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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株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

３. 第７期中の連結の中間純損益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失

921,325千円の計上等によるものであります。 

回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期 

会計期間 

自 平成15年 
10月１日 

至 平成16年 
３月31日 

自 平成16年 
10月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
10月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成15年 
10月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成16年 
10月１日 

至 平成17年 
９月30日 

売上高 千円 3,871,779 4,734,792 5,155,635 8,512,258 9,505,966 

経常損益 千円 △332,265 337,623 501,231 △74,382 745,968 

中間（当期）純損益 千円 △159,691 229,222 △562,288 △116,917 524,729 

純資産額 千円 4,538,397 4,732,745 4,557,510 4,567,704 5,129,040 

総資産額 千円 8,939,754 8,434,411 8,930,923 8,828,957 9,365,424 

１株当たり純資産額 円 197,408.33 206,432.48 198,808.43 198,137.97 223,197.80 

１株当たり中間（当期）

純損益 
円 △6,946.05 9,994.07 △24,528.15 △5,636.67 22,347.42 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
円 － － － － － 

自己資本比率 ％ 50.8 56.1 51.0 51.7 54.8 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
千円 △639,363 △737,308 130,579 383,609 △234,694 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
千円 82,696 23,455 △177,854 △280,871 △155,258 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
千円 27,647 △565,038 △67,428 △397,319 △616,094 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
千円 1,581,280 538,140 699,078 1,816,907 811,576 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
人 

341 

(38) 

355 

(56) 

354 

(55) 

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．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期 

会計期間 

自 平成15年 
10月１日 

至 平成16年 
３月31日 

自 平成16年 
10月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
10月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成15年 
10月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成16年 
10月１日 

至 平成17年 
９月30日 

営業収益 千円 54,000 40,140 91,080 101,700 118,143 

経常損益 千円 65,825 53,522 103,499 117,887 149,051 

中間（当期）純損益 千円 69,423 49,868 78,104 116,350 125,088 

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 4,429,258 4,444,914 4,529,050 4,476,200 4,519,818 

総資産額 千円 4,687,269 5,199,168 7,267,452 4,775,957 5,653,932 

１株当たり純資産額 円 192,661.08 193,877.92 197,566.94 194,702.90 197,158.65 

１株当たり中間（当期）

純損益 
円 3,019.69 2,174.25 3,407.09 5,060.88 5,454.97 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
円 － － － － － 

１株当たり中間（年間）

配当額 
円 － － － 3,000 3,000 

自己資本比率 ％ 94.5 85.5 62.3 93.7 79.9 

従業員数 人 16 14 15 14 15 



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社企業グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （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、（ ）内に当中間連結会計期間の平

均人員を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）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、当社から連結子会社への出向者を除いてお

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は除いておりま

す。）は該当ありません。 

(3) 労働組合の状況 

 特記すべき事項はありません。 

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

バルブ製品製造事業 163 （20）  

バルブメンテナンス事業 100 （14) 

その他の事業 76 （21） 

全社・共通 15 （－） 

合計 354 （55） 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 15 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、企業業績の回復はさらに鮮明なものとなり、設備投資は確実に増加してまいり

ました。それに伴い雇用状況も改善に向い、株価もバブル期以降の最高値を更新するなど、明るい状況の中で推移して

まいりました。 

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も、国内景気回復に電力消費量増加

の期待をかける反面、温室効果ガス削減問題への対応、電力自由化、都市ガスを始めとした他エネルギーと他の諸問題

とのせめぎあいにより、厳しい設備投資計画に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（前連結会計年度に終了）により、前連結会計年度には無事目標の黒字化を果たし、当連結会計年度

からはこれを確実に定着させるべく、まずは、『源流管理の徹底』への取組みを開始いたしました。完全受注生産であ

るが故の効率性の限界を打ち破るべく、受注の段階から、生産工程を徹底的に意識することにより、工場稼働維持・平

準化、歩留まり改善、納期短縮、リードタイムの短縮を実現し、より収益性を高めることを目標として取り組んでおり

ます。 

また、常に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引き続き進めてまいりました。 

資金面では、前連結会計年度に最適資金運用を目的として導入いたしましたグループ・キャッシュ・マネージメン

ト・システムの第２ステップである外部短期借入金の当社への集約を実行し、より機動的でかつ低コストな資金調達が

可能な体制を構築いたしました。 

これらの結果、連結売上高につきましては、計画の49億円を上回る51億55百万円（前年同期比8.9％増）を達成する

ことができました。 

損益面につきましては、従来赤字の事業部門の業績が改善したことにより、連結の営業利益は５億７百万円（前年同

期比44.7％増）、連結の経常利益は５億１百万円（前年同期比48.5％増）となり、前年同期に比し大幅な増益となりま

した。しかしながら、固定資産の減損会計の適用により減損損失９億21百万円を計上した結果、５億62百万円の中間純

損失（前年同期は２億29百万円の黒字）となりました。 

（事業部門別の状況） 

セグメント別の当中間連結会計期間の状況については以下のとおりであり、記載金額には各セグメント間の内部取引

を含んでおります。 

① バルブ製品製造事業部門 

本事業部門は、主にバルブ製品、バルブ用取替え部品、バルブ保守用機器などで構成され、当中間連結会計期間にお

きましては、売上高は15億32百万円（前年同期比11.0％増）となり、前年同期に比し増加いたしました。 

これは特にバルブ製品の売上高が前年同期に比し大幅に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３号機向け

が順次出荷中であり、今後数年をかけ納品・売上の予定であります。 

また、前連結会計年度後半よりバルブ製品の輸出売上高が大幅に増加しておりますが、当中間連結会計期間も引き続

き高水準で推移し、売上高は４億58百万円（前年同期は１億19百万円）となりこれが増収要因となっております。 

損益面におきましては、国内向けバルブ製品、取替用部品につきましては概ね想定通りの利益を確保することができ

ましたが、海外向けバルブ製品は依然、厳しい状況にあって、現在の販売価格、コスト構成では十分な利益を獲得でき

る状況にまでは至っておりません。 

   しかし工場操業維持・平準化に寄与するところは大きく、さらには、将来的な海外でのメンテナンス工事受注も期待

  されるところから、積極的に販売拡大の方針で取り組んでおります。 

   これらの結果、バルブ製品製造事業の損益は、依然、営業損益ベースでの黒字化を果たせないながらも、１億17百万

  円の赤字（前年同期は２億７百万円の赤字）となり、前年同期に比し大幅に改善いたしました。 



② バルブメンテナンス事業部門 

本事業部門におきましては、主に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

業展開を行っております。 

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。 

これらは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。 

  さらに最近の新聞報道等では、原子力発電所の保守点検方法について、現在の時間監視（計画）保全から状態監視保

全への見直しを行い、従来の概ね13ヶ月間隔で完全停止状態で実施してきた定期点検（開放検査）について、検査間隔

の延長などが実施される可能性も出てまいりました。 

  このような環境の下、まずは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、

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などのバルブメンテナンス機器を使った、バルブメーカーの

メンテナンス部門にしかできない高付加価値なメンテナンスサービスの提案を行うなどによって、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、当中間連結会計期間の売上高は概ね前年同期並の32億23百万円（前年同期比1.8％減）となり、損益

面では、コスト削減に努めるとともに、比較的採算性に優れる原子力関連の売上高が増加したことから、営業利益は５

億70百万円（前年同期比21.9％増）で前年同期に比し増加いたしました。 

③ その他の事業部門 

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、ここ数年の、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とともに、国内景気の

回復による設備投資増加で、鋳鋼製造各社はどこもフル生産の状態が続いております。 

その結果、当中間連結会計期間におきましても、生産は前連結会計年度に引き続き高い設備稼働率を維持することが

でき、また、平成18年８月に予定しております操業を全面停止しての設備改善工事に備えた前倒し生産の効果もあっ

て、売上高は９億64百万円（前年同期比24.1％増）と前年同期に比し増収となりました。 

  損益面では、大型ステンレス製品の大量受注など生産量の増加による設備稼働率向上と歩留まりの向上もあって、営

業損益は20百万円の赤字（前年同期は34百万円の赤字）ながら、前年同期に比し損失額を減少させることができまし

た。 



(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは、合計で１億12百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は12億78百万円

のキャッシュ・アウト）となりました。 

前中間連結会計期間、前連結会計年度ともに、業績そのものは改善しながらも、特に売上債権の大幅な増加で営業活

動によるキャッシュ・フローが大幅なマイナスとなったため、期間・年度のキャッシュ・フローも同様にマイナスとな

っておりました。 

  当中間連結会計期間におきましては、減損会計の適用により法人税等調整前中間純損失を計上してはおりますが、経

常利益では前年同期に比し大幅に増益となっていることに加え、売上債権の増減に大きな変動は無かったことから、依

然マイナスながらも、そのマイナス幅は大幅に縮小いたしました。 

  前連結会計年度より導入いたしました、グループ・キャッシュ・マネージメント・サービス（G-CMS）は、当中間連

結会計期間において、次ステップである外部借入ルートの当社への集約に着手し、短期運転資金目的の外部借入金につ

いては、各子会社から当社にすべて集中いたしました。 

これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は６億99百万円（前年同期比29.9％増）で、前期

同期に比し増加となりました。この詳細は次のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間純損失４億23百万円を計上いたしましたが、その原因となる減損損失９億21百万円等を調整した結

果、１億30百万円のキャッシュ・イン（前年同期は７億37百万円のキャッシュ・アウト）となりました。 

  前年同期に比して大幅な改善となった主な理由は、この減損損失を考慮しないベースでの損益改善のほか、増収に伴

い増加傾向にあった売上債権の残高に大きな変動が無かったことによるものであります。 

  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

バルブメンテナンス事業を営む子会社において、情報システム関連投資及びバルブの現地メンテナンス機器を新たに

導入したことにより、１億77百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は23百万円のキャッシュ・イン）となりました。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

G-CMSの次ステップ移行に伴う調整で新たな短期借入金が発生しましたが、長期借入金の約定弁済分の支出により、

67百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は５億65百万円のキャッシュ・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 

 当中間連結会計期間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を記載しており

ません。 

(2) 受注実績 

 当中間連結会計期間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 

 当中間連結会計期間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 1,185,520 135.7 

バルブメンテナンス事業 － － 

その他の事業 811,334 32.9 

合計 1,996,855 79.3 

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 1,642,529 31.5 3,371,786 51.9 

バルブメンテナンス事業 2,762,054 △7.6 719,684 △44.4 

その他の事業 718,493 19.2 322,685 △1.1 

合計 5,123,076 5.8 4,414,155 14.9 

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 1,532,712 11.0 

バルブメンテナンス事業 3,223,074 △1.8 

その他の事業 964,368 24.1 

消去又は全社 △564,520 △20.0 

合計 5,155,635 8.9 

相手先別 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

三菱商事株式会社 2,826,840 59.7 2,619,766 50.8 

西華産業株式会社 422,728 8.9 518,913 10.1 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社企業グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

当社企業グループは、バルブ総合サービス企業グループとして、お客様のどのようなニーズにもお応えするため、

新たな製品、サービスの研究開発を積極的に行っております。 

そのため当社企業グループにおきましては、各子会社が独自で行う研究開発活動のほかに、グループ全体に係る研

究開発活動については当社が中心となって評価及び研究開発活動の決定を行い、決定した案件はそのテーマごとに各

子会社で商品化までの研究を実施し、その過程で得られたノウハウなどは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。  

当中間連結会計期間の取組み状況につきましては、バルブ製品製造事業では、鋳物の製造プロセス変更に伴う効率

的な生産技術や一般市場から入手しやすい代替材への適合性研究および安全弁用弁体の効率的な製造技術等に関する

最新技術の取り込みと伝承技術の機械化置換技術の開発活動を行っております。 

バルブメンテナンス事業では、顧客密接型の営業活動によるニーズを基にバルブと周辺機器を組み合わせたトータ

ルとしてのメンテナンスサービスを提供し、プラントリプレースや環境対策に適合させたメンテナンス技術の研究開

発活動を行っております。 

 なお、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は17,844千円となっております。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において新たに確定した重要な設備の変更、新設等は次のとおりであります。 

  

 (1) 重要な設備計画の変更 

 （注）１．前連結会計年度末時点の計画に比べ、資金調達方法が銀行借入金から当社からの借入に変更、また完成予定

年月日を平成18年３月から平成18年５月に延長しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

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 85,304 

当社からの

借入による 

 平成17年 

 ５月 

 平成18年 

 ５月 

合理化を図ること

を目的としたもの

であるため生産能

力の増加はありま

せん。  



 (2) 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。 

 (3) 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  

工場電気系統の

更新 
72,000 － 

当社からの

借入による 

平成18年 

５月 

平成19年 

９月 

工場建屋の老朽化

による漏電災害発

生リスクを排除す

るものであるため

生産能力の増加は

ありません。 

    
天井走行   

クレーンの更新 
58,000 － 

当社からの

借入による 

平成18年 

５月 

平成19年 

９月 

現有機械の老朽化

に伴う更新のため

生産能力の増加は

ありません。 

  

株式会社 

高田製鋼所 

  

  

  

  

その他事業 

造型プロセス 

変更投資 
165,000 11,400 

当社からの

借入による 

平成18年 

１月 

平成18年 

９月 

品質改善ならびに

次工程の負荷軽減

を目的としたもの

であるため生産能

力の増加はありま

せん。 

（本社工場） 

（三重県伊賀市）  

 電気炉 45,000 － 
当社からの

借入による 

平成18年 

４月 

平成18年 

９月 

品質改善ならびに

現有機械の老朽化

に伴う更新のため

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】 

（注）提出日現在の発行数は、平成18年６月１日から提出日現在までの新株予約権の行使により発行された株式数は含ま

れておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 平成18年４月11日取締役会決議 

      第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成18年４月27日発行） 

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 
中間会計期間末現在発
行数（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 

（平成18年６月23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 － － 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権付社債の残高（円） － 900,000,000 

新株予約権の数（個） － 18 

新株予約権の目的となる株式の種類 －  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  （注）１ － 2,990 

新株予約権の行使時の払込金額（円）   （注）２ － 301,000 

新株予約権の行使期間 － 
自 平成18年４月28日 

至 平成20年４月24日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 
－ 

発行価格 

（注）２ 

資本組入額

（注）３ 

301,000 

 

150,500 

 

新株予約権の行使の条件 － 

当社が本新株予約権付社債の社

債権者の請求により本社債を繰上

償還する場合には、償還日の前銀

行営業日の銀行営業時間終了時以

後本新株予約権を行使することは

できず、当社が本社債につき期限

の利益を喪失した場合には、期限

の利益の喪失日以降本新株予約権

を行使することはできません。ま

た、各本新株予約権の一部行使は

できないものといたします。 

新株予約権の譲渡に関する事項 － 

本新株予約権付社債は、本社債

と本新株予約権のうち一方のみを

譲渡することはできません。 



（注）１．株式の数は、本新株予約権付社債の残高を発行価額で除して得られた最大整数で表示しております。 

２－①．払込金額は、転換価額と同額であります。新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日（以下「決定

日」といいます。）の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで（当日を含みます。）の５連続取引日（た

だし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日

といたします。以下「時価算定期間」といいます。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の毎日の終値（気配表示を含みます。）の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位ま

で算出し、小数第２位を切り捨てます。以下「修正後転換価額」といいます。）に修正されます。なお、

時価算定期間内に、下記２－②で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後転換価額は、新株

予約権付社債の社債要項に従い当社が適当と判断する値に調整されます。ただし、かかる算出の結果、修

正後転換価額が150,500円（以下「下限転換価額」といいます。）を下回る場合には、修正後転換価額は

下限転換価額とし、修正後転換価額が451,500円（以下「上限転換価額」といいます。）を上回る場合に

は、修正後転換価額は上限転換価額といたします。ただし、上限転換価額および下限転換価額は下記２－

②による調整を受けます。 

２－②．転換価額は、新株予約権付社債の発行後、当社が時価を下回る発行価額または処分価額をもって当社普

通株式を新たに発行しまたは当社の有する当社普通株式を処分する場合（ただし、当社普通株式に転換さ

れる証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含みます。）の転換または行使による場合を除きます。）には、次に定める算式により

調整されます。なお、次の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式数から、当社の有す

る当社普通株式数を控除した数といたします。  

また、転換価額は、当社普通株式の分割もしくは併合または時価を下回る価額をもって当社普通株式に

転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株

予約権付社債の発行が行われる場合等にも適宜調整されます。  

３．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社株式１株の資本組入額は、当社普通株式１株の発行価

格に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げた額といたしま

す。 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

    
既発行株式数 ＋

新発行・処分株式数 × 
１株当たりの 

発行・処分価額 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
時価 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 

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17年10月１日～ 

平成18年３月31日 
－ 23,000 － 1,290,000 － 322,500 



(4) 【大株主の状況】 

（注）１.前事業年度末現在主要株主であ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 

 エスジーは当中間期末では主要株主ではなくなりました。 

 ２.前事業年度末現在主要株主でなかったゴールドマン・サックス・インターナショナルは当中間期末では主要

株主となっております。 

(5) 【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３株含まれております。 

  平成18年３月31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
（％） 

ゴールドマン・サックス・     

インターナショナル 

（常任代理人 ゴールドマン・   

サックス証券会社東京支店） 

Peterborough Court 133 Fleet Street 

London EC4A 2BB,United kingdom 

（東京都港区六本木六丁目10－１   

六本木ヒルズ森タワー） 

4,053.00 17.62 

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 

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 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７－１ 680.00 2.96 

三菱ＵＦＪ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12－１ 569.00 2.47 

クレジットスイスファーストボストン

ヨーロッパピービーセクアイエヌテイ

ノントリーテイクライエント 

（常任代理人  シティバンク、エヌ・

エイ東京支店） 

One Cabot Square London E144QJ,Unite 

d kingdom 

  

（東京都品川区東品川二丁目３－14） 

  

468.00 2.03 

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12－１ 313.42 1.36 

太田 光彦 神戸市東灘区向洋町中一丁目１－141 280.02 1.22 

計 － 12,083.42 52.53 

  平成18年３月31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無

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   22,848 22,845 同上 

端株 普通株式     77  － 同上 

発行済株式総数 23,000 － － 

総株主の議決権 － 22,845 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・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。 

３【役員の状況】 

   前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。 

 (1) 役職の異動 

  平成18年３月31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

花町五丁目12番１

号 

75 － 75 0.33 

計 － 75 － 75 0.33 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 320,000 308,000 341,000 350,000 322,000 320,000 

最低（円） 283,000 281,000 280,000 300,000 283,000 283,000 

氏名 異動年月日 新役職名 旧役職名 

    当社 取締役 当社 取締役 

坂田 一夫 平成18年５月22日 トウアサービス㈱代表取締役社長 トウアサービス㈱代表取締役社長 

    
東亜バルブ㈱取締役        

営業部長兼東京支社長兼調達部長  

東亜バルブ㈱取締役        

営業部長兼東京支社長 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）については、「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３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）については、「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３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

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、前中間連結会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日

まで）及び当中間連結会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）及び当中間会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31

日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   538,073   689,067   801,565  

２．受取手形及び売掛金   3,035,474   3,357,427   3,086,034  

３．有価証券   10,010   10,011   10,010  

４．たな卸資産   1,312,679   1,837,057   1,685,521  

５．その他   140,103   178,872   195,173  

流動資産合計   5,036,340 59.7  6,072,435 68.0  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  1,006,114   443,158   974,503   

(2）機械装置及び運搬具  521,062   450,572   535,431   

(3）土地  743,584   435,079   743,584   

(4）その他  177,964 2,448,725  276,848 1,605,659  185,362 2,438,882  

２．無形固定資産   393,778   425,734   443,337  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  473,658   748,566   630,903   

(2）その他  133,060   114,448   125,563   

貸倒引当金  △51,152 555,567  △35,920 827,093  △51,567 704,899  

固定資産合計   3,398,071 40.3  2,858,487 32.0  3,587,119 38.3 

資産合計   8,434,411 100.0  8,930,923 100.0  9,365,424 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

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   840,519   1,038,585   1,034,026  

２．短期借入金 ※2.3  1,398,796   1,591,218   1,478,816  

３．未払費用   241,087   264,372   235,338  

４．その他   399,590   673,449   631,694  

流動負債合計   2,879,994 34.2  3,567,625 40.0  3,379,876 36.1 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２  324,718   83,500   195,300  

２．退職給付引当金   414,999   549,889   495,541  

３．役員退職慰労引当金   68,790   83,950   81,290  

４．その他   13,164   88,448   84,375  

固定負債合計   821,672 9.7  805,787 9.0  856,507 9.1 

負債合計   3,701,666 43.9  4,373,412 49.0  4,236,384 45.2 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,290,000 15.3  1,290,000 14.5  1,290,000 13.8 

Ⅱ 資本剰余金   1,574,026 18.7  1,574,026 17.6  1,574,026 16.8 

Ⅲ 利益剰余金   1,809,577 21.5  1,461,740 16.4  2,105,083 22.5 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   71,943 0.8  242,439 2.7  172,624 1.8 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △46 △0.0  2,756 0.0  550 0.0 

Ⅵ 自己株式   △12,754 △0.2  △13,452 △0.2  △13,244 △0.1 

資本合計   4,732,745 56.1  4,557,510 51.0  5,129,040 54.8 

負債・資本合計   8,434,411 100.0  8,930,923 100.0  9,365,424 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   4,734,792 100.0  5,155,635 100.0  9,505,966 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,426,218 72.4  3,628,209 70.4  6,856,447 72.1 

売上総利益   1,308,574 27.6  1,527,426 29.6  2,649,518 27.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

１．販売手数料  141,652   123,500   237,619   

２．荷造及び運搬費  24,478   26,843   54,471   

３．役員報酬  73,966   82,685   154,419   

４．給与及び諸手当  323,336   340,897   645,603   

５．福利費  43,410   51,260   89,581   

６．退職給付費用  49,996   57,799   110,972   

７．役員退職慰労引当金繰入額  11,650   12,370   24,150   

８．旅費交通費  33,554   33,309   64,469   

９．地代家賃  22,216   26,638   50,457   

10．雑費  233,858 958,119 20.2 265,009 1,020,313 19.8 457,664 1,889,409 19.9 

営業利益   350,455 7.4  507,112 9.8  760,109 8.0 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  130   128   237   

２．受取配当金  1,475   3,140   6,381   

３．受取家賃  1,429   4,747   5,182   

４．消耗品売却収入  1,082   －   1,992   

５．作業屑等売却収入  －   2,528   7,997   

６．その他  4,408 8,527 0.2 3,158 13,704 0.3 3,711 25,502 0.2 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  18,377   14,833   33,272   

２．その他  2,981 21,359 0.5 4,751 19,585 0.4 6,369 39,642 0.4 

経常利益   337,623 7.1  501,231 9.7  745,968 7.8 

Ⅵ 特別利益           

１．投資有価証券売却益   －   3   13,499   

２．前期損益修正益   －   4,117   －   

３．貸倒引当金戻入額   － － － 5 4,126 0.1 － 13,499 0.2 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産処分損 ※１ 2,071   6,370   6,318   

２．投資有価証券売却損  2   －   －   

３．投資有価証券評価損  －   860   －   

４．減損損失 ※２ － 2,073 0.0 921,325 928,555 18.0 － 6,318 0.1 

税金等調整前中間（当期）
純利益又は中間純損失
（△） 

  335,549 7.1  △423,197 △8.2  753,149 7.9 

法人税、住民税及び事業税  49,000   177,886   205,725   

法人税等調整額  57,326 106,326 2.3 △38,795 139,091 2.7 22,694 228,420 2.4 

中間（当期）純利益又は
中間純損失（△）   229,222 4.8  △562,288 △10.9  524,729 5.5 

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の    

要約連結剰余金計算書 

（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） 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  1,574,026 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期

末）残高 
  1,574,026  1,574,026  1,574,026 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,661,994  2,105,083  1,661,994 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

   中間（当期）純利益  229,222 229,222 － － 524,729 524,729 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  68,969  68,774  68,969  

２．役員賞与  12,670  12,280  12,670  

３．中間純損失  － 81,639 562,288 643,343 － 81,639 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期

末）残高 
  1,809,577  1,461,740  2,105,083 

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

（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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  

（△純損失） 
 335,549 △423,197 753,149 

減価償却費  141,181 131,639 297,244 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △8 103 406 

未払賞与の増加額（△減少額）  △7,738 17,297 △11,786 

退職給付引当金の増加額  53,099 54,347 133,641 

役員退職慰労引当金の増加額  4,170 2,660 16,670 

受取利息及び受取配当金  △1,606 △3,269 △6,618 

支払利息  18,377 14,833 33,272 

投資有価証券売却益   － △3 △13,499 

固定資産処分損  2,071 6,370 6,318 

減損損失  － 921,325 － 

投資有価証券評価損   － 860 － 

売上債権の増加額  △1,182,366 △271,321 △1,232,925 

たな卸資産の減少額（△増加額）  52,574 △151,536 △320,267 

仕入債務の増加額（△減少額）  △173,467 4,558 20,039 

未払消費税等の増加額（△減少額）  37,246 △38,078 46,667 

役員賞与の支払額  △12,670 △12,280 △12,670 

その他  5,762 52,715 116,828 

小計  △727,822 307,027 △173,527 

利息及び配当金の受取額  1,606 3,269 6,618 

利息の支払額  △17,544 △14,478 △32,432 

法人税等の支払額  △14,372 △165,235 △35,352 

法人税等の還付による収入  20,825 － － 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △737,308 130,579 △234,694 

 



  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

（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） 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  △12,952 － △12,952 

定期預金の払戻による収入  22,958 － 32,901 

有形固定資産の取得による支出  △124,285 △93,871 △202,556 

有形固定資産の売却による収入  168,285 － 168,768 

無形固定資産の取得による支出  △20,930 △84,972 △161,725 

投資有価証券の取得による支出  △194 △860 △415 

投資有価証券の売却による収入  11 7 26,128 

短期貸付金の純減少額（△純増加額）  397 △475 △4,742 

長期貸付けによる支出  △10,000 △400 △10,000 

長期貸付金の回収による収入  134 2,717 7,832 

その他  30 － 1,503 

投資活動によるキャッシュ・フロー  23,455 △177,854 △155,258 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額（△純減少額）  △226,700 230,000 △236,700 

長期借入れによる収入  － － 100,000 

長期借入金の返済による支出  △258,528 △229,398 △397,926 

自己株式の取得による支出  △12,172 △207 △12,663 

配当金の支払額  △67,637 △67,702 △68,058 

その他  － △120 △746 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △565,038 △67,428 △616,094 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  123 2,206 715 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △1,278,767 △112,497 △1,005,331 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,816,907 811,576 1,816,907 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
 538,140 699,078 811,576 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（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 (イ)連結子会社の数    ５社 

連結子会社の名称 

・東亜バルブ株式会社 

・東亜エンジニアリング株式

会社 

・トウアサービス株式会社 

・株式会社高田製鋼所 

・トウアバルブオーバーシー

ズＰＴＥ．ＬＴＤ．（シン

ガポール）  

(イ)連結子会社の数    ５社 

同左 

(イ)連結子会社の数    ５社 

同左 

 (ロ)非連結子会社の名称 

 該当ありません。 

(ロ)非連結子会社の名称 

同左 

(ロ)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 同左 

    

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日は、い

ずれも３月31日であり、中間連結

決算日と一致しております。 

同左  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。 

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 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

(イ)有価証券 

同左 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

 ａ．時価のあるもの 

 中間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） 

 ａ．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） 

 ｂ．時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 ｂ．時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 (ロ)たな卸資産 

① 製品及び仕掛品 

 主として個別法による低価

法 

(ロ)たな卸資産 

同左 

(ロ)たな卸資産 

同左 

 ② 原材料及び貯蔵品 

 主として移動平均法による

低価法 

  

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(イ)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。 

建物及び構築物  28年～41年 

機械装置及び運搬具 

５年～12年 

(イ)有形固定資産 

同左 

(イ)有形固定資産 

同左 

 (ロ)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。 

(ロ)無形固定資産 

同左 

(ロ)無形固定資産 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

(イ)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。 

(イ)貸倒引当金 

同左 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 (ロ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め当中間連結会計期間末におけ

る退職給付債務見込額及び年金

資産残高に基づき、当中間連結

会計期間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。 

(ロ)退職給付引当金 

同左 

(ロ)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。 

 (ハ)役員退職慰労引当金 

 当社及び主要な連結子会社の

役員の退職による慰労金支給に

備えるため、内規に基づく中間

連結会計期間末要支給見積額を

計上しております。 

(ハ)役員退職慰労引当金 

同左 

(ハ)役員退職慰労引当金 

 当社及び主要な連結子会社の

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。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（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又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間連

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、中間連

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  外貨建金銭債権債務は、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。 

(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 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 同左 

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

(イ)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。 

(イ)消費税等の会計処理 

同左 

(イ)消費税等の会計処理 

同左 

 (ロ)連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しており

ます。 

(ロ)連結納税制度の適用 

同左 

(ロ)連結納税制度の適用 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・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  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。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

      表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

 ─────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」(企業会

計審議会 平成14年８月９日)及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業

会計審議会適用指針第６号 平成15年３月

31日)を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は

20,406千円増加し、税金等調整前中間純利

益は900,918千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産

の金額から直接控除しております。 

 ───── 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月１日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

──────  

  

  

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」に含めて表示し

ておりました「作業屑等売却収入」（前中間連結会計期間 408千

円）については、営業外収益の100分の10超となったため、当中間

連結会計期間より区分掲記しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
6,254,999千円 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
6,317,445千円

※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及び対応債務

は、次のとおりであります。 

※２．担保に供している資産 

 担保に供している資産及び対応債務

は、次のとおりであります。 

※２．担保に供している資産 

 担保に供している資産及び対応債務

は、次のとおりであります。 

建物及び構築物（千
円） 

328,841 
(309,941) 

機械装置及び運搬具 
（千円） 

176,109 
(176,109) 

土地（千円） 
190,742 
(3,702) 

その他（工具器具及
び備品）（千円） 

508 
(508) 

計 
696,202 
(490,263) 

建物及び構築物（千
円） 

291,260 
(291,260) 

機械装置及び運搬具 
（千円） 

156,181 
(156,181) 

土地（千円） 
116,395 
(3,702) 

その他（工具器具及
び備品）（千円） 

451 
(451) 

計 
564,289 
(451,596) 

建物及び構築物（千
円） 

319,486 
(301,951) 

機械装置及び運搬具 
（千円） 

167,017 
(167,017) 

土地（千円） 
190,742 
(3,702) 

その他（工具器具及
び備品）（千円） 

474 
(474) 

計 
677,721 
(473,146) 

［対応債務］ ［対応債務］ ［対応債務］ 

短期借入金（千円） 
1,039,196 
(999,200) 

長期借入金（千円） 
309,618 
(289,600) 

計 
1,348,814 
(1,288,800) 

短期借入金（千円） 
1,076,118 
(1,056,100) 

長期借入金（千円） 
83,500 
(83,500) 

計 
1,159,618 
(1,139,600) 

短期借入金（千円） 
1,071,916 
(1,031,900) 

長期借入金（千円） 
195,300 
(195,300) 

計 
1,267,216 
(1,227,200) 

 上記表の金額欄のうち（ ）書きは内

書きで工場財団抵当及び対応債務を示し

ております。 

 上記表の金額欄のうち（ ）書きは内

書きで工場財団抵当及び対応債務を示し

ております。 

 上記表の金額欄のうち（ ）書きは内

書きで工場財団抵当及び対応債務を示し

ております。 

※３．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

金融機関と特定融資枠契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当中間連結

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

※３．当社は、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融資枠契

約を締結しております。これら契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

※３．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

金融機関と特定融資枠契約を締結してお

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 1,150,000千円 

当中間連結会計期間末

実行残高 
970,000 

差引額 180,000千円 

特定融資枠契約の総額 2,350,000千円

当中間連結会計期間末

実行残高 
1,350,000 

差引額 1,000,000千円

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 500,000千円



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

※１．固定資産処分損の内容は、次のとおり

であります。 

※１．固定資産処分損の内容は、次のとおり

であります。 

※１．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） （有形固定資産の除却によるもの） 

機械装置及び運搬具 1,772千円 

その他（工具器具及

び備品） 
298 

計 2,071千円 

建物及び構築物 113千円

機械装置及び運搬具 5,021  

その他（工具器具及

び備品） 
1,234 

計 6,370千円

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 6,318千円

※２．     ―――――  ※２．減損損失 

当中間連結会計期間において、当社企業

グループは一部の連結子会社の以下の資産

グループにおいて減損損失を計上しており

ます。 

場所 用途 種類 
その他 
（千円）

神戸市 
西区 

遊休 

土地 

建物及び
構築物 

54,347

19,256

三重県 
伊賀市 

生産設備

土地 

建物及び
構築物 

機械装置
及び運搬
具 

その他  

（工具器
具及び備
品） 

254,156

501,542

85,374

 

6,647

※２．     ―――――  

   当社企業グループは、遊休資産について

は個別の単位で、それ以外の資産について

は事業区分をもとに他の資産グループから

概ね独立したキャッシュ・フローを生み出

す最小の単位でそれぞれグルーピングを行

い、減損の兆候について判定を行っており

ます。 

 その結果、具体的な活用予定の無い遊休

資産及び営業損益が継続してマイナスとな

っている資産グループで将来、損益の回復

が見込めないものについて、上記のとおり

減損損失を計上しております。 

 なお、減損損失の算定は、正味売却価額

を回収可能価額として算出しております。 

  



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（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中間連結会計期間末

残高と中間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中間連結会計期間末

残高と中間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連結会計年度末残高

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 538,073千円 

有価証券勘定 10,010 

計 548,083 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△9,943 

現金及び現金同等物 538,140 

現金及び預金勘定 689,067千円

有価証券勘定 10,011 

計 699,078 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
－  

現金及び現金同等物 699,078 

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ヶ月を超

える定期預金 
－  

現金及び現金同等物 811,576 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（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 

 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 

 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） （借主側） （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中間連結会計期間

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、減損損失累計額相当

額及び中間連結会計期間末残高相当額 

(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 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間連
結会計
期間末
残高相
当額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

37,580 29,476 8,103 

無形固定資産 
（ソフトウェ
ア） 

397,456 140,836 256,619 

合計 435,036 170,312 264,723 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間連
結会計
期間末
残高相
当額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

20,580 17,149 3,430 

その他 
（工具器具及
び備品）  

4,575 533 4,041 

無形固定資産
（ソフトウェ
ア） 

400,863 216,152 184,711 

合計 426,018 233,836 192,182 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

20,580 15,434 5,145 

その他 
（工具器具及
び備品）  

4,575 76 4,498 

無形固定資産
（ソフトウェ
ア） 

397,456 180,582 216,874 

合計 422,611 196,093 226,517 

(2) 未経過リース料中間連結会計期間末残

高相当額 

(2) 未経過リース料中間連結会計期間末残

高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 84,236千円 

１年超 183,367 

合計 267,603 

１年以内 82,509千円

１年超 112,582 

合計 195,091 

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、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

(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 46,069千円 

減価償却費相当額 42,871千円 

支払利息相当額 3,851千円 

支払リース料 45,030千円

減価償却費相当額 42,202千円

支払利息相当額 2,787千円

支払リース料 91,849千円

減価償却費相当額 85,652千円

支払利息相当額 7,086千円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

① 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。 

① 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

① 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

② 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。 

② 利息相当額の算定方法 

同左 

② 利息相当額の算定方法 

同左 

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成17年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注） 株式等の減損処理にあたっては、当該期間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) 期末日の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 

…期末日より２期以上に亘り継続した場合には減損処理を行う。 

(2) 期末日の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

合は減損処理を行わない。 

（当中間連結会計期間末）（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注）１．株式等の減損処理にあたっては、当該期間末日の時価（時価のないものについては実質価額）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) 期末日の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 

…期末日より２期以上に亘り継続した場合には減損処理を行う。 

(2) 期末日の時価（時価のないものについては実質価額）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

合は減損処理を行わない。 

２．当中間連結会計期間において、時価評価されない非上場株式について860千円の減損処理を行っております。 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 311,134 420,617 109,482 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 38,606 50,541 11,935 

合計 349,741 471,158 121,417 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 2,500 

ＭＭＦ 10,010 

合計 12,510 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 311,130 714,207 403,076 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 27,074 32,719 5,644 

合計 338,204 746,926 408,721 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 1,640 

ＭＭＦ 10,011 

合計 11,651 



（前連結会計年度末）（平成17年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注） 株式等の減損処理にあたっては、当該期間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) 当該期末日の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) 当該期末日の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。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３

月31日）及び前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）において、ヘッジ会計を適用しているため該当事項はあり

ません。 

種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 311,134 598,332 287,197 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 26,213 30,071 3,857 

合計 337,348 628,403 291,054 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 2,500 

ＭＭＦ 10,010 

合計 12,510 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３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 

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5,369千円であり、当社の販売費及び一般管理費でありま

す。 

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３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 

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14,848千円であり、当社の販売費及び一般管理費であり

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） 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 834,516 3,282,344 617,931 4,734,792 － 4,734,792 

(2) セグメント間の内部売上高  

又は振替高 
546,762 － 159,051 705,813 △705,813 － 

計 1,381,279 3,282,344 776,983 5,440,606 △705,813 4,734,792 

営業費用 1,588,884 2,814,389 811,947 5,215,221 △830,883 4,384,337 

営業利益又は営業損失（△） △207,604 467,955 △34,964 225,385 125,069 350,455 

(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 

 
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 1,148,424 3,223,074 784,136 5,155,635 － 5,155,635 

(2) セグメント間の内部売上高  

又は振替高 
384,288 － 180,231 564,520 △564,520 － 

計 1,532,712 3,223,074 964,368 5,720,156 △564,520 5,155,635 

営業費用 1,650,548 2,652,515 984,746 5,287,810 △639,287 4,648,523 

営業利益又は営業損失（△） △117,835 570,559 △20,377 432,346 74,766 507,112 

(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 



前連結会計年度（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。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成

18年３月31日）及び前連結会計年度（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に占める日本の割合が90％を越えるため、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】 

（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……………中国、香港、タイ、台湾、韓国、マレーシア、シンガポール 

(2) その他の地域……アメリカ、オーストラリア、ブラジル、メキシコ 

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。 

 前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）及び前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成

17年９月30日）において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

 
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 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 10,460,378 △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 

(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 

当中間連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年３月31日）  

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 333,717 205,012 538,730 

Ⅱ 連結売上高（千円）     5,155,635 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
6.5 4.0 10.4 



（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（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 206,432円48銭

１株当たり中間純利益 9,994円07銭

１株当たり純資産額 198,808円43銭

１株当たり中間純損失 24,528円15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 22,347円42銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純利益につ

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株当たり中間純利益につ

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株当たり中間純利益の算定上の基礎 １株当たり中間純損失の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

中間連結損益計算書上

の中間純利益 
229,222千円 

普通株式に係る中間純

利益 
229,222千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

  － 

普通株式の期中平均株

式数 
22,935.88株 

中間連結損益計算書上

の中間純損失 
562,288千円 

普通株式に係る中間純

損失 
562,288千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

  － 

普通株式の期中平均株

式数 
22,924.22株 

連結損益計算書上の当

期純利益 
524,729千円 

普通株式に係る当期純

利益 
512,449千円 

普通株主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 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

   至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

   至 平成17年９月30日） 

――――― 当社は、平成18年４月11日開催の当社取

締役会において、第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債（転換社債型新株予約権

付社債間限定同順位特約付）の発行および

その要項を下記の内容で決議し、同年４月

27日に発行いたしました。 

１. 発行総額 金９億円(各社債の額面金額

5,000万円) 

２. 発行価額 額面100円につき金100円 

３. 利率   利息は付さない。 

４. 払込期日 平成18年４月27日 

５. 新株予約権の内容  

――――― 

  

(1) 新株予約権の目的である株式の種類お

よび数 

新株予約権の目的である株式の種類は当

社普通株式とし、その行使請求により当社

が当社普通株式を新たに発行またはこれに

代えて当社の有する当社普通株式を移転

（以下当社普通株式の発行または移転を

「交付」という。）する数は、行使請求に

係る社債の発行価額の総額を下記(4)②記載

の転換価額（ただし、下記(4)③または④に

よって修正または調整された場合は修正後

または調整後の転換価額）で除して得られ

る数とする。この場合に１株の100分の１未

満の端数（当社が適用法令に従い当社の取

締役会の決議により株式の分割と同時に単

元株式数についての定款の定めを設けた場

合（以下「単元株採用の場合」という。）

には、１株未満の端数）を生じたときはこ

れを切り捨て、現金による調整は行わな

い。また、１株の100分の１の整数倍の端数

（単元株採用の場合には、単元未満株式）

を生じたときは、端株として商法に定める

端株の買取請求権が行使されたものとして

（単元株採用の場合には、商法に定める単

元未満株式の買取請求権が行使されたもの

として）現金により精算する。なお、適用

法令に従い新株予約権の行使により生じた

１株未満の端数につき現金により精算する

場合には、かかる現金の金額の算出の結果

生じる１円未満の端数は切り捨てるものと

する。 

(2) 発行する新株予約権の総数   18個  

(3) 新株予約権の発行価額       

無償とする。 

(4) 新株予約権の行使に際して払込をなす

べき額  

 

  

① 新株予約権１個の行使に際して払込を

なすべき額は、各社債の発行価額と同

額とする。  

② 新株予約権の行使に際して払込をなす

べき１株あたりの額（以下「転換価

額」という。）は、当初金301,000円と

する。ただし、転換価額は下記③また

は④に定めるところに従い修正または

調整されることがある。  

 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

   至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

   至 平成17年９月30日） 

――――― ③ 新株予約権付社債の発行後、毎月第３

金曜日（以下「決定日」という。）の

翌取引日以降、転換価額は、決定日ま

で（当日を含む。）の５連続取引日

（ただし、終値のない日は除き、決定

日が取引日でない場合には、決定日の

直前の取引日までの５連続取引日とす

る。以下「時価算定期間」という。）

の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の毎日の終値

（気配表示を含む。）の平均値の90%に

相当する金額（円位未満小数第２位ま

で算出し、小数第２位を切り捨てる。

以下「修正後転換価額」という。）に

修正される。なお、時価算定期間内

に、下記④で定める転換価額の調整事

由が生じた場合には、修正後転換価額

は、新株予約権付社債の社債要項に従

い当社が適当と判断する値に調整され

る。ただし、かかる算出の結果、修正

後転換価額が150,500円（以下「下限転

換価額」という。ただし、下記④によ

る調整を受ける。）を下回る場合に

は、修正後転換価額は下限転換価額と

し、修正後転換価額が451,500円（以下

「上限転換価額」という。ただし、下

記④による調整を受ける。）を上回る

場合には、修正後転換価額は上限転換

価額とする。  

④ 転換価額は、新株予約権付社債の発行

後、当社が時価を下回る発行価額また

は処分価額をもって当社普通株式を新

たに発行しまたは当社の有する当社普

通株式を処分する場合（ただし、当社

普通株式に転換される証券もしくは転

換できる証券または当社普通株式の交

付を請求できる新株予約権（新株予約

権付社債に付されたものを含む。）の

転換または行使による場合を除く。）

には、次に定める算式により調整され

る。なお、次の算式において「既発行

株式数」は、当社の発行済普通株式数

から、当社の有する当社普通株式数を

控除した数とする。  

また、転換価額は、当社普通株式の分

割もしくは併合または時価を下回る価額を

もって当社普通株式に転換される証券もし

くは転換できる証券または当社普通株式の

交付を請求できる新株予約権もしくは新株

予約権付社債の発行が行われる場合等にも

適宜調整される。   

    
既発

行 

株式

数 

＋

新発行・ 

処分株式数 
×

１株当たり
の 

発行・処分
価額 

調整
後 
転換
価額 

＝

調整
前 
転換
価額 

×

時価 

既発行株式数＋新発行・処分株式数

―――――  

 



前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

   至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

   至 平成17年９月30日） 

――――― (5) 新株予約権の行使請求期間  

平成18年４月28日から平成20年４月24

日まで。  

――――― 

  (6) その他の新株予約権行使の条件  

当社が下記６(2)もしくは(3)により社

債を繰上償還する場合または当社が下記６

(4)記載の新株予約権付社債の社債権者の

請求により社債を繰上償還する場合には、

償還日の前銀行営業日の銀行営業時間終了

時以後新株予約権を行使することはでき

ず、当社が社債につき期限の利益を喪失し

た場合には、期限の利益の喪失日以降新株

予約権を行使することはできない。また、

各新株予約権の一部行使はできないものと

する。  

  

  
(7) 新株予約権の消却事由および消却の条件 

消却事由は定めない。 
 

  

(8) 新株予約権の発行価額を無償とする理

由およびその行使に際して払込をなすべ

き額の算定理由  

新株予約権は、転換社債型新株予約権

付社債に付されたものであり、社債からの

分離譲渡はできず、かつ新株予約権が行使

されると代用払込により社債は消滅するな

ど、社債と新株予約権が相互に密接に関連

することを考慮し、また、新株予約権に内

在する理論的な経済的価値と、社債の利

率、繰上償還および発行価額等のその他の

発行条件により当社が得ることのできる経

済的価値とを勘案して、その発行価額を無

償とした。また、新株予約権付社債が転換

社債型新株予約権付社債であることから、

新株予約権1個の行使に際して払込をなす

べき額は各社債の発行価額と同額とし、当

初転換価額は平成18年４月10日の株式会社

東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値と同額とした。  

 

  

(9) 代用払込に関する事項  

商法第341条ノ３第１項第７号および第

８号により、新株予約権を行使したときは

社債の全額の償還に代えて当該新株予約権

の行使に際して払込をなすべき額の全額の

払込がなされたものとする請求があったも

のとみなす。  

 

  

６. 償還の方法および期限  

(1) 社債は、平成20年４月25日にその総額

を償還する。 ただし、繰上償還に関し

ては、下記(2)乃至(4)に定めるところに

よる。  

(2) 当社は、当社が株式交換または株式移

転により他の会社の完全子会社となるこ

とを当社の株主総会で決議した場合、新

株予約権付社債の社債権者に対して、償

還日から30日以上60日以内の事前通知を

行った上で、当該株式交換または株式移

転の効力発生日以前に、その時点におい

て未償還の社債の全部（一部は不可）を

額面100円につき次の金額で繰上償還す

る。  

 

 



(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

   至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

   至 平成17年９月30日） 

――――― 平成18年４月28日から平成19年４

月27日までの期間については金101

円  

平成19年４月28日から平成20年４

月24日までの期間については金100

円  

(3) 当社は、平成18年４月28日以降、その

選択により、新株予約権付社債の社債権

者に対して償還日から10営業日以上60日

以内の事前通知を行った上で、その時点

において未償還の社債の全部（一部は不

可）を繰上償還することができる。この

場合の償還価額は社債の額面100円につ

き金100円とする。  

(4) 新株予約権付社債の社債権者は、平成

18年４月28日以降、その選択により、当

社に対して償還日から30日以上60日以内

の事前通知を行い、かつ当社の定める請

求書に繰上償還を請求しようとする社債

を表示し、請求の年月日等を記載してこ

れに記名捺印した上、繰上償還を請求し

ようとする新株予約権付社債券を添えて

償還金支払場所に提出することにより、

その保有する社債の全部または一部を繰

上償還することを、当社に対して請求す

る権利を有する。この場合の償還価額は

社債の額面100円につき金100円とす

る。  

７. 募集方法  

第三者割当の方法により、全額を日興

シティグループ証券株式会社に割り当て

る。 

――――― 

  
８. 上記各項については証券取引法による届

出の効力発生を条件とする。  
 



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  150,416   190,255   257,393   

２．未収入金  49,777   104,153   148,363   

３．繰延税金資産  4,127   4,250   5,473   

４．短期貸付金  552,512   2,502,384   783,528   

５．その他  2,292   6,732   1,767   

流動資産合計   759,126 14.6  2,807,776 38.6  1,196,526 21.2 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 5,081   20,884   22,542   

２．無形固定資産  3,375   6,396   2,951   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  10,256   11,180   10,771   

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

(3) 長期前払費用  517   320   415   

(4) 繰延税金資産  120   －   24   

(5) その他  －   202   10   

計  4,431,585   4,432,394   4,431,912   

固定資産合計   4,440,041 85.4  4,459,676 61.4  4,457,406 78.8 

資産合計   5,199,168 100.0  7,267,452 100.0  5,653,932 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．短期借入金 ※3.4 550,171   2,471,005   840,471   

２．１年内返済予定の長期借
入金 

※３ 36,000   36,000   36,000   

３．未払金  43,085   31,624   40,413   

４．未払費用  7,608   9,631   7,346   

５．未払法人税等  17,247   111,295   122,344   

６．未払消費税等 ※２ 3,629   3,311   4,042   

７．その他  5,307   8,024   2,211   

流動負債合計   663,051 12.7  2,670,892 36.8  1,052,830 18.6 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金  52,000   16,000   34,000   

２．退職給付引当金  3,141   3,330   3,363   

３．役員退職慰労引当金  36,060   48,110   43,920   

４．繰延税金負債  ―   69   ―   

固定負債合計   91,201 1.8  67,509 0.9  81,283 1.5 

負債合計   754,253 14.5  2,738,402 37.7  1,134,114 20.1 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,290,000 24.8  1,290,000 17.8  1,290,000 22.8 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  322,500   322,500   322,500   

２．その他資本剰余金  2,486,191   2,486,191   2,486,191   

資本剰余金合計   2,808,691 54.0  2,808,691 38.6  2,808,691 49.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１．中間（当期）未処分利益  358,974   443,524   434,193   

利益剰余金合計   358,974 6.9  443,524 6.1  434,193 7.7 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   3 0.0  286 0.0  177 0.0 

Ⅴ 自己株式   △12,754 △0.2  △13,452 △0.2  △13,244 △0.2 

資本合計   4,444,914 85.5  4,529,050 62.3  4,519,818 79.9 

負債資本合計   5,199,168 100.0  7,267,452 100.0  5,653,932 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益           

関係会社受取配当金   40,140 100.0  91,080 100.0  118,143 100.0 

Ⅱ 販売費及び一般管理費 ※１  5,369 13.4  14,848 16.3  10,407 8.8 

営業利益   34,770 86.6  76,231 83.7  107,735 91.2 

Ⅲ 営業外収益           

１．受取利息  2,517   8,856   7,110   

２．受取手数料  16,472   17,588   33,518   

３．その他  1,069 20,060 50.0 2,086 28,531 31.3 3,183 43,812 37.1 

Ⅳ 営業外費用           

１．支払利息  1,258   1,258   2,432   

２．その他  49 1,308 3.3 5 1,263 1.4 63 2,496 2.1 

経常利益   53,522 133.3  103,499 113.6  149,051 126.2 

税引前中間（当期）純利益   53,522 133.3  103,499 113.6  149,051 126.2 

法人税、住民税及び事業税  6,000   24,152   27,678   

法人税等調整額  △2,346 3,654 9.1 1,242 25,394 27.9 △3,715 23,963 20.3 

中間（当期）純利益   49,868 124.2  78,104 85.7  125,088 105.9 

前期繰越利益   309,105   365,419   309,105  

中間（当期）未処分利益   358,974   443,524   434,193  

           



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

有価証券 

(1) 子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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。 

有価証券 

(1) 子会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

有価証券 

(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．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 

(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 

(2) 無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権等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 

(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、当中間会計期間末における

退職給付債務見込額及び年金資

産残高に基づき、当中間会計期

間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 

(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。 

 (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、内規に基づく中

間会計期間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 

(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。 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

４．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 同左 

５．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 同左 

６．その他中間財務諸表作成

のための基本となる重要な

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 

(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 

(2) 連結納税制度の適用 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 ─────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」(企業会計審

議会 平成14年８月９日)及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計

審議会適用指針第６号 平成15年３月31日)

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

 ───── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成17年３月31日）、当中間会計期間末（平成18年３月31日）及び前事業年度末（平成17年９月30日）におい

て、子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
4,764千円 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
12,525千円

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
9,303千円

※２．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、未払消費税等として表示してお

ります。 

※２．消費税等の取扱い 

同左 

※２．     ─────    

※３.      ─────    ※３．担保提供資産                 

  銀行より資金借入のために、連結子会

社の東亜バルブ株式会社が同社の保有固

定資産で組成している工場財団451,596

千円を、当該銀行に対して担保提供して

おります。 

 なお、これに対応する借入債務は短期

借入金及び１年内返済予定の長期借入金

902,000千円であります。 

※３.       ─────    

※４.      ─────    ※４．当社は、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

づく当中間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

  

特定融資枠契約の総額 2,350,000千円

当中間会計期間末実行

残高 
1,350,000 

差引額 1,000,000千円

※４.       ─────    

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 

   有形固定資産 1,788千円 

   無形固定資産 424千円 

   有形固定資産 3,222千円

   無形固定資産 424千円

   有形固定資産 6,327千円

   無形固定資産 848千円



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

――――― 当社は、平成18年４月11日開催の当社

取締役会において、第１回無担保転換社債

型新株予約権付社債（転換社債型新株予約

権付社債間限定同順位特約付）の発行およ

びその要項を下記の内容で決議し、同年４

月27日に発行いたしました。 

１. 発行総額 金９億円(各社債の額面金額

5,000万円) 

２. 発行価額 額面100円につき金100円 

３. 利率   利息は付さない。 

４. 払込期日 平成18年４月27日 

５. 新株予約権の内容  

――――― 

  

(1)新株予約権の目的である株式の種類お

よび数 

新株予約権の目的である株式の種類は

当社普通株式とし、その行使請求により当

社が当社普通株式を新たに発行またはこれ

に代えて当社の有する当社普通株式を移転

（以下当社普通株式の発行または移転を

「交付」という。）する数は、行使請求に

係る社債の発行価額の総額を下記(4)②記

載の転換価額（ただし、下記(4)③または

④によって修正または調整された場合は修

正後または調整後の転換価額）で除して得

られる数とする。この場合に１株の100分

の１未満の端数（当社が適用法令に従い当

社の取締役会の決議により株式の分割と同

時に単元株式数についての定款の定めを設

けた場合（以下「単元株採用の場合」とい

う。）には、１株未満の端数）を生じたと

きはこれを切り捨て、現金による調整は行

わない。また、１株の100分の１の整数倍

の端数（単元株採用の場合には、単元未満

株式）を生じたときは、端株として商法に

定める端株の買取請求権が行使されたもの

として（単元株採用の場合には、商法に定

める単元未満株式の買取請求権が行使され

たものとして）現金により精算する。な

お、適用法令に従い新株予約権の行使によ

り生じた１株未満の端数につき現金により

精算する場合には、かかる現金の金額の算

出の結果生じる１円未満の端数は切り捨て

るものとする。 

(2) 発行する新株予約権の総数   18個  

(3) 新株予約権の発行価額  無償とする。 

(4) 新株予約権の行使に際して払込をなす

べき額  

 

  

① 新株予約権１個の行使に際して払込を

なすべき額は、各社債の発行価額と同

額とする。 

② 新株予約権の行使に際して払込をなす

べき１株あたりの額（以下「転換価

額」という。）は、当初金301,000円と

する。ただし、転換価額は下記③また

は④に定めるところに従い修正または

調整されることがある。  

 

 



前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

――――― ③ 新株予約権付社債の発行後、毎月第３

金曜日（以下「決定日」という。）の

翌取引日以降、転換価額は、決定日ま

で（当日を含む。）の５連続取引日

（ただし、終値のない日は除き、決定

日が取引日でない場合には、決定日の

直前の取引日までの５連続取引日とす

る。以下「時価算定期間」という。）

の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の毎日の終値

（気配表示を含む。）の平均値の90%に

相当する金額（円位未満小数第２位ま

で算出し、小数第２位を切り捨てる。

以下「修正後転換価額」という。）に

修正される。なお、時価算定期間内

に、下記④で定める転換価額の調整事

由が生じた場合には、修正後転換価額

は、新株予約権付社債の社債要項に従

い当社が適当と判断する値に調整され

る。ただし、かかる算出の結果、修正

後転換価額が150,500円（以下「下限転

換価額」という。ただし、下記④によ

る調整を受ける。）を下回る場合に

は、修正後転換価額は下限転換価額と

し、修正後転換価額が451,500円（以下

「上限転換価額」という。ただし、下

記④による調整を受ける。）を上回る

場合には、修正後転換価額は上限転換

価額とする。 

④ 転換価額は、新株予約権付社債の発行

後、当社が時価を下回る発行価額また

は処分価額をもって当社普通株式を新

たに発行しまたは当社の有する当社普

通株式を処分する場合（ただし、当社

普通株式に転換される証券もしくは転

換できる証券または当社普通株式の交

付を請求できる新株予約権（新株予約

権付社債に付されたものを含む。）の

転換または行使による場合を除く。）

には、次に定める算式により調整され

る。なお、次の算式において「既発行

株式数」は、当社の発行済普通株式数

から、当社の有する当社普通株式数を

控除した数とする。  

また、転換価額は、当社普通株式の分

割もしくは併合または時価を下回る価額を

もって当社普通株式に転換される証券もし

くは転換できる証券または当社普通株式の

交付を請求できる新株予約権もしくは新株

予約権付社債の発行が行われる場合等にも

適宜調整される。   

    
既発

行 

株式

数 

＋

新発行・ 

処分株式数 
×

１株当たり
の 

発行・処分
価額 

調整
後 
転換
価額 

＝

調整
前 
転換
価額 

×

時価 

既発行株式数＋新発行・処分株式数

――――― 

 



前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

―――――  (5) 新株予約権の行使請求期間  

平成18年４月28日から平成20年４月24

日まで。 

―――――  

  (6) その他の新株予約権行使の条件  

当社が下記６(2)もしくは(3)により社

債を繰上償還する場合または当社が下記６

(4)記載の新株予約権付社債の社債権者の

請求により社債を繰上償還する場合には、

償還日の前銀行営業日の銀行営業時間終了

時以後新株予約権を行使することはでき

ず、当社が社債につき期限の利益を喪失し

た場合には、期限の利益の喪失日以降新株

予約権を行使することはできない。また、

各新株予約権の一部行使はできないものと

する。  

  

  
(7) 新株予約権の消却事由および消却の条件 

消却事由は定めない。 
 

  

(8) 新株予約権の発行価額を無償とする理

由およびその行使に際して払込をなすべ

き額の算定理由  

新株予約権は、転換社債型新株予約権

付社債に付されたものであり、社債からの

分離譲渡はできず、かつ新株予約権が行使

されると代用払込により社債は消滅するな

ど、社債と新株予約権が相互に密接に関連

することを考慮し、また、新株予約権に内

在する理論的な経済的価値と、社債の利

率、繰上償還および発行価額等のその他の

発行条件により当社が得ることのできる経

済的価値とを勘案して、その発行価額を無

償とした。また、新株予約権付社債が転換

社債型新株予約権付社債であることから、

新株予約権1個の行使に際して払込をなす

べき額は各社債の発行価額と同額とし、当

初転換価額は平成18年４月10日の株式会社

東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値と同額とした。  

 

  

(9) 代用払込に関する事項  

商法第341条ノ３第１項第７号および第

８号により、新株予約権を行使したときは

社債の全額の償還に代えて当該新株予約権

の行使に際して払込をなすべき額の全額の

払込がなされたものとする請求があったも

のとみなす。  

 

  

６. 償還の方法および期限  

(1) 社債は、平成20年４月25日にその総額

を償還する。 ただし、繰上償還に関し

ては、下記(2)乃至(4)に定めるところに

よる。  

(2) 当社は、当社が株式交換または株式移

転により他の会社の完全子会社となるこ

とを当社の株主総会で決議した場合、新

株予約権付社債の社債権者に対して、償

還日から30日以上60日以内の事前通知を

行った上で、当該株式交換または株式移

転の効力発生日以前に、その時点におい

て未償還の社債の全部（一部は不可）を

額面100円につき次の金額で繰上償還す

る。  

 

 



前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

――――― 平成18年４月28日から平成19年４

月27日までの期間については金101円 

平成19年４月28日から平成20年４

月24日までの期間については金100円 

(3) 当社は、平成18年４月28日以降、その

選択により、新株予約権付社債の社債権

者に対して償還日から10営業日以上60日

以内の事前通知を行った上で、その時点

において未償還の社債の全部（一部は不

可）を繰上償還することができる。この

場合の償還価額は社債の額面100円につ

き金100円とする。 

(4) 新株予約権付社債の社債権者は、平成

18年４月28日以降、その選択により、当

社に対して償還日から30日以上60日以内

の事前通知を行い、かつ当社の定める請

求書に繰上償還を請求しようとする社債

を表示し、請求の年月日等を記載してこ

れに記名捺印した上、繰上償還を請求し

ようとする新株予約権付社債券を添えて

償還金支払場所に提出することにより、

その保有する社債の全部または一部を繰

上償還することを、当社に対して請求す

る権利を有する。この場合の償還価額は

社債の額面100円につき金100円とす

る。  

７. 募集方法  

第三者割当の方法により、全額を日興

シティグループ証券株式会社に割り当て

る。 

――――― 

  
８. 上記各項については証券取引法による届

出の効力発生を条件とする。 
 



(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期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。 

 (2) 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。 

 (3) 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。 

 (4) 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。 

 (5) 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。 

 (6) 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。 

 (7) 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。 

 (8) 有価証券報告書及びその添付書類                  平成17年12月22日近畿財務局長に提出 

事業年度（第６期）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 (9) 臨時報告書                            平成18年４月７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１項および第２項第19号（連

結会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）の規定に基づく臨時報告書であります。 

(10) 有価証券届出書                          平成18年４月11日近畿財務局長に提出 

株式会社トウアバルブグループ本社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社

債間限定同順位特約付）発行に係る有価証券届出書であります。 

(11) 臨時報告書                            平成18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。  



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。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成17年６月23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中間連結会計期間（平成16

年10月１日から平成17年３月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

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３月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を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、中間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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成18年６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17年10月１日から平成18年９月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17

年10月１日から平成18年３月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

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18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報  

１．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間連結会計期間から固

定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間連結財務諸表を作成してい

る。  

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年４月11日開催の取締役会において、第１回無担保転換

社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同年４月27日に発行した。  

 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、中間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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成17年６月23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期事業年度の中間会計期間（平成16年

10月１日から平成17年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間

監査を行った。この中間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中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社トウアバルブグループ本社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平

成16年10月１日から平成17年３月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を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、中間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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成18年６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17年10月１日から平成18年９月30日までの第７期事業年度の中間会計期間（平成17年

10月１日から平成18年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間

監査を行った。この中間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中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社トウアバルブグループ本社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平

成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報  

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年４月11日開催の取締役会において、第１回無担保転換社

債型新株予約権付社債の発行を決議し、同年４月27日に発行した。  

 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、中間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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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