バルブを製造販売しており

ます。 

＜主要な関係会社＞ 

東亜バルブ株式会社 

トウアサービス株式会社 

バルブメンテナンス事業  主に東亜バルブ株式会社が製作、納入したバルブについて、各敷設場所において、

分解・点検・修理などの保守作業を行っております。 

 また、可搬式の特殊工作機械を使用することにより、敷設配管から取り外すことな

く現地において修理・改造を行うことができる工法を開発し、施工しております。 

＜主要な関係会社＞ 

東亜バルブ株式会社 

東亜エンジニアリング株式会社 

トウアバルブオーバーシーズＰＴＥ．ＬＴＤ．（海外） 

その他の事業  各種工作機械・建設機械などの鋳鋼製部品の製造販売、焼結金属による自動車・弱

電機器等の部品製造販売等を行っております。 

＜主要な関係会社＞ 

株式会社高田製鋼所 

トウアサービス株式会社 



事業の系統図は次のとおりであります。 



４【関係会社の状況】 

 （注）１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．議決権所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

３．当社は、純粋持株会社であり直接の事業は行っておりませんので、関係会社との営業取引上の関係内容はあ

りません。 

４．東亜バルブ㈱及び東亜エンジニアリング㈱は、特定子会社であります。 

５．有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。 

６．東亜バルブ㈱、東亜エンジニアリング㈱並びに㈱高田製鋼所については、売上高（連結会社相互間の内部売

上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

東亜バルブ㈱ 

（注）４ 

兵庫県尼崎市 450 
バルブ製品製造 

バルブメンテナンス 
100.0 

役員の兼務６名 

 資金の貸付 

（連結子会社） 

東亜エンジニアリン

グ㈱ 

（注）４ 

兵庫県尼崎市 90 バルブメンテナンス 100.0 
役員の兼務５名 

 資金の借入 

（連結子会社） 

トウアサービス㈱ 
兵庫県尼崎市 50 

バルブ製品製造 

その他 

100.0 

(100.0) 

役員の兼務２名 

 資金の借入 

（連結子会社） 

㈱高田製鋼所 
三重県伊賀市 30 その他 

100.0 

(100.0) 

役員の兼務２名 

 資金の貸付 

（連結国外子会社） 

トウアバルブオーバーシ

ーズＰＴＥ．ＬＴＤ． 

シンガポール 

ツアス     

ビューループ 

千シンガ 

ポールドル 

700 

バルブメンテナンス 
98.6 

(98.6) 
役員の兼務２名 

      東亜バルブ㈱   東亜エンジニアリング㈱   ㈱高田製鋼所 

主要な損益情報等 (1) 売上高   3,867,138千円  6,136,864千円  1,477,023千円

  (2) 経常損益   126,463千円  573,182千円  △60,291千円

  (3) 当期純損益   87,519千円  338,136千円  △40,412千円

  (4) 純資産額   2,808,225千円  3,265,908千円  △134,283千円

  (5) 総資産額   6,545,856千円  4,775,600千円  1,907,803千円



５【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社企業グループからグループ外部への出向者を除き、グループ外部から当社企業グ

ループへの出向者を含んでおります。）であり、嘱託及び臨時従業員数（契約社員、パートタイマーは含み、

社外の人材会社からの派遣社員は除いております。）の平均雇用人員は、（ ）内に外数で記載しておりま

す。 

２．「全社・共通」として記載している従業員数は、特定の事業の種類別セグメントに区分できない管理部門に

所属しているものであります。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（連結子会社から当社への出向者を含んでおります。）であり、臨時従業員数（契約社

員、パートタイマーは含み、社外の人材会社からの派遣社員は除いております。）は該当ありません。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。なお、当社への出向者については当社の負担額に

より算出しております。 

３．満60才定年退職制度を採用しております。 

(3) 労働組合の状況 

 当社企業グループにおいては、東亜バルブ㈱及び㈱高田製鋼所の連結子会社２社は労働組合を結成しており、現

在２社共にＪＡＭに加盟しております。当社及びその他の連結子会社については労働組合を結成しておりません。

 なお、当社及び連結子会社の労使関係は相互理解を基調に円満な関係で推移しております。 

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

バルブ製品製造事業 167 (21)  

バルブメンテナンス事業 107 (12)  

その他の事業 75 (18)  

全社・共通 15 ( -) 

合計 364 (51) 

  平成17年９月30日現在

従業員数（名） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円） 

15     41 才 １ ヶ月   ３ 年 ７ ヶ月 5,018,519 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績の回復により設備投資が増加するとともに雇用状況は改善に向いつ

つあり、長らく続いた踊場景気からの脱却が期待される状況となっております。しかし年度後半には、原油価格の高騰

を要因に原材料価格が上昇し、海外では依然沈静化の兆しが見えない無差別テロに、世界経済の情勢が国内景気にブレ

ーキとなるのでないかとの不安を拭いきれぬ中で推移いたしました。 

 当社企業グループが主要なマーケットとしております国内電力業界におきましては、国内景気回復に電力消費量増加

の期待をかけるものの、温室効果ガス削減問題への対応、段階的に実施される電力自由化、都市ガスを始めとした他エ

ネルギーとの競合などにより、全般的に電力消費の低い伸びを予想し、それに伴なう厳しい設備投資の計画に大きな変

化は見られておりません。 

 このような環境のもと、当社企業グループは持株会社である当社を中心に、平成15年度より開始した収益改革プロジ

ェクト３ヵ年計画仕上げの年として、改めてグループ経営の原点に立ち返り、グループ全体でのシナジー効果を最大限

に求めるべく、『グループ大（だい）』を合言葉に、意思決定のすべての局面で、グループ全体における獲得利益を最

大化させる意識を各個人レベルにまで徹底させる活動を進めてまいりました。そして、経営情報のグループ全体での共

有化は当然のこと、特に営業活動と調達活動にグループの総力を結集し、利益極大化の施策を展開してまいりました。

 また、迅速な経営判断を可能とするため、基幹電算システム改革による情報の一元管理を行い、管理間接部門の集約

による汎用業務の標準化・合理化をさらに進めることで経費の節減を図り、さらに当連結会計年度より、最適資金運用

を目標にグループ・キャッシュ・マネージメント・システムを導入し、資金需要の山谷を補完することで資金の回転効

率の向上を図り、余剰資金による有利子負債の圧縮に努めてまいりました。 

 これらの結果、連結売上高につきましては、計画の93億円を上回る95億５百万円（前年同期比11.7％増）を達成する

ことができました。 

 損益面につきましては、特にバルブ製造子会社の業績が回復したことを受け、連結の営業利益は７億60百万円（前年

同期は36百万円の赤字）、連結の経常利益は７億45百万円（前年同期は74百万円の赤字）となり、前期に比し大幅な増

益となりました。 

 これに、特別損益を加減し、法人税・住民税及び事業税と法人税等調整額を控除した連結の当期純利益は、５億24百

万円（前年同期は１億16百万円の赤字）となり、前年同期に比し大幅に改善いたしました。 

(バルブ製品製造事業) 

 当連結会計年度におきましては、バルブ製造事業の売上高は33億８百万円（前年同期比22.2％増）となり、前年同期

に比し大幅に増加いたしました。これは特にバルブ製品の売上が増加したことによるもので、国内向けでは主に、原子

力・火力発電所向けの新成弁、取替弁などが増加いたしました。原子力発電所向けでは現在建設中の北海道電力泊発電

所３号向けが前期より順次出荷を開始しており、今後数年をかけ納品・売上の予定であります。 

 また、当連結会計年度はバルブ製品の輸出売上高が６億73百万円に達し、前年同期の２億79百万円から大幅に増加い

たしました。これは、ここ数年間低迷状況にあった国内市場を補完すべく、プラントメーカーとの密な協力関係を構築

し、積極的に海外案件の受注活動を展開してきた成果が実ってきたもので、当連結会計年度に大幅な増収とすることが

できました。 

 収益面では、国内向けバルブ製品、取替用部品につきましては利益を確保することができましたが、当期増収となり

ました輸出品につきましては、海外、特に欧州勢との厳しい価格競争の中にあって、現在のコストでは十分な利益を獲

得できる状況にはありません。しかし、特に工場操業維持・平準化に大きく寄与し、当期の業績改善へ貢献いたしまし

た。 

 これらの結果、バルブ製造事業の損益は、依然、営業損益ベースでの黒字化を果たせないながらも、１億11百万円の

赤字（前年同期は６億８百万円の赤字）となり、前年同期に比し大幅に改善いたしました。 

(バルブメンテナンス事業) 

 当連結会計年度のバルブメンテナンス事業部門におきましては、引き続き、国内電力各社を中心とした、原子力・火

力発電所のバルブメンテナンスを中心に事業展開を行なってまいりました。 

 国内電力業界におきましては、産業界からの世界的に見て高い水準にある電力料引き下げ要請と、電力の卸売・小売

自由化に代表される電力業界への競争原理導入による変革の波を受け、ここ数年来、発電コストの低減施策を強化して

おります。そして発電プラントの保守コストについても決して例外ではなく、当社企業グループのバルブメンテナンス

事業も極めて厳しい営業政策を強いられております。 



 このような環境のもと、従来より受注しております原子力発電所の定期点検工事の受注確保はもちろんのこと、当連

結会計年度におきましては、高付加価値なバルブメンテナンスサービスを提供するために、主蒸気安全弁吹出圧力自動

調整装置、電動弁自動診断装置といった、バルブメンテナンスの支援・診断機器を新たに導入し、予防保守によるプラ

ント維持コスト低減の提案を行うことで新たな需要掘り起しを行なってまいりました。 

 これらの結果、当連結会計年度の売上高は61億円（前年同期比3.2％増）と僅かながら増収となりました。 

 しかし損益面では、当連結会計年度に実施した基幹情報システム投資により大幅に減価償却費負担が増加したため、

原子力発電所の定期点検工事売上増加を果たすとともにコスト削減に努めましたが、営業利益は７億58百万円（前年同

期比 3.1％減）と減益となりました。 

(その他の事業) 

 その他の事業といたしましては、各種鋳鋼製品の製造、焼結金属製品（弱電・自動車・機械用部品等）の製造などを

行っております。 

 当社企業グループの生産するバルブのほとんどは、鋳鋼製圧力容器を採用した鋳鋼弁と呼ばれる分類に属します。バ

ルブにとって圧力容器部品は正に命であり、この最重要部品の製造を行なう子会社の事業が本セグメントの中心となっ

ています。 

 重厚長大の時代にあっては、建設機械、橋梁など、鋳鋼製品の需要は非常に旺盛なものがありましたが、ここ数年間

は、中国などへの転注、景気低迷による設備投資減少により、極めて低調な業績で推移してまいりました。 

 しかし、一昨年あたりからの、中国経済拡大に伴う中国国内の需要超過により、生産が国内に回帰することによって

徐々に業況は改善に向ってまいりました。そして、当連結会計年度には、国内景気回復の兆しとともに、設備投資が増

加基調に転じ、そこに既に業界の整理淘汰が一段落したことも加わり、鋳鋼業界は繁忙を極める状況に変わってまいり

ました。 

 その結果、当連結会計年度におきましては、前連結会計年度同様にまずまずの設備稼働率を達成することができ、売

上高は２年連続しての増収となる、16億38百万円（前年同期比11.5％増）となりました。 

 損益面では、生産量の増加による歩留まりの改善に加え、もう一つの課題である、品質向上問題にグループの総力を

挙げた支援体制をもって取り組んでまいりましたところ、その効果も現われ、当期の営業損益は59百万円の赤字（前年

同期は１億26百万円の赤字）となり、前年同期に比し損失額を半減することができました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度におきましては、グループ各社の余剰資金の効率的運用を図るべく、グループ・キャッシュ・マネー

ジメント・システム（G-CMS）を平成16年10月より導入し運用を開始いたしました。 

 これは、余剰資金を一旦当社に吸上げたのち、必要とする子会社に対し、都度最短期間の融資を行なうもので、子会

社にとりましては、外部借入に比し資金の底溜まりが無くなり、不必要な利息の支払いを免れることで個別業績の改善

につながり、当社企業グループ全体では、本資金を活用することで外部有利子負債を圧縮すると同時に、利息の外部流

出を抑え連結業績の改善につなげることができるものです。 

 当連結会計年度のキャッシュ・フローは、この G-CMSの効果により手持流動資金が圧縮され、現金及び現金同等物の

期末残高は８億11百万円（前年同期比55.3％減）となりました。 

 また、合計のキャッシュ・フローは、10億５百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は２億93百万円のキャッシュ・

アウト）となり、この詳細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  

 業績の回復により当期純利益が大幅に増加いたしましたが、年度末に売上が集中し、売上債権が12億32百万円増加し

たことにより、２億34百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は３億83百万円のキャッシュ・イン）となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 子会社において実施した、主に基幹電算システムの構築により、１億55百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は２

億80百万円のキャッシュ・アウト）となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

  G-CMSにより借入金の積極的な返済を実施した結果、６億16百万円の大幅なキャッシュ・アウト（前年同期は３億97

百万円のキャッシュ・アウト）となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．バルブメンテナンス事業については、事業の性格上生産実績の概念は馴染みませんので金額及び前年同期比

を記載しておりません。 

(2) 受注実績 

 当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％） 

バルブ製品製造事業 1,967,078 54.9 

バルブメンテナンス事業 － － 

その他の事業 1,130,493 △0.3 

合計 3,097,572 28.8 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

バルブ製品製造事業 3,276,518 76.9 2,877,681 59.4 

バルブメンテナンス事業 5,694,031 △12.2 1,180,705 △25.6 

その他の事業 1,247,813 △1.8 388,329 13.7 

合計 10,218,362 6.4 4,446,715 19.1 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％） 

バルブ製品製造事業 3,308,400 22.2 

バルブメンテナンス事業 6,100,728 3.2 

その他の事業 1,638,273 11.5 

消去又は全社 △1,541,436 △2.2 

合計 9,505,966 11.7 

相手先別 
前連結会計年度 当連結会計年度 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

三菱商事株式会社 4,946,857 58.1 5,139,318 54.1 



３【対処すべき課題】 

 ①バルブ製品製造事業 

（生産の平準化と海外案件の確保） 

 当社企業グループの製造するバルブは、主に国内原子力・火力発電所を中心にご採用いただいておりますが、将

来の国内電力設備投資動向は決して明るいものとは言えない状況にあります。 

 現在、原子力発電所は４基が建設中で、その後については着工準備中こそ十数基あるものの、いずれも平成20年

代の後半以降の運転開始が計画されており、首尾よく受注に結びついたとしても当社企業グループの業績に反映さ

れるのはかなり先のこととなります。 

 他方、発電量の６割を占め電力供給のもうひとつの柱である火力発電所につきましても、温室効果ガス削減問題

や燃料の安定供給問題などから大規模な増強計画は無く、むしろ既存発電所の廃止ばかりが目立つような状況で

す。 

 このように、縮小傾向にある国内市場で如何に競争に勝ち残り、受注を確保していくかはもちろん最重要課題と

して認識し取り組んでおりますが、従来、コスト競争でどうしても太刀打ちできない状況にあった海外市場に積極

的に進出し、ともすれば国内市場だけでは十分な工場操業を維持できない状況をヘッジしていく必要があると考え

ております。 

（中国案件の受注） 

 電力不足が深刻化する中国にあっては、発電所建設計画が目白押しの状況です。特に原子力発電所につきまして

は、炉の形式に PWR（加圧水型原子炉）の採用が決定しており、当社企業グループの日本国内における実績を武器

に受注獲得を目指す計画です。 

 当連結会計年度には、安全弁について、中国安全許可書（中国における当社製安全弁設置の認定許可書）の取得

を終え、既にいくつかの受注に成功しております。 

 今後ともさらに受注拡大を目指し精力的な受注活動を展開してまいります。 

（コストの低減） 

 当社企業グループが永年の経験により培ったノウハウを活かし、高度な生産技術によって製造されるバルブ製品

は、原子力発電所をはじめとした各種プラントの最重要部位に採用され、プラントの安全運転には不可欠なものと

して、ご採用いただきましたお客様から高い評価と信頼をいただいております。 

 しかし、一品一品をお客様の仕様に従い労働集約的に生産いたしますため、高い評価をいただきつつも、競札と

なった場合には、価格面で厳しい状況になる場合があることも事実であります。 

 世間一般に工業製品は『高品質＝高い』の図式が崩れ久しい感がありますが、バルブにおきましても決して例外

ではなく、リーズナブルな価格で高品質な製品をご提供することこそが、さらなる受注拡大と収益向上につながる

ものと考え、コスト低減を永遠の課題として取り組み、市場競争力の確保につなげてまいります。 

（技術の伝承） 

 メーカーが技術力を低下させることなく、いついかなる時も顧客のニーズに応じた製品を供給できる体制を維持

するためには、やはり安定した生産の維持こそが必要と考えます。そしてそこに収益がついてくることで、技術の

伝承も含め、すべてが好循環に働くものと考えます。 

 団塊の世代の退職を迎え、当社グループにおきましても、技術の伝承は大きな課題となっております。 

 高温高圧バルブは金属どうしの面接触により、液体・気体といった流体の流れを調整するという、特殊な機能を

有しております。また安全弁は、圧力容器に取り付けられ、バネの力によってのみ圧力容器の内圧を放出し、内圧

が規定値まで低下した段階で放出を停止するという完全自己完結型の非常に優れた製品です。これにより圧力容器

は崩壊を免れるとともに、過度の内圧放出によるプラントの運転効率低下を防ぐことが可能となります。 

 そしてこれらを実現するためには、極めて高い流体制御に対する知見と製品加工技術が要求され、技術伝承無く

しては製造を継続し得ないものとなっております。 

（新製品の開発） 

 かつての強い規制下にあった電力業界におきましては、実績の無い製品の採用には多くの困難があり、当社企業

グループのＲ＆Ｄ活動にもそれが制約となる場合がありました。 

 しかし、昨今の電力自由化、規制緩和の中にあっては、安全が確保されているならば、新しく実績の無い物であ

っても採用機会は増大し、新製品の開発・投入の気運は高まっております。 

 当社企業グループはこれまでにも、新型バルブ、バルブメンテナンス機器、バルブメンテナンスの新工法などを

市場に投入してまいりましたが、将来の製品の柱となり得るような新製品の開発が急務と考えております。 



 ②バルブメンテナンス事業 

（バルブメンテナンス事業の収益拡大） 

 当社企業グループにおきましては、バルブメンテナンス事業は安定収益部門としてグループの基盤を支える事業

と位置付けております。 

 当社企業グループのバルブメンテナンスは、高度なバルブ製造技術に裏打ちされた技術力と対応力に高い評価を

いただいております。常に、バルブ製造技術をバルブメンテンスの現場に活かすことでメンテナンス技術の維持・

開発・改良に努めております。 

 国内の発電所建設が低迷している現在、国内バルブメーカーはどこもバルブメンテナンスに注力しており、限ら

れた市場を巡り益々競争は激化しております。そのような中、特に原子力発電所の定期検査工事は、工期・予算共

に年々厳しくなっておりますが、確実に受注し、如何にコスト低減を図り収益拡大に繋げていくかは重大な課題と

なっております。 

 また同時に、バルブ診断装置などを用いた予防保守工事の提案により市場そのものの拡大を図るなど、新しい高

付加価値型サービスの拡充も重要課題と考えております。 

（バルブ製造事業との綿密な協力体制） 

 当然のことではありますが、バルブを納品すればバルブメンテナンスの可能性が発生し、バルブメンテナンスが

受注できればそこに取替え部品などの需要が生まれます。バルブ製造部門とバルブメンテナンス部門の営業・技術

が一体となって、エンジニアリング・セールスを展開することで、受注機会は更に拡大するものと考えらます。そ

のためには、より顧客・地域に密着した営業活動が不可欠であり、前期より『小さな本社』を合言葉に、全国の各

メンテナンス拠点に営業担当を配置し、顧客のニーズをタイムリーにつかむと同時に、それに対する提案を素早く

実施していくことで新規需要の掘り起こしを行い、収益力強化を実現してまいりました。今後もこの体制をさらに

強化し、受注拡大、収益拡大を目指してまいります。 

 ③その他の事業 

（抜本的な収益改善） 

 当社企業グループが生産するバルブは、主として鋳鋼バルブと呼ばれる種類に分類されますが、その主要部品で

ある鋳鋼製品を生産する子会社の業績がここ数年低迷しており、当社企業グループ全体の収益状況に少なからず影

響を与えてまいりました。 

 同社のグループに対する内部売上高は、長引くバルブ製品の需要低迷の影響もあって、同社売上高全体の約十数

パーセントにすぎず、主たる販売先は、各種重機メーカー、プラントメーカーなどであるため、鋳鋼製造部門自体

はその他の事業部門として分類しております。 

 これまで鋳鋼業界は、長引く不況による設備投資落ち込みの影響をまともに受け、極めて厳しい状況で推移して

まいりました。そしてこの間、業界の整理淘汰は進み、同社におきましてもまさに生き残りの戦略を続けてきたと

ころですが、ここにきて、中国における設備投資拡大の影響を受け、受注・販売ともに回復・拡大基調となってま

いりました。 

 当社企業グループにおきましても、これをてこにして更なる改善活動に努め、大幅な業績改善を目指してまいり

ます。 



４【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末に

おいて判断したものであります。 

(1) 製品、メンテナンス上の瑕疵などに起因する事故等の発生による影響 

当社企業グループの製品は、原子力発電所をはじめとした、各種産業用プラントの重要部位で採用されているた

め、その製品の製造上の欠陥及び当社が行ったメンテナンスの不具合等により、動作不良が発生し本来の機能を果た

せない場合、重大な事故につながる可能性があります。 

 そして万が一そのような事故が発生した場合、その対策等によって、当社企業グループの業績に重大な影響を及ぼ

す可能性があります。 

(2) 電力事業の規制緩和による影響 

当社企業グループの主要顧客は、関西電力をはじめとした国内電力事業者でありますが、ここ数年の小売電力の自

由化に係る規制緩和により、一般電気事業者（東京電力をはじめとした国内の十電力会社）以外の発電設備保有者

（企業の自家発電設備等）や、その発電設備保有者から余剰電力を集め販売するＰＰＳ（特定電気事業者）が認可さ

れ、中規模程度の商業施設、官公庁、病院などに独自で電力を小売することができるようになりました。 

 この影響により、従来の一般電気事業者の発電所設備維持コスト削減の動きは今後さらに強まるものと予想され、

これは当社企業グループのバルブ製品の販売価格及びメンテンナンス価格などを通じ、当社企業グループの業績に重

大な影響をもたらす可能性があります。 

(3) 技術革新による影響 

すでに数十年来、発電所において発電した電力を、送電線を介し需要家に供給する体制が続いておりますが、現在

盛んに研究が進んでおります、燃料電池やマイクロガスタービンといった局所発電を可能とする技術が実用化の段階

を迎えつつあり、今後、従来の一括発電⇒送電といった図式が崩れていく可能性があります。 

 現在、小売電力の自由化の中でも、従来の一般電気事業者はバックアップ電力としての重大な役割を担いますが、

こういった電力供給構造そのものの変化が今後の電力設備投資計画にどう影響していくかにより、今後の当社企業グ

ループの業績に重大な影響をもたらす可能性もあります。 

(4) 主要材料を特定の供給源に依存している影響 

当社企業グループは、主要素材に鋳鋼を使用する鋳鋼製バルブを主に製造しておりますが、現在、この鋳鋼部品の

生産を子会社の㈱高田製鋼所がすべて行っております。 

 この結果、万が一、同社が火災や天災及び不可抗力の事象により操業停止に至るような事態となった場合には、材

料の調達に大きな影響が発生し、それによる機会損失の発生や納期遅延など当社企業グループの業績に重大な影響を

もたらす可能性があります。 

(5) 環境規制の強化による影響 

当社企業グループの主要顧客は国内の原子力・火力発電所ですが、これら主要顧客の多くは、今後具体化していく

温室効果ガス削減目標の達成に際し重大な役割を担う業種及び事業者であります。よって、今後、削減目標が具体化

された後は、自社での排出削減のみならず、環境対策に積極的な取引先からの資材調達、いわゆるグリーン調達など

が強力に実施される可能性があります。 

 現在、当社企業グループはISO14000認証を取得しておりませんので、今後、事業展開の上からも認証取得が必要と

なる可能性がありますが、取得に要する費用などの発生や、また、取得の時期や成否などによっては受注機会を失う

など当社企業グループの業績に影響をもたらす可能性があります。 

(6) 新規発電設備の停滞による影響 

当社企業グループの主要顧客である国内電力事業者においては、電力需要の低迷による建設計画の見直しにより、

現在は、原子力発電所については、建設中が３基、建設準備中が４基、計画中が８基という状況となっており、計画

中の８基については、早いもので着工が平成20年度、遅いものでは平成23年度となっております。 

 またさらに、これら建設準備中と計画中の計12基の原子力発電所を炉の型式から見ると、当社が得意としておりま

す PWR（加圧水型原子炉）を採用するものは、建設準備中に２基あるにすぎず、残りはすべて BWR（沸騰水型原子

炉）となっております。 

 このように、原子力発電所新設の動きは少なく長期に亘るとともに、計画どおりこれらの原子力発電所建設が進捗

したとしても、 BWRが主であることから受注可能性については予断を許さず、当社企業グループの業績に重大な影響

をもたらす可能性があります。 



(7) 退職年金制度の変更による影響 

当社企業グループにおいては適格退職年金制度を採用しておりますが、確定給付企業年金法の平成14年４月からの

施行をうけ、一部の子会社において、退職金制度の変更を検討しております。これにより、当該子会社で適格年金制

度の終了に伴ない、現在10年間で均等額を費用化しております会計基準変更時差異について、移行年度においてその

一部を一時認識する必要が生じ、当社企業グループの業績に重大な影響をもたらす可能性があります。 

(8) 特定の分野に対する取引の依存 

当社企業グループのバルブメンテナンス事業の売上は、国内原子力発電所向けが約70％を占めております。そのた

め原子力発電所において事故等が発生し運転が停止され、その停止期間が長期に亘るような場合においては、概ね12

ヶ月間隔で実施される定期検査をはじめとした各種メンテナンス計画が順延されることとなります。また、その事故

等の原因・内容如何によりましては、他の原子力発電所においても運転を停止し点検を行う事態となる場合もあり、

そういった場合、当社企業グループの業績に重大な影響をもたらす可能性があります。 

 (9) 固定資産の減損に係る会計基準の適用による影響 

当社企業グループにおいては、固定資産の減損に係る会計基準の早期適用はしておりません。強制適用となる平成

18年９月30日終了事業年度より実施いたしますが、その結果によりましては、当社企業グループの財政状況及び業績

に重大な影響をもたらす可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

 業務提携受入契約 

６【研究開発活動】 

 当社企業グループの研究開発活動は、グループ各社間のシナジー効果を最大限に求めるべく「グループ大」を合

言葉に、急進する技術革新や多様化する市場ニーズの変化に対処し、かつ、各需要先のニーズに即応するため、製

品の集約・集中により工場操業度の平準化を行って、高品質・低価格で短納期に対応できる新製品の開発、新技術

の活用による高付加価値なメンテナンスサービスの提供等の研究開発に積極的に取組んでおります。 

 また、各子会社独自の研究開発活動のほかに、当社が中心となりバルブの新製品の開発からメンテナンスサービ

ス等に亘る総合的な研究開発活動となる案件の評価及び決定等を行い、そのテーマに関連する各子会社により研究

開発を実施し、その過程で得られた新知見などについてグループ共有の資産として当社で管理するグループ研究開

発制度を採用しております。 

 当連結会計年度における主な研究開発の成果は次のとおりであります。 

(バルブ製品製造事業) 

１．高圧安全弁用弁体の新技術適用による加工技術開発 

２．高圧小口径弁の高付加価値化技術研究 

３．C12A（ 9Cr-1Mo-V鋼）の鋳鋼素材に関する品質向上技術開発 

(バルブメンテナンス事業) 

１．チルチング逆止弁のシール機能向上メンテナンス技術開発 

２．電力会社の保全管理システムに対応させたTACS診断ソフトの開発 

３．C12A（ 9Cr-1Mo-V鋼）納入弁の弁座交換メンテナンス技術開発  

なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は23,618千円となっております。 

契約会社名 相手先 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

東亜バルブ㈱ 
アルカ・レーグ

ラー社 
ドイツ コントロール弁 

日本国内における販売・メ

ンテナンス権の許諾、共同

開発の締結 

平成13年９月１日から 

平成18年８月31日まで 

東亜バルブ㈱ ドレモ社 ドイツ 弁駆動装置 
日本国内における販売・メ

ンテナンス権の許諾 

平成17年11月25日から 

平成18年11月24日まで 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態 

（資産の部） 

当連結会計年度末の資産の部の合計は93億65百万円で前期比 6.1％増となり、内訳は、流動資産は増加し、固定資

産は減少いたしました。 

 流動資産では、当連結会計年度よりグループ・キャッシュ・マネージメント・システム（G-CMS）を導入し当社企

業グループ内の余剰資金を有効活用した結果、当連結会計年度期末の現金及び預金が大幅に減少いたしましたが、期

末に売上が集中したため受取手形及び売掛金が大幅に増加するとともに、特に仕掛品を中心としたたな卸資産が増加

した結果、流動資産総額では前期比11.1％増の57億78百万円となりました。 

 固定資産は35億87百万円で 1.1％の減少となりました。これは、有形固定資産の減価償却によるもののほか、当連

結会計年度において子会社で実施した土地・建物の売却によるものです。 

（負債の部） 

当連結会計年度末の負債の部の合計は42億36百万円で前期比0.6％減となりました。これは、G-CMSの導入により積

極的に外部借入金の圧縮を図った結果、短期借入金、長期借入金がともに減少いたしましたが、連結課税所得の発生

により法人税等の納税が発生し未払法人税等が増加したことなどによるものです。 

（資本の部） 

当連結会計年度の利益の計上による利益剰余金の増加のほか、株式市場における株価上昇に伴ない当社企業グルー

プの保有する投資有価証券にも含み益が発生したため、その他有価証券評価差額金を計上した結果、51億29百万円で

前期比12.3％増となりました。 

(2) 経営成績 

当連結会計年度の経営成績並びにセグメント別の経営成績につきましては、第２ 事業の状況 １ 業績等の概要

(1) 業績 に記載しております。 

(3) キャッシュ・フローの分析 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2) キャッ

シュ・フローの分析 に記載しております。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度の設備投資については、連結子会社東亜バルブ㈱および東亜エンジニアリング㈱において前連結会

計年度より実施している基幹情報システム関連に１億60百万円追加投資を実施いたしました。 

 また、連結子会社東亜エンジニアリング㈱においてバルブメンテナンス工事の高付加価値化による受注拡大を目指

し、電動弁自動診断装置、主蒸気安全弁吹出圧力自動調整装置といった高度なバルブメンテナンス機器に１億21百万

円の設備投資を行いました。 

 これらを主とし、当社企業グループ全体の設備投資総額は３億89百万円となりました。 

 なお、事業の種類別セグメントごとの設備投資の内訳は、次のとおりであります。 

２【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

 主要なものはないため、記載を省略しております。 

(2) 国内子会社 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品の合計額であります。なお、金額には消費税等を含んでお

りません。 

２．提出会社は、東亜バルブ㈱（国内子会社）より本社事務所（407.5㎡）を賃借しております。 

３．上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。 

(3) 在外子会社 

 主要なものはないため、記載を省略しております。 

  (当連結会計年度) (前年同期比)

バルブ製品製造事業 81,838 千円 4.3 ％ 

バルブメンテナンス事業 258,873 〃 △48.1  

その他の事業 27,139 〃 9.3  

全社・共通 22,000 〃 67.0  

合計 389,852 〃 △36.6  

  平成17年９月30日現在

会社名 
（事業所名） 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（単位：千円） 
従業員数
（名） 建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

東亜バルブ株式会社 

（本社工場） 

（兵庫県尼崎市） 

バルブ製品製造 生産設備等 383,949 198,794 
62,871 

(28,132.3)
32,526 678,143 153 

東亜エンジニアリング株

式会社 

（本社及び倉庫） 

（兵庫県尼崎市） 

バルブメンテナ

ンス 

メンテナンス管

理施設等 
3,681 142,060 

－ 

(   －)
73,148 218,890 38 

東亜エンジニアリング株

式会社 

（福島出張所等） 

（福島県双葉郡他） 

バルブメンテナ

ンス 

メンテナンス事

務所及び倉庫等 
32,952 77,354 

212,985 

(3,095.7)
5,595 328,889 61 

株式会社高田製鋼所 

（本社工場） 

（三重県伊賀市） 

その他 生産設備等 511,880 113,833 
467,726 

(24,909.3)
16,750 1,110,191 75 

会社名 
（事業所名） 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 台数 リース期間 
年間リース料 
（千円） 

リース契約残
高（千円） 

東亜バルブ株式会社 

（本社工場） 

（兵庫県尼崎市） 

バルブ製品製造 

バルブメンテナ

ンス 

ＥＤＰの    

基幹システム 

（リース） 

一式 ５年間 83,223 227,956 



３【設備の新設、除却等の計画】 

当社企業グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して、設備計画を連結

会社各社が個別に策定し、重要な計画等に際しては、当社が中心となりグループとしての最適化等を中心に調整を図

っております。なお、当連結会計年度末における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。 

(1) 重要な設備の新設等 

(注)上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2) 重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

会社名 
（事業所名） 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達方
法 

着手及び完成予定年月日 
完成後の増加能
力 総額 

（千円） 
既支払額 
（千円） 

着手 完了 

東亜バルブ株式会社 

 （本社工場） 

 （兵庫県尼崎市） 

バルブ製品製造  

バルブ 

メンテナンス  

横型マシニング 

 センター 
99,000 － 銀行借入金 

 平成17年 

 ５月 

 平成18年 

 ３月 

合理化を図るこ

とを目的とした

ものであり、生

産能力の増加は

ありません。  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2) 【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

注）商法第 289条第２項の規定に基づき、資本準備金を減少し、資本金及び資本準備金減少差益へ振替えたものであり

ます。 

(4) 【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式 75.22株は「個人その他」の欄に75株、「端株の状況」の欄に0.22株含まれております。 

２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が42株含まれております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 100,400 

計 100,400 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成17年12月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 23,000 23,000 

東京証券取引所 

市場第二部 

 完全議決権株式

であり、権利内容

に何ら限定のない

当社における標準

となる株式であり

ます。 

大阪証券取引所 

市場第二部 

計 23,000 23,000 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成14年10月１日～ 

平成15年９月30日 

  

－ 

  

23,000 

  

－ 

  

1,290,000 

注） 

△2,486,191 

  

322,500 

  平成17年９月30日現在

区分 

株式の状況 
端株の状
況 
（株） 

政府及び
地方公共
団体 

金融機関 証券会社 その他の法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数

（人） 
－ 7 19 40 7 － 2,657 2,730 － 

所有株式数

（株） 
－ 2,246 239 5,684 2,519 － 12,236 22,924 76 

所有株式数

の割合

（％） 

－ 9.80 1.04 24.79 10.99 － 53.38 100.00 － 



(5) 【大株主の状況】 

（注）１．前事業年度末現在主要株主でなかったバンクオブニューヨークジーシーエムクライアントアカウンツイーアイ

エスジーは、当事業年度末では主要株主となっております。  

   ２．三菱信託銀行株式会社は、平成17年10月１日付けで三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社となっております。 

(6) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が42株含まれております。 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目６－３ 3,022.00 13.14 

バンクオブニューヨークジーシーエムク

ライアントアカウンツイーアイエスジー 

（常任代理人 株式会社東京三菱銀行） 

133 Fleet Street London EC4A 2BB，

United Kingdom 

（東京都千代田区丸の内二丁目７－１）

2,396.00 10.42 

西華産業株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３－１ 1,136.74 4.94 

三菱重工業株式会社 東京都港区港南二丁目16－５ 896.24 3.90 

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７－１ 680.00 2.96 

三菱信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４－５ 665.00 2.89 

ＴＯＡ取引先持株会 兵庫県尼崎市西立花町五丁目12－１ 555.00 2.41 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 415.00 1.80 

トウアバルブグループ従業員持株会 兵庫県尼崎市西立花町五丁目12－１ 378.42 1.65 

太田 光彦 
神戸市東灘区向洋町中一丁目１－ 141

－ 425 
280.02 1.22 

計 － 10,424.42 45.32 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － －   

議決権制限株式（自己株式等） － －   

議決権制限株式（その他） － －   

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式   75 
－ 

権利内容に何ら限定のない当社におけ

る標準となる株式であります。 

完全議決権株式（その他） 普通株式  22,849 22,807 同上 

端株 普通株式   76 － 同上 

発行済株式総数       23,000 －   

総株主の議決権 － 22,807   



②【自己株式等】 

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

（自己保有株式） 

株式会社トウアバ

ルブグループ本社 

兵庫県尼崎市西立花町

５-12-１ 
75 － 75 0.33 

計 － 75 － 75 0.33 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類】 普通株式 

イ【定時総会決議による買受けの状況】 

 該当事項はありません。 

ロ【子会社からの買受けの状況】 

 該当事項はありません。 

ハ【取締役会決議による買受けの状況】 

      該当事項はありません。 

ニ【取得自己株式の処理状況】 

  該当事項はありません。 

ホ【自己株式の所有状況】 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

(2) 【資本の減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

  平成17年12月22日現在

区分 株式数（株） 

保有自己株式数 60 



３【配当政策】 

 利益配分にあたっては経営の基本方針の下、最大限の利益を生み出し安定した株主配当を継続して実施することを

基本とし、持株会社としての特性上、グループの連結業績に基づき決定することといたしております。 

 当期の配当につきましては、グループの業績状況や内部留保の充実などを総合的に勘案し、１株につき 3,000円の

配当を実施することを決定しました。この結果、当期の配当性向は55.0％となりました。 

 また、内部留保資金につきましては、高品質で低価格なバルブの製造・開発及び新たなメンテナンス技術の提供・

開発のための設備投資及び研究開発活動等に充当していくこととしております。 

４【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 

最高（円） 106,000 77,000 92,000 220,000 372,000 

最低（円） 66,500 50,200 34,000 76,000 170,000 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 224,000 372,000 303,000 317,000 310,000 340,000 

最低（円） 202,000 211,000 268,000 273,000 260,000 286,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役社長 

(代表取締役) 
  佐々木 篤 昭和17年４月10日 

昭和41年３月 三菱商事㈱入社 

平成８年７月 同社参与関西支社副支社長      

兼電力システム部長 

平成９年12月 東亜バルブ㈱監査役就任 

平成10年12月 同社取締役就任 

平成11年12月 東亜エンジニアリング㈱取締役就任 

平成11年12月 東亜バルブ㈱代表取締役社長就任（現） 

平成12年３月 当社代表取締役社長就任（現） 

平成12年12月 東亜エンジニアリング㈱       

代表取締役社長就任 

平成14年10月 トウアバルブオーバーシーズ 

PTE.LTD.代表取締役社長就任 

平成15年４月 ㈱高田製鋼所代表取締役社長就任 

平成15年10月 トウアバルブオーバーシーズ 

PTE.LTD.取締役 

平成16年６月 同社代表取締役社長就任 

平成16年12月 東亜エンジニアリング㈱取締役 

平成17年12月 同社代表取締役社長就任（現）  

41.00 

常務取締役   真鍋 吉久 昭和23年８月20日 

昭和46年３月 東亜バルブ㈱入社 

平成14年４月 同社参与技術部長 

平成14年12月 同社取締役就任 技術部長 

平成14年12月 当社取締役就任 

平成17年１月 東亜バルブ㈱取締役（現） 

平成17年12月 トウアサービス㈱取締役就任（現）  

平成17年12月 ㈱高田製鋼所取締役就任（現）  

平成17年12月 東亜エンジニアリング㈱取締役就任

（現）  

平成17年12月 当社常務取締役就任（現）  

8.00 

常務取締役   小松 正信 昭和19年11月28日 

昭和42年３月 東亜バルブ㈱入社 

平成15年10月 同社総務部付（役員待遇） 

平成15年10月 トウアサービス㈱代表取締役社長就任 

平成16年４月 同社取締役 

平成16年４月 東亜エンジニアリング㈱       

取締役就任 営業部長 

平成16年６月 トウアバルブオーバーシーズ 

PTE.LTD.取締役就任 

平成16年12月 東亜エンジニアリング㈱       

代表取締役社長就任 

平成16年12月 トウアバルブオーバーシーズ 

PTE.LTD.代表取締役社長就任 

平成16年12月 当社取締役就任 

平成17年12月 東亜エンジニアリング㈱取締役（現）  

平成17年12月 トウアバルブオーバーシーズ 

PTE.LTD.取締役（現） 

平成17年12月 ㈱高田製鋼所代表取締役社長就任（現） 

平成17年12月 当社常務取締役就任（現）  

21.00 

取締役 総務統括部長  松尾 修 昭和25年12月５日 

昭和44年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱東京三菱銀行）入社 

平成12年12月 同社都島支社長兼支店長 

平成14年10月 当社顧問就任 

平成15年４月 東亜バルブ㈱取締役就任（現） 

平成15年６月 東亜エンジニアリング㈱取締役就任

（現） 

平成15年６月 トウアバルブオーバーシーズ 

PTE.LTD.取締役就任 

平成15年12月 当社取締役就任 

平成17年10月 当社取締役 総務統括部長（現） 

平成17年12月 トウアバルブオーバーシーズ 

PTE.LTD.代表取締役社長就任（現） 

6.00 

 



（注）１．取締役永井康雄は、商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役であります。 

２．監査役岡善清及び片山善朗は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に定める社外監査役でありま

す。 

 ３．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。 

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役   坂田 一夫 昭和27年４月21日 

昭和50年４月 東亜バルブ㈱入社 

平成14年９月 同社参与営業部長兼東京支社長 

平成15年10月 同社取締役就任 

営業部長兼東京支社長（現） 

平成16年４月 トウアサービス㈱ 

代表取締役社長就任（現） 

平成16年12月 当社取締役就任（現） 

13.00 

取締役   永井 康雄 昭和27年２月５日 

昭和52年４月 三菱商事㈱入社 

平成15年４月 同社重電機ユニットマネージャー（現） 

平成15年12月 当社取締役就任（現） 

－ 

常勤監査役   岡 善清 昭和23年５月20日 

昭和47年４月 三菱信託銀行㈱（現 三菱ＵＦＪ信託銀

行㈱）入社 

平成12年10月 同社仙台支店長 

平成14年６月 進和ビル㈱常務取締役就任 

平成15年12月 東亜バルブ㈱監査役就任（現） 

平成15年12月 東亜エンジニアリング㈱監査役就任

（現） 

平成15年12月 当社監査役就任（現） 

1.00 

監査役   平山 哲夫 昭和22年１月18日 

昭和40年３月 東亜バルブ㈱入社 

平成13年１月 同社メンテナンス部長 

平成14年12月 東亜エンジニアリング㈱取締役就任 

 第２メンテナンス部長 

平成15年６月 トウアバルブオーバーシーズ 

PTE.LTD.取締役就任 

平成15年７月 東亜エンジニアリング㈱取締役    

メンテナンス事業部 副事業部長 

平成15年10月 同社監査役就任（現） 

平成15年12月 当社監査役就任（現） 

10.00 

監査役   犬山 重弘 昭和21年３月21日 

昭和39年４月 西華産業㈱入社 

平成15年４月 同社大阪支社長代理兼 

プラント環境部長 

平成17年４月 東亜バルブ㈱営業部付部長 

平成17年４月 トウアサービス㈱営業グループ付部長 

平成17年12月 同社監査役就任（現） 

平成17年12月 ㈱高田製鋼所監査役就任（現） 

平成17年12月 東亜バルブ㈱監査役就任（現） 

平成17年12月 当社監査役就任（現） 

－ 

監査役   片山 善朗 昭和23年２月23日 

昭和46年４月 三菱商事㈱入社 

平成15年４月 同社執行役員重電機本部長（現） 

平成15年12月 当社監査役就任（現） 

－ 

        計 100.00 

氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株） 

 吉村  修 昭和12年９月22日生 

 昭和38年４月  弁護士登録 

 昭和38年４月  吉川法律事務所（現 きっかわ 

         法律事務所）入所（現）  

2.75 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は純粋持株会社として、子会社の業務執行状況をいかに適格且つ迅速に把握し、その意思決定がグループ全体

の利益を最大化させるものであるか、その決定は企業グループの理念に沿ったものであるか、コンプライアンスは確

保されているかなどを基準とし、監視・指導を行っております。 

 上場会社としての社会性を損なうことの無い様、コーポレート・ガバナンスの充実に努めることを最重要課題とし

て位置付け、取り組んでおります。 

 なお、取締役会・監査役会の構成人数につきましては、平成17年９月30日現在の状況であります。 

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

 ①取締役会 

  経営の最高意思決定機関として持株会社の当社取締役会があり、取締役会は７名で構成され、うち１名が社外取

締役として商法第 188条第２項第７号ノ２に定める要件を満たしております。 

 社外取締役を除く取締役６名は子会社の取締役を兼務し、日常的に子会社の経営意思決定に参画できる体制とす

ることで、グループの経営方針等が業務執行部門である子会社において確実に実行されるような体制としておりま

す。 

 取締役会は月例開催日を設定しておりますが、各子会社の取締役会での決定事項の報告を受けるため子会社の取

締役会と合同で開催するなど、重要事案に対し適格且つ迅速な意思決定を可能とするために機動的な対応を図って

おります。 

②監査役会 

  監査体制につきましては監査役制度を採用しており、監査役会は現在４名により構成され、うち３名が株式会社

の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に定める社外監査役であります。 

 監査役は１名を除き当社の取締役同様、各子会社の監査役を兼任し、各重要会議への出席、重要書類の閲覧など

により子会社の業務執行状況ならびに財産の状態を網羅的に監査する体制を敷いております。 

③内部統制の仕組み 

監査役による定期的な監査と、各子会社において品質管理部門による業務監査が実施されております。これに加え

当連結会計年度におきまして、社長直轄の内部監査室を当社に設置いたしました。 

④会計監査の状況 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。 

   ※継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。 

   また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名及び会計士補６名であります。  

⑤社外取締役及び社外監査役との関係 

当社の社外取締役１名及び社外監査役３名は、当社と取引関係等の利害関係はありません。 

なお、社外取締役永井康雄氏は三菱商事㈱の重電機ユニットマネージャーであり、社外監査役片山善朗氏は三菱商

事㈱の執行役員重電機本部長であり、同社は当社と営業取引関係及び出資関係があります。 

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 

指定社員 業務執行社員 中山紀昭 監査法人トーマツ 

指定社員 業務執行社員 辻内 章 監査法人トーマツ 



(2) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近の一年間における状況 

リスクマネジメントとコンプライアンスの確保を総合的且つ強力に推進するため、社長を委員長とする「グループ

コンプライアンス委員会」を前連結会計年度において設置し、当連結会計年度は、推進責任者である当社取締役総務

統括部長を中心に、各子会社の総務担当管理職からなる推進委員を組織し、活動を進めてまいりました。 

 具体的には「トウアバルブグループ役職員行動指針」に基づき、トウアバルブグループ役職員行動規範カードを作

成し、グループ全社員にこれを常時携帯させることで、コンプライアンス意識の徹底を図るとともに、株式公開企業

の一員としての高い倫理観をもって日常の行動にあたるよう指導しております。 

 また、さらなるコンプライアンス体制充実のために、報告相談窓口を新たに開設し、運用を開始いたしました。 

 内部統制につきましては、当連結会計年度において内部監査室と情報開示委員会を設置いたしました。 

 内部監査室におきましては、現在、当社企業グループ各社の関係各部門長を参集し、グループにおける最適な内部

統制のあり方の議論を進めるとともに、各部門における業務マニュアル及びチェックリスト作成作業を並行して進め

ております。 

(3) 役員報酬の内容 

当連結会計年度において、当社企業グループの取締役及び監査役に対して支払った役員報酬は以下の通りでありま

す。 

取締役に支払した金額  115,419千円 

監査役に支払した金額  39,000千円 

(4) 監査報酬の内容 

当社が監査法人トーマツと締結した公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬は15,700千円であり、

それ以外の業務に基づく報酬はありません。 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「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16年１月30

日 内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用しております。  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「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16年１月30

日 内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用しております。  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成15年10月１日から平成16年９月30日ま

で）及び前事業年度（平成15年10月１日から平成16年９月30日まで）並びに当連結会計年度（平成16年10月１日から

平成17年９月30日まで）及び当事業年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）の連結財務諸表及び財務諸

表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

    
前連結会計年度 

（平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１．現金及び預金     1,826,847     801,565   

２．受取手形及び売掛金     1,853,108     3,086,034   

３．有価証券     10,009     10,010   

４．たな卸資産     1,365,253     1,685,521   

５．繰延税金資産     83,370     142,466   

６．その他     62,246     52,707   

流動資産合計     5,200,836 58.9   5,778,305 61.7 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産 ※1,2             

(1) 建物及び構築物     1,093,242     974,503   

(2) 機械装置及び運搬具     450,747     535,431   

(3) 土地     876,584     743,584   

(4) その他     205,092     185,362   

有形固定資産合計     2,625,666 29.7   2,438,882 26.1 

２．無形固定資産     388,415 4.4   443,337 4.7 

３．投資その他の資産               

(1) 投資有価証券     423,577     630,903   

(2) 繰延税金資産     112,301     29   

(3) その他     129,319     125,533   

貸倒引当金     △51,160     △51,567   

投資その他の資産合計     614,038 7.0   704,899 7.5 

固定資産合計     3,628,120 41.1   3,587,119 38.3 

資産合計     8,828,957 100.0   9,365,424 100.0 

                

 



    
前連結会計年度 

（平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１．支払手形及び買掛金     1,013,987     1,034,026   

２．短期借入金 ※2,5   1,754,626     1,478,816   

３．未払法人税等     13,750     163,298   

４．その他     574,787     703,735   

流動負債合計     3,357,150 38.0   3,379,876 36.1 

Ⅱ 固定負債               

１．長期借入金 ※２   454,116     195,300   

２．繰延税金負債     22,617     81,485   

３．退職給付引当金     361,900     495,541   

４．役員退職慰労引当金     64,620     81,290   

５．その他     849     2,890   

固定負債合計     904,102 10.3   856,507 9.1 

負債合計     4,261,253 48.3   4,236,384 45.2 

                

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※６   1,290,000 14.6   1,290,000 13.8 

Ⅱ 資本剰余金     1,574,026 17.8   1,574,026 16.8 

Ⅲ 利益剰余金     1,661,994 18.8   2,105,083 22.5 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     42,435 0.5   172,624 1.8 

Ⅴ 為替換算調整勘定     △170 △0.0   550 0.0 

Ⅵ 自己株式 ※４   △581 △0.0   △13,244 △0.1 

資本合計     4,567,704 51.7   5,129,040 54.8 

負債・資本合計     8,828,957 100.0   9,365,424 100.0 

                



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 百分比 
（％） 

金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  8,512,258 100.0 9,505,966 100.0 

Ⅱ 売上原価  6,714,791 78.9 6,856,447 72.1

売上総利益  1,797,467 21.1 2,649,518 27.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．販売手数料  222,502 237,619   

２．荷造及び運搬費  51,748 54,471   

３．役員報酬  165,024 154,419   

４．給与及び諸手当  649,675 645,603   

５．退職給付費用  134,672 110,972   

６．役員退職慰労引当金繰入額  23,260 24,150   

７．福利費  89,194 89,581   

８．旅費交通費  68,823 64,469   

９．交際費  24,473 26,679   

10．地代家賃  45,303 50,457   

11．雑費 ※１ 359,364 1,834,042 21.5 430,985 1,889,409 19.9

営業利益又は営業損失（△）  △36,575 △0.4 760,109 8.0

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  247 237   

２．受取配当金  5,815 6,381   

３．受取家賃  5,188 5,182   

４．消耗品売却収入  1,508 －   

５．作業屑等売却収入  － 7,997   

６．雑収入  8,991 21,751 0.2 5,703 25,502 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  44,742 33,272   

２．貸倒引当金繰入額  112 733   

３．雑損失  14,704 59,559 0.7 5,635 39,642 0.4

経常利益又は経常損失（△）  △74,382 △0.9 745,968 7.8

Ⅵ 特別利益    

１．退職給付引当金戻入益 ※２ 296,514 －   

２．投資有価証券売却益  － 296,514 3.5 13,499 13,499 0.2

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産評価損 ※３ 273,700 －   

２．固定資産処分損 ※４ 5,330 6,318   

３．投資有価証券売却損   69 279,100 3.3 － 6,318 0.1

税金等調整前当期純利益又は
純損失（△） 

 △56,968 △0.7 753,149 7.9

法人税、住民税及び事業税  65,003 205,725   

法人税等調整額  △5,054 59,948 0.7 22,694 228,420 2.4

当期純利益又は純損失（△）  △116,917 △1.4 524,729 5.5

     



③【連結剰余金計算書】 

    

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     1,574,026   1,574,026 

Ⅱ 資本剰余金期末残高     1,574,026   1,574,026 

            

（利益剰余金の部）           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     1,865,357   1,661,994 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

当期純利益   － － 524,729 524,729 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

１．当期純損失   116,917   －   

２．配当金   68,969   68,969   

３．役員賞与   17,477 203,363 12,670 81,639 

Ⅳ 利益剰余金期末残高     1,661,994   2,105,083 

            



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 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又は当期

純損失（△） 
  △56,968 753,149 

減価償却費   191,788 297,244 

貸倒引当金の増加額   89 406 

未払賞与の減少額   △14,926 △11,786 

退職給付引当金の増加額（△減少

額） 
  △161,640 133,641 

役員退職慰労引当金の増加額（△

減少額） 
  △48,150 16,670 

受取利息及び受取配当金   △6,063 △6,618 

支払利息   44,742 33,272 

投資有価証券売却益   － △13,499 

固定資産処分損   5,330 6,318 

固定資産評価損   273,700 － 

売上債権の減少額（△増加額）   247,854 △1,232,925 

たな卸資産の増加額   △59,351 △320,267 

仕入債務の増加額   196,757 20,039 

未払消費税等の増加額（△減少

額） 
  △2,431 46,667 

役員賞与の支払額   △17,477 △12,670 

その他   △30,978 116,828 

小計   562,277 △173,527 

利息及び配当金の受取額   6,063 6,618 

利息の支払額   △43,911 △32,432 

法人税等の支払額   △140,820 △35,352 

営業活動によるキャッシュ・フロー   383,609 △234,694 

 



    

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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   △67,451 △12,952 

定期預金の払戻による収入   149,948 32,901 

投資有価証券の取得による支出   △11,258 △415 

投資有価証券の売却による収入   100,375 26,128 

有形固定資産の取得による支出   △182,673 △202,556 

有形固定資産の売却による収入   － 168,768 

無形固定資産の取得による支出   △275,631 △161,725 

短期貸付金の純増加額   △431 △4,742 

長期貸付けによる支出    － △10,000 

長期貸付金の回収による収入   6,260 7,832 

その他   △10 1,503 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △280,871 △155,258 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の純減少額   △139,000 △236,700 

長期借入れによる収入   400,000 100,000 

長期借入金の返済による支出   △590,106 △397,926 

自己株式の取得による支出   － △12,663 

配当金支払額   △68,213 △68,058 

 その他   － △746 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △397,319 △616,094 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   624 715 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額   △293,957 △1,005,331 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,110,864 1,816,907 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高   1,816,907 811,576 

        



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数       ５社 

 連結子会社名は、「第１ 企業の概況の４．

関係会社の状況」に記載しているため省略して

おります。 

(1) 連結子会社の数 

                  同左 

  (2) 非連結子会社の名称 

 該当ありません。 

(2) 非連結子会社の名称 

同左 

２．持分法の適用に関する事項  該当事項はありません。 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、いずれも９月30日であ

り、連結財務諸表提出会社と一致しております。 

同左 

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 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

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

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  

  ② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

ａ．製品及び仕掛品 

主として個別法による低価法 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

同左 

  ｂ．原材料及び貯蔵品 

主として移動平均法による低価法 

  

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 

 国内連結子会社１社及び在外連結子会社１社

を除き定率法によっており、国内連結子会社１

社及び在外連結子会社１社は定額法によってお

ります。 

 また、定率法償却をおこなっている会社にお

いても平成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、定額法に

よっております。 

 なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりで

あります。 

① 有形固定資産 

同左 

  建物及び構築物 28年～41年

機械装置及び運搬具 ５年～12年
 

  ② 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 ソフトウェア（自社利用分）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

法によっております。 

② 無形固定資産 

同左 

  ③ 長期前払費用 

 定額法によっております。 

③ 長期前払費用 

同左 

  ④ 繰延資産（創立費） 

 商法規定の最長期間で均等償却しておりま

す。  

④       ────── 

(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債

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おります。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 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見込額及び年金資産

残高に基づき、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おります。 

 なお、会計基準変更時差異（2,053,558千

円）については、10年による按分額を費用処理

しております。 

② 退職給付引当金 

同左 

  ③ 役員退職慰労引当金 

 当社及び連結子会社の役員の退職による慰労

金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給

見積額を計上しております。 

③ 役員退職慰労引当金 

同左 

 



      表示方法の変更 

   追加情報 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

(4) 重要な外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債務は、連結決算日の直物為替相場

により円価に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により円価に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円価に換

算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計上しておりま

す。 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、主として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おります。 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法  変動金利の借入金の金利変動リスクをヘッジす

るために、金利スワップ取引を行っております。

当該取引は金利スワップの特例処理の適用要件を

充足しているため、その会計処理は金利スワップ

の特例処理によっております。 

同左 

(7) その他の連結財務諸表作成

のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜き方式によって

おります。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

  ② 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

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方法は、全面

時価評価法によっております。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関する事

項 

 連結調整勘定は、発生事業年度に一括償却して

おります。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱いに関す

る事項 

利益処分又は損失処理の取扱い方法 

 連結会計年度中に確定した利益処分又は損失処

理に基づいております。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の

範囲（現金及び現金同等物）は手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、か

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

期投資であります。 

同左 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

             ────── （連結損益計算書）    

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示して

おりました「作業屑等売却収入」（前連結会計年度 2,096千円）

については、営業外収益の 100分の10超となったため、当連結会

計年度より区分掲記しております。 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

             ────── （法人事業税における外形標準課税制度の導入）    

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９号）が

平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以降開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当連結会

計年度から「法人事業税における外形標準課税分の損益計算書上

の表示についての実務上の取り扱い」（平成16年２月13日企業会

計基準委員会実務対応報告第12号）に基づき、法人事業税のうち

付加価値割及び資本割 9,083千円につきましては、販売費及び一

般管理費に計上しております。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成17年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額       6,247,652千円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額       6,332,488千円 

※２．担保に供している資産 

 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであり

ます。 

［担保提供資産］ 

※２．担保に供している資産 

 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであり

ます。 

［担保提供資産］ 

建物及び構築物 339,965千円 (   319,713千円) 

機械装置及び運搬具 185,007  (   185,007  ) 

土地 190,742  (     3,702  ) 

その他（工具器具及

び備品） 
542  (       542  ) 

計  716,257  (   508,966   ) 

建物及び構築物 319,486千円 (   301,951千円) 

機械装置及び運搬具 167,017  (   167,017  ) 

土地 190,742  (     3,702  ) 

その他（工具器具及

び備品） 
474  (       474  ) 

計   677,721  (   473,146   ) 

［対応債務］ ［対応債務］ 

短期借入金 1,211,526千円  ( 1,171,530千円)

長期借入金 378,216  (   338,200  )

計 1,589,742  ( 1,509,730  )

短期借入金 1,071,916千円  ( 1,031,900千円)

長期借入金 195,300  (   195,300  )

計 1,267,216  ( 1,227,200  )

 上記のうち（ ）書きは内書きで工場財団抵当並びに当該債

務を示しております。 

 上記のうち（ ）書きは内書きで工場財団抵当並びに当該債

務を示しております。 

 ３．受取手形割引高              153,574千円  ３．                    ──────     

※４．当社が保有する自己株式は、普通株式10.10株であります。 ※４．当社が保有する自己株式は、普通株式75.22株であります。 

※５．当社グループ（連結子会社）は、運転資金の効率的な調達を

行うため主要取引金融機関と特定枠融資契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の特定融資枠契約の

総額及び借入未実行残高は次のとおりであります。 

※５．当社グループ（連結子会社）は、運転資金の効率的な調達を

行うため主要取引金融機関と特定枠融資契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の特定融資枠契約の

総額及び借入未実行残高は次のとおりであります。 

特定融資枠契約の総額 1,070,000千円

当連結会計年度末実行残高 870,000 

差引額 200,000 

特定融資枠契約の総額 1,620,000千円

当連結会計年度末実行残高 1,120,000 

差引額 500,000 

※６．当社の発行済株式総数は、普通株式23,000株であります。 ※６．当社の発行済株式総数は、普通株式23,000株であります。 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

※１．一般管理費（雑費）に含まれる研究開発費は、24,389千円で

あります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありませ

ん。 

※１．一般管理費（雑費）に含まれる研究開発費は、23,618千円で

あります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありませ

ん。 

※２．退職給付引当金戻入益は、主に国内連結子会社である東亜バ

ルブ㈱において、退職金規定のうち、満50歳以降定年到達日まで

に自由意志により退職を希望した場合には定年退職に準じた取扱

とする条項を廃止したことに伴う、平成15年10月１日現在の退職

給付債務の減少額であります。 

※２．           ────── 

※３．固定資産評価損は、国内連結子会社である東亜エンジニアリ

ング㈱において、平成16年８月３日に平成16年10月を物件の引渡

し時期とする、同社の保有する不動産（旧本社ビル用土地・建

物）の売買契約書を締結し、本契約に伴う売却損失予定額を評価

損として計上したものであります。なお、勘定科目ごとの評価損

は次のとおりであります。 

※３．                     ────── 

建物及び構築物 152,270千円

機械装置及び運搬具 162 

土地 121,170 

その他 97 

計 273,700 

 

※４．固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。 ※４．固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。 

（有形固定資産の除却によるもの） （有形固定資産の除却によるもの） 

建物及び構築物 237千円

機械装置及び運搬具       2,607 

その他（工具器具及び備品） 2,485 

計 5,330 

建物及び構築物 170千円

機械装置及び運搬具       4,523 

その他（工具器具及び備品） 1,623 

計 6,318 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,826,847千円

有価証券勘定 10,009 

計 1,836,856 

預入期間が３か月を超える定期預金 △19,949 

現金及び現金同等物 1,816,907 

現金及び預金勘定    801,565千円

有価証券勘定 10,010 

計   811,576 

預入期間が３か月を超える定期預金       － 

現金及び現金同等物   811,576 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引（借主側） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引（借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額 

  

機械装置

及び運搬

具 

（千円） 

無形固定

資産(ソフ

トウェア) 

（千円） 

合計 

（千円） 

取得価額相

当額 
37,580 397,456 435,036 

減価償却累

計額相当額 
26,350 101,091 127,441 

期末残高相

当額 
11,229 296,365 307,595 

  

機械装置

及び運搬

具 

（千円） 

その他(工

具器具及

び備品) 

（千円） 

無形固定

資産(ソフ

トウェア) 

（千円） 

合計 

（千円） 

取得価額相

当額 
20,580 4,575 397,456 422,611 

減価償却累

計額相当額 
15,434 76 180,582 196,093 

期末残高相

当額 
5,145 4,498 216,874 226,517 

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 84,763千円

１年超 225,058 

合計 309,821 

１年以内 82,839千円

１年超 146,794 

合計 229,633 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 90,632千円

減価償却費相当額 84,386 

支払利息相当額 8,935 

支払リース料 91,849千円

減価償却費相当額 85,652 

支払利息相当額 7,086 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっております。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっ

ております。 

・利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

（前連結会計年度）（平成16年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

３．時価のない主な有価証券の内容 

注）株式等の減損処理を実施するにあたっては、当該期末日の時価が個々の銘柄別に取得原価の30％以上下落している銘柄について下記の基

準によって判定しております。 

(1) 当該期末日における時価の下落率が、取得原価の30％以上かつ50％未満の範囲で下落している場合 

・・・当該期末日より今後２期以上に亘り継続した場合には減損処理を実施する。 

(2) 当該期末日における時価の下落率が、取得原価の50％以上下落している場合 

・・・原則として減損処理を実施する。ただし、１年以内に時価がほぼ取得原価まで回復すると合理的な根拠をもって立証で

きる場合は減損処理を実施しない。 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得

価額を超えるもの 

(1）株式 203,354 294,063 90,708 

(2）債券 － － － 

(3）その他 38,462 47,330 8,868 

小計 241,816 341,393 99,576 

連結貸借対照表計上額が取得

価額を超えないもの 

(1）株式 107,744 79,683 △28,060 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 107,744 79,683 △28,060 

合計 349,561 421,077 71,516 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 2,500 

ＭＭＦ 10,009 



（当連結会計年度）（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

注）株式等の減損処理を実施するにあたっては、当該期末日の時価が個々の銘柄別に取得原価の30％以上下落している銘柄について下記の基

準によって判定しております。 

(1) 当該期末日における時価の下落率が、取得原価の30％以上かつ50％未満の範囲で下落している場合 

・・・当該期末日より今後２期以上に亘り継続した場合には減損処理を実施する。 

(2) 当該期末日における時価の下落率が、取得原価の50％以上下落している場合 

・・・原則として減損処理を実施する。ただし、１年以内に時価がほぼ取得原価まで回復すると合理的な根拠をもって立証で

きる場合は減損処理を実施しない。 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得

価額を超えるもの 

(1）株式 208,517 502,200 293,683 

(2）債券 － － － 

(3）その他 26,213 30,071 3,857 

小計 234,730 532,271 297,540 

連結貸借対照表計上額が取得

価額を超えないもの 

(1）株式 102,617 96,132 △6,485 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 102,617 96,132 △6,485 

合計 337,348 628,403 291,054 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

26,128 13,502 2 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 2,500 

ＭＭＦ 10,010 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

（前連結会計年度）（平成16年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

（当連結会計年度）（平成17年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 当社及び連結子会社は、運転資金目的の借入を外貨建で行うこと

があり、その場合、借入時にその元利ともに為替予約を付し円貨に

よるキャッシュ・フローを確定させることとしておりますが、当連

結会計期間においては該当の取引は無く、残高もありません。 

 また、当連結会計期間において変動金利の借入金の調達を５年の

固定金利の資金調達に換えるため、金利スワップ取引を行っており

ますが、この取引は借入金利を固定化させるものでありリスクはあ

りません。 

 なお、当該金利スワップ取引についてはヘッジ会計を適用してお

り、金利スワップの特例処理の適用要件を充足しているため、当該

特例処理を採用しております。 

 この先物為替予約取引及び金利スワップ取引の実行に際しては当

社及び連結子会社の「稟議規定」により所定の決裁を経て行ってお

ります。 

 なお、当社及び連結子会社では投機目的でのデリバティブ取引を

行う予定はありません。 

 従って、デリバティブ取引について特別の管理体制等は設けてお

りません。 

同左 



（退職給付関係） 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び主要な連結子会社は、在外連結子会社及び国内連結子

会社１社を除き、確定給付の制度として退職金規定に基づく社内

積立の退職一時金制度を採用しているほか、当社及び一部の連結

子会社におきましては適格退職年金制度を併用しております。 

 国内連結子会社１社は、確定拠出の制度として中小企業退職共

済制度に加入しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

２．退職給付債務に関する事項(平成16年９月30日現在) ２．退職給付債務に関する事項(平成17年９月30日現在) 

(1) 退職給付債務 △1,840,673 千円

(2) 年金資産 246,637  

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △1,594,035  

(4) 会計基準変更時差異未処理額 1,232,135  

(5) 退職給付引当金  (3)＋(4) △361,900  

(1) 退職給付債務 △1,748,459 千円

(2) 年金資産 226,137  

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △1,522,321  

(4) 会計基準変更時差異未処理額 1,026,779  

(5) 退職給付引当金  (3)＋(4) △495,541  

 （注) １．退職給付債務の算定には簡便法を採用しております。 

 ２．確定拠出年金（中小企業退職共済制度）への拠出額に

は重要性がありませんので記載を省略しております。 

 （注）１．退職給付債務の算定には簡便法を採用しております。 

 ２．確定拠出年金（中小企業退職共済制度）への拠出額に 

  は重要性がありませんので記載を省略しております。 

３．退職給付費用に関する事項               

（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日） 

３．退職給付費用に関する事項               

（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

(1) 勤務費用 236,751 千円

(2) 会計基準変更時差異の費用処理額 205,355  

(3) 過去勤務債務の処理額 △296,514  

(4) 退職給付費用   (1)＋(2)＋(3) 145,592  

(1) 勤務費用 149,526 千円

(2) 会計基準変更時差異の費用処理額 205,355  

(3) 退職給付費用   (1)＋(2) 354,882  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

会計基準変更時差異の処理年数 ………… 10年 

過去勤務債務の処理年数 ………………… １年 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

会計基準変更時差異の処理年数 ………… 10年 

過去勤務債務の処理年数 ………………… １年 



前連結会計年度 

（平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成17年９月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産）   

未払賞与 82,430 千円

貸倒引当金繰入超過額 20,403  

退職給付引当金繰入超過額 104,278  

役員退職慰労引当金繰入額 26,310  

固定資産評価損 112,217  

投資有価証券評価損 28,350  

ゴルフ会員権評価損 51,685  

繰越欠損金 122,608  

その他 43,777  

繰延税金資産小計 592,058  

評価性引当額 △385,074  

繰延税金資産合計 206,986  

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △29,081 千円

連結仕訳に係る税効果額 △4,850  

繰延税金負債合計 △33,931  

繰延税金資産の純額 173,055  

（繰延税金資産）   

未払賞与 77,026 千円

貸倒引当金繰入超過額 19,353  

退職給付引当金繰入超過額 169,818  

役員退職慰労引当金繰入額 33,259  

投資有価証券評価損 25,356  

ゴルフ会員権評価損 50,363  

繰越欠損金 194,159  

連結仕訳に係る税効果額  48,215  

その他 53,816  

繰延税金資産小計 671,365  

評価性引当額 △491,916  

繰延税金資産合計 179,449  

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △118,438 千円

繰延税金負債合計 △118,438  

繰延税金資産の純額 61,010  

 平成16年９月30日の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の

以下の項目に含まれております。 

 平成17年９月30日の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の

以下の項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 83,370 千円

固定資産－繰延税金資産 112,301  

固定負債－繰延税金負債 △22,617  

  173,055  

流動資産－繰延税金資産 142,466 千円

固定資産－繰延税金資産 29  

固定負債－繰延税金負債 △81,485  

  61,010  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別

の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別

の内訳 

法定実効税率 △41.0 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 20.5 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
△1.7  

住民税均等割 9.0  

評価性引当額の増減 102.4  

その他 16.0  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 105.2 ％

法定実効税率 40.6 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
△0.2  

住民税均等割 0.7  

税額控除 △3.8  

評価性引当額の増減 △11.8  

その他 3.0  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.3 ％



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成15年10月１日 至 平成16年９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13,091千円であり、当社の販売費及び一般管理費であり

ます。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 222,179千円であり、その主なものは当社の現金及び預金でありま

す。 

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 

  

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） 

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 1,453,593 5,913,658 1,145,006 8,512,258 － 8,512,258 

(2) セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,253,140 － 323,748 1,576,889 △1,576,889 － 

計 2,706,734 5,913,658 1,468,754 10,089,147 △1,576,889 8,512,258 

営業費用 3,314,866 5,131,201 1,594,957 10,041,025 △1,492,192 8,548,833 

営業利益（又は営業損失） △608,132 782,456 △126,202 48,121 △84,696 △36,575 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出             

資産 4,824,020 4,172,289 1,763,498 10,759,809 △1,930,851 8,828,957 

減価償却費 81,326 49,921 57,292 188,540 3,248 191,788 

資本的支出 19,061 500,342 25,556 544,960 14,162 559,123 

(1) バルブ製品製造事業 各種産業用高温高圧バルブ、バルブ検査・診断機器等の製造・販売 

(2) バルブメンテナンス事業 バルブの修理、保守、改造請負 

(3) その他の事業 鋳鋼製品の製造・販売など 



当連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９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10,407千円であり、当社の販売費及び一般管理費であり

ます。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 301,277千円であり、その主なものは当社の現金及び預金でありま

す。 

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計の合計額に占める日本の割合がいずれも90％を越えているため、記

載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計の合計額に占める日本の割合がいずれも90％を越えているため、記

載を省略しております。 

【海外売上高】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため記載を省略しておりま

す。 

（関連当事者との取引） 

 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） 

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 2,204,254 6,100,728 1,200,983 9,505,966 － 9,505,966 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,104,145 － 437,290 1,541,436 △1,541,436 － 

計 3,308,400 6,100,728 1,638,273 11,047,402 △1,541,436 9,505,966 

営業費用 3,419,789 5,342,573 1,697,985 10,460,348 △1,714,491 8,745,857 

営業利益（又は営業損失） △111,389 758,154 △59,711 587,054 173,055 760,109 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出             

資産 5,408,836 4,592,041 1,992,838 11,993,717 △2,628,292 9,365,424 

減価償却費 74,349 162,409 56,060 292,819 4,425 297,244 

資本的支出 81,838 258,873 27,139 367,852 22,000 389,852 

(1) バルブ製品製造事業 各種産業用高温高圧バルブ、バルブ検査・診断機器等の製造・販売 

(2) バルブメンテナンス事業 バルブの修理、保守、改造請負 

(3) その他の事業 鋳鋼製品の製造・販売など 



（１株当たり情報） 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額 198,137円97銭 

１株当たり当期純損失金額 5,636円67銭 

１株当たり純資産額 223,197円80銭 

１株当たり当期純利益金額 22,347円42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株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 

損益計算書上の当期純損失 116,917千円

普通株式に係る当期純損失 129,587千円

普通株式に帰属しない金額の主要な内訳 

利益処分による役員賞与 12,670千円

普通株式の期中平均株式数 22,990.12株 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

損益計算書上の当期純利益 524,729千円

普通株式に係る当期純利益 512,449千円

普通株式に帰属しない金額の主要な内訳 

利益処分による役員賞与  12,280千円

普通株式の期中平均株式数   22,931.03株 



⑤【連結附属明細表】 

【借入金等明細表】 

 （注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりでありま

す。 

(2) 【その他】 

 特記事項はありません。 

区分 
前期末残高 

（千円） 

当期末残高 

（千円） 

平均利率 

（％） 
返済期限 

短期借入金 1,356,700 1,120,000 1.61 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 397,926 358,816 1.83 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 454,116 195,300 2.08 
平成18年９月～ 

平成20年６月 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 2,208,742 1,674,116 － － 

区分 
１年超２年以内 

（千円） 

２年超３年以内 

（千円） 

３年超４年以内 

（千円） 

４年超５年以内 

（千円） 

長期借入金 157,600 37,700 － － 



２【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成16年９月30日） 

当事業年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１．現金及び預金     160,216     257,393   

２．短期貸付金 ※５   －     783,528   

３．未収入金 ※５   153,754     148,363   

４．繰延税金資産     1,680     5,473   

５．その他     1,810     1,767   

流動資産合計     317,461 6.6   1,196,526 21.2 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産 ※１             

器具及び備品     6,870 0.2   22,542 0.4 

２．無形固定資産               

ソフトウェア     3,799 0.1   2,951 0.0 

３．投資その他の資産               

(1) 投資有価証券     10,130     10,771   

(2) 関係会社株式     4,420,691     4,420,691   

(3) 出資金     －     10   

(4) 長期前払費用     618     415   

(5) 差入保証金     16,172     －   

(6) 繰延税金資産     214     24   

投資その他の資産合計     4,447,826 93.1   4,431,912 78.4 

固定資産合計     4,458,495 93.4   4,457,406 78.8 

資産合計     4,775,957 100.0   5,653,932 100.0 

                

 



    
前事業年度 

（平成16年９月30日） 

当事業年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１．短期借入金 ※５   －     840,471   

２．１年内返済予定の長期借入金     36,000     36,000   

３．未払金 ※５   137,660     40,413   

４．未払費用     14,756     7,346   

５．未払法人税等     3,304     122,344   

６．未払消費税等     4,104     4,042   

７．その他     1,727     2,211   

流動負債合計     197,554 4.1   1,052,830 18.6 

Ⅱ 固定負債               

１．長期借入金     70,000     34,000   

２．退職給付引当金     2,742     3,363   

３．役員退職慰労引当金     29,460     43,920   

固定負債合計     102,202 2.2   81,283 1.5 

負債合計     299,757 6.3   1,134,114 20.1 

                

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※２   1,290,000 27.0   1,290,000 22.8 

Ⅱ 資本剰余金               

１．資本準備金   322,500     322,500     

２．その他資本剰余金               

資本金及び資本準備金減少

差益 
  2,486,191     2,486,191     

資本剰余金合計     2,808,691 58.8   2,808,691 49.6 

Ⅲ 利益剰余金               

１．当期未処分利益   378,075     434,193     

利益剰余金合計     378,075 7.9   434,193 7.7 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※６   14 0.0   177 0.0 

Ⅴ 自己株式 ※３   △581 △0.0   △13,244 △0.2 

資本合計     4,476,200 93.7   4,519,818 79.9 

負債・資本合計     4,775,957 100.0   5,653,932 100.0 

                



②【損益計算書】 

    

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 営業収益               

関係会社受取配当金     101,700 100.0   118,143 100.0 

Ⅱ 販売費及び一般管理費               

１．役員報酬   74,725     90,720     

２．給与及び諸手当   102,079     100,392     

３．退職給付費用   7,923     8,289     

４．役員退職慰労引当金繰入額   10,920     14,460     

５．減価償却費   3,248     4,425     

６．研究開発費 ※３ 9,186     6,395     

７．租税公課   747     2,697     

８．支払報酬   34,901     27,020     

９．雑費   73,495     91,187     

10．管理費負担額受入 ※1,2 △304,134 13,091 12.9 △335,181 10,407 8.8 

営業利益     88,608 87.1   107,735 91.2 

Ⅲ 営業外収益               

１．受取利息 ※２ 5     7,110     

２．受取配当金   121     393     

３．受取手数料 ※２ 30,413     33,518     

４．雑収入   3,743 34,283 33.7 2,790 43,812 37.1 

Ⅳ 営業外費用               

１．支払利息 ※２ 3,188     2,432     

２．創立費償却   1,806     －     

３．雑損失   10 5,004 4.9 63 2,496 2.1 

経常利益     117,887 115.9   149,051 126.2 

Ⅴ 特別利益               

１．退職給付引当金戻入益 ※４ 3,168     －     

２．役員退職慰労引当金戻入益   1,410 4,578 4.5 － － － 

税引前当期純利益     122,465 120.4   149,051 126.2 

法人税、住民税及び事業税   6,524     27,678     

法人税等調整額   △408 6,115 6.0 △3,715 23,963 20.3 

当期純利益     116,350 114.4   125,088 105.9 

前期繰越利益     261,725     309,105   

当期未処分利益     378,075     434,193   

                



③【利益処分計算書】 

    

前事業年度 

株主総会承認日 

（平成16年12月22日） 

当事業年度 

株主総会承認日 

（平成17年12月22日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

（当期未処分利益の処分）           

Ⅰ 当期未処分利益     378,075   434,193 

Ⅱ 利益処分額           

配当金   68,969 68,969 68,774 68,774 

Ⅲ 次期繰越利益     309,105   365,419 

            



重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方

法 

(1) 子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式 

同左 

  (2) その他有価証券 

  時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は、全部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）を採用し

ております。 

(2) その他有価証券 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、耐用年数は以下の通りであります。 

器具及び備品        ５年 

(1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  (2) 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 ソフトウェア（自社利用分）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

法によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

  

３．繰延資産の処理方法 創立費 

 商法の規定する最長期間（５年間）にわたり均

等償却しております。 

────── 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため一般債権

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おります。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため当事業年度末

における退職給付債務見込額及び年金資産残高

に基づき、当事業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おります。 

 なお、会計基準変更時差異（32,641千円）に

ついては、10年による按分額を費用処理してお

ります。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

  (3) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職による慰労金支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給見積額を計上しており

ます。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・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

処理によっております。 

同左 

６．ヘッジ会計の方法  変動金利の借入金の金利変動リスクをヘッジす

るために、金利スワップ取引を行っております。

当該取引は金利スワップの特例処理の適用要件を

充足しているため、その会計処理は金利スワップ

の特例処理によっております。 

同左 

７．その他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 

 消費税等の会計処理は、税抜き方式によって

おります。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

  (2) 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

(2) 連結納税制度の適用 

同左 



   追加情報 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

────── （法人事業税における外形標準課税制度の導入）  

   「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９号）が平

成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以降開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法

人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取り扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員会実務対応

報告第12号）に基づき、法人事業税のうち付加価値割及び資本

割 1,736千円につきましては、販売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

前事業年度 

（平成16年９月30日） 

当事業年度 

（平成17年９月30日） 

※１． 有形固定資産の減価償却累計額 2,976千円 ※１． 有形固定資産の減価償却累計額 9,303千円

※２． 会社が発行する株式の総数 普通株式 100,400株 

  発行済株式総数 普通株式 23,000株 

※２． 会社が発行する株式の総数 普通株式    100,400株 

  発行済株式総数 普通株式   23,000株 

※３．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式10.10株でありま

す。 

※３．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式75.22株でありま

す。 

 ４．保証債務 

 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証

を行っております。 

 ４．          ────── 

保証先 金額（千円） 内容 

東亜バルブ㈱ 145,000 銀行借入 

 

※５．各科目に含まれている関係会社との取引に係るものは次のと

おりであります。 

※５．各科目に含まれている関係会社との取引に係るものは次のと

おりであります。 

未収入金 132,929千円

未払金 131,445千円

短期貸付金 783,528千円

未収入金 148,363千円

短期借入金      840,471千円

未払金        31,050千円

※６．配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が14千円増加しており

ます。 

 なお、当該金額は商法施行規則第 124条第３号の規定によ

り、配当に充当することが制限されております。 

※６．配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が 177千円増加してお

ります。 

 なお、当該金額は商法施行規則第 124条第３号の規定によ

り、配当に充当することが制限されております。 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち、管理費負担額受入をマイナス

表示しておりますが、これは当期において子会社より受領した

経費等の実費相当額であります。 

※１．            同左 

※２．各科目に含まれている関係会社との取引に係るものは次のと

おりであります。 

※２．各科目に含まれている関係会社との取引に係るものは次のと

おりであります。 

管理費負担額受入 △304,134千円

受取手数料 30,413千円

管理費負担額受入 △335,181千円

受取手数料       33,518千円

受取利息       7,106千円

支払利息       474千円

※３．研究開発費の総額は、販売費及び一般管理費の研究開発費

9,186千円であり、子会社との共同研究開発による当社負担額

であります。 

※３．研究開発費の総額は、販売費及び一般管理費の研究開発費

6,395千円であり、子会社との共同研究開発による当社負担額で

あります。 

※４．退職給付引当金戻入益は、退職金規定のうち、満50歳以降定

年到達日までに自由意志により退職を希望した場合には定年退

職に準じた取扱とする条項を廃止したことに伴う、平成15年10

月１日現在の退職給付債務の減少額であります。 

※４．         ────── 



（有価証券関係） 

 前事業年度（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日）及び当事業年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）にお

ける子会社株式で時価のあるものはありません。 

（税効果会計関係） 

（１株当たり情報） 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 

（平成16年９月30日） 

当事業年度 

（平成17年９月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産）   

未払事業税 449 千円

未払賞与 979  

退職給付引当金繰入超過額 466  

役員退職慰労引当金繰入額 11,961  

未払事業所税 252  

その他 224  

繰延税金資産小計 14,331  

評価性引当額 △12,427  

繰延税金資産合計 1,904  

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 10 千円

繰延税金負債合計 10  

繰延税金資産の純額 1,894  

（繰延税金資産）   

未払事業税 2,380 千円

未払賞与 2,785  

退職給付引当金繰入超過額 1,042  

役員退職慰労引当金繰入額 17,831  

未払事業所税 307  

その他 164  

繰延税金資産小計 24,511  

評価性引当額 △18,891  

繰延税金資産合計 5,619  

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 121 千円

繰延税金負債合計 121  

繰延税金資産の純額 5,497  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別

の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別

の内訳 

法定実効税率 41.0 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
△34.1  

住民税均等割 0.8  

評価性引当額の増減 △3.8  

その他 △0.3  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 5.0 ％

法定実効税率 40.6 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
△32.2  

住民税均等割 0.7  

評価性引当額の増減 4.3  

その他 1.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 16.1 ％

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額 194,702円90銭 

１株当たり当期純利益金額 5,060円88銭 

１株当たり純資産額     197,158円65銭 

１株当たり当期純利益金額     5,454円97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 

損益計算書上の当期純利益 116,350千円

普通株式に係る当期純利益 116,350千円

普通株式の期中平均株式数 22,990.12株 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

損益計算書上の当期純利益        125,088千円

普通株式に係る当期純利益        125,088千円

普通株式の期中平均株式数    22,931.03株 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 有価証券の金額が資産の総額の 100分の１以下であるため、財務諸表等規則第 121条の規定により記載を省略しております。 

【有形固定資産等明細表】 

【資本金等明細表】 

 （注） 当期末における自己株式は、 75.22株であります。 

【引当金明細表】 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(千円) 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

器具及び備品 9,846 22,000 － 31,846 9,303 6,327 22,542 

有形固定資産計 9,846 22,000 － 31,846 9,303 6,327 22,542 

無形固定資産               

ソフトウェア 4,240 － － 4,240 1,289 848 2,951 

無形固定資産計 4,240 － － 4,240 1,289 848 2,951 

長期前払費用 618 － 202 415 － － 415 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 1,290,000 －  －           1,290,000   

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注） （株） （  23,000) （     －) （     －) （   23,000) 

普通株式 （千円） 1,290,000 －   －  1,290,000   

計 （株） （  23,000) （     －) （     －) （   23,000) 

計 （千円） 1,290,000 －  －  1,290,000   

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）           

株式払込剰余金 （千円） 322,500 －  －         322,500   

（その他資本剰余金）           

資本金及び資本準備金減

少差益 
（千円） 2,486,191 －  －           2,486,191   

計 （千円） 2,808,691 －  －           2,808,691   

利益準備金及

び任意積立金 

利益準備金 （千円）      －  －  －  －    

計 （千円）      － －  －  －    

区分 
前期末残高 

（千円） 

当期増加額 

（千円） 

当期減少額 

（目的使用） 

（千円） 

当期減少額 

（その他） 

（千円） 

当期末残高 

（千円） 

役員退職慰労引当金 29,460 14,460 － － 43,920 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

現金及び預金 

短期貸付金 

② 固定資産 

関係会社株式 

③ 流動負債 

短期借入金 

(3) 【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 金額（千円） 

現金 1,455 

預金の種類   

当座預金 153,575 

普通預金 96,938 

郵便貯金 5,424 

小計 255,938 

合計 257,393 

相手先 金額（千円） 

東亜バルブ株式会社 540,752 

株式会社高田製鋼所 242,775 

合計 783,528 

銘柄 金額（千円） 

東亜エンジニアリング株式会社 2,772,333 

東亜バルブ株式会社 1,648,358 

合計 4,420,691 

相手先 金額（千円） 

東亜エンジニアリング株式会社 800,450 

トウアサービス株式会社 40,021 

合計 840,471 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）１．当社は、商法第220条ノ２第１項に規定する端株原簿を作成しております。 

２．平成17年12月22日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告の方法は次のとおりとなり

ました。 

「当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむをえない

事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。」 

      なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。  

      http://www.tvg.co.jp  

    ３．平成17年10月１日付けの名義書換代理人の商号変更により、次のとおりとなりました。 

      取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

      代理人  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

      取次所  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国本支店  

決算期 ９月３０日 

定時株主総会 １２月中 

基準日 ９月３０日 

株券の種類 １株券、10株券 

中間配当基準日 ３月３１日 

１単元の株式数 ─ 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱信託銀行株式会社 証券代行部 

取次所 三菱信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り・買増し   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱信託銀行株式会社 証券代行部 

取次所 三菱信託銀行株式会社 全国各支店 

買取・買増手数料 株券の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞（注２） 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

  当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

 (1) 臨時報告書                             平成16年10月５日近畿財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規

定に基づく臨時報告書であります。 

 (2) 自己株券買付状況報告書  

 報告期間（自 平成16年９月１日 至 平成16年９月30日）      平成16年10月18日近畿財務局長に提出 

 (3) 臨時報告書の訂正報告書                       平成16年10月28日近畿財務局長に提出  

 平成16年10月５日提出の臨時報告書（主要株主の異動）に係る訂正報告書であります。 

 (4) 臨時報告書の訂正報告書の訂正報告書                 平成16年10月28日近畿財務局長に提出  

 平成16年10月28日提出の臨時報告書（主要株主の異動）に係る訂正報告書であります。 

 (5) 臨時報告書の訂正報告書                       平成16年10月28日近畿財務局長に提出 

 平成16年10月５日提出の臨時報告書（主要株主の異動）に係る訂正報告書であります。 

 (6) 自己株券買付状況報告書                        

 報告期間（自 平成16年10月１日 至 平成16年10月31日）      平成16年11月12日近畿財務局長に提出 

 (7) 自己株券買付状況報告書の訂正報告書                 平成16年11月17日近畿財務局長に提出 

 平成16年10月18日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

 (8) 自己株券買付状況報告書の訂正報告書                 平成16年11月17日近畿財務局長に提出 

 平成16年11月12日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

 (9) 自己株券買付状況報告書                        

 報告期間（自 平成16年11月１日 至 平成16年11月30日）      平成16年12月13日近畿財務局長に提出 

(10）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第５期）（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日） 平成16年12月22日近畿財務局長に提出 

(11) 自己株券買付状況報告書の訂正報告書                 平成17年１月13日近畿財務局長に提出  

 平成16年10月18日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

(12) 自己株券買付状況報告書の訂正報告書                 平成17年１月13日近畿財務局長に提出  

 平成16年11月12日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

(13) 自己株券買付状況報告書の訂正報告書                 平成17年１月13日近畿財務局長に提出  

 平成16年12月13日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

(14) 自己株券買付状況報告書  

 報告期間（自 平成16年12月１日 至 平成16年12月31日）      平成17年１月13日近畿財務局長に提出 

(15) 臨時報告書                             平成17年４月19日近畿財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規

定に基づく臨時報告書であります。 

(16) 半期報告書の訂正報告書                       平成17年６月17日近畿財務局長に提出 

 第５期中（自 平成15年10月１日 至 平成16年３月31日）の半期報告書に係る訂正報告書であります。 

(17) 半期報告書                             平成17年６月24日近畿財務局長に提出  

  （第６期中）（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）  



(18) 臨時報告書                             平成17年10月19日近畿財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規

定に基づく臨時報告書であります。 

(19) 臨時報告書の訂正報告書                       平成17年10月21日近畿財務局長に提出  

 平成17年４月19日提出の臨時報告書（主要株主の異動）に係る訂正報告書であります。 

(20) 臨時報告書の訂正報告書                       平成17年10月21日近畿財務局長に提出  

    平成17年10月19日提出の臨時報告書（主要株主の異動）に係る訂正報告書であります。 

(21) 有価証券報告書の訂正報告書                     平成17年11月22日近畿財務局長に提出  

    第４期（自 平成14年10月１日 至 平成15年９月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

(22) 半期報告書の訂正報告書                       平成17年11月22日近畿財務局長に提出  

    第５期中（自 平成15年10月１日 至 平成16年３月31日）の半期報告書に係る訂正報告書であります。 

(23) 有価証券報告書の訂正報告書                     平成17年11月22日近畿財務局長に提出  

    第５期（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。  

(24) 半期報告書の訂正報告書                       平成17年11月22日近畿財務局長に提出  

    第６期中（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）の半期報告書に係る訂正報告書であります。  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の監査報告書   

      平成16年12月22日

株式会社トウアバルブグループ本社     

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ   

  
代表社員
関与社員 

  公認会計士 岸  秀隆  印 

  
代表社員
関与社員 

  公認会計士 中山 紀昭  印 

 当監査法人は、証券取引法第 193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社トウアバルブグループ本社の平成15年10月１日から平成16年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社トウアバルブグループ本社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会 

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の監査報告書   

      平成17年12月22日

株式会社トウアバルブグループ本社     

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ   

  
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 中山 紀昭  印 

  
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 辻内  章  印 

 当監査法人は、証券取引法第 193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社トウアバルブグループ本社の平成16年10月１日から平成17年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社トウアバルブグループ本社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会 

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の監査報告書   

      平成16年12月22日

株式会社トウアバルブグループ本社     

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ   

  
代表社員
関与社員 

  公認会計士 岸  秀隆  印 

  
代表社員
関与社員 

  公認会計士 中山 紀昭  印 

 当監査法人は、証券取引法第 193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社トウアバルブグループ本社の平成15年10月１日から平成16年９月30日までの第５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

トウアバルブグループ本社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会 

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の監査報告書   

      平成17年12月22日

株式会社トウアバルブグループ本社     

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ   

  
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 中山 紀昭  印 

  
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 辻内  章  印 

 当監査法人は、証券取引法第 193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社トウアバルブグループ本社の平成16年10月１日から平成17年９月30日までの第６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

トウアバルブグループ本社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会 

社）が別途保管しております。 
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