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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】

回次
第117期

第１四半期連結
累計期間

第118期
第１四半期連結

累計期間
第117期

会計期間

自平成27年
　12月１日
至平成28年
　２月29日

自平成28年
　12月１日
至平成29年
　２月28日

自平成27年
　12月１日
至平成28年
　11月30日

売上高 （千円） 921,339 680,252 7,501,002

経常利益又は経常損失（△） （千円） △187,925 △260,999 419,623

親会社株主に帰属する四半期純損

失（△）又は親会社株主に帰属す

る当期純利益

（千円） △125,019 △187,650 226,304

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △171,005 △173,818 137,923

純資産額 （千円） 8,885,826 8,985,828 9,194,551

総資産額 （千円） 10,544,069 10,635,144 11,206,617

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり当期純利益

金額

（円） △7.20 △10.81 13.04

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 84.3 84.5 82.0

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２　売上高には消費税等は含まれておりません。

　　　　３　 第117期潜在株式調整後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。

　　　　　　第117期第１四半期連結累計期間及び第118期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式がないため、記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

（1）経営成績の分析

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府および日銀による財政、金融政策を背景に企業におけ

る設備投資や雇用環境に改善が見られ、景気は緩やかな回復基調となりました。一方、海外情勢は米国新政権に

よる政策動向と今後の国際市場へ及ぼす影響が懸念され、先行き不透明な状況で推移いたしました。

　発電プラント用バルブの製造販売およびメンテナンスを主要事業とする当社グループの事業環境におきまして

は、東日本大震災後、国内原子力発電所のうち数基が再稼働しておりますが、未だ当社の収益回復に寄与するま

でには至らず、引き続き厳しい環境下での事業活動を強いられております。

　このような環境の中、バルブ事業におきましては、石巻雲雀野火力発電所および中国の新設火力プラント案件

のほか、柏崎刈羽原子力発電所６号機および７号機向け震災対策弁の販売に注力しましたが、いずれも小規模な

案件にとどまり、売上高は前年同期に比べ減収となりました。

　また、メンテナンス事業におきましては、川内原子力発電所２号機の定期点検が売上に計上されたものの、全

体的に工事量が少なく、施工案件も小規模なものに終始したため、売上高は低調であった前年同期を下回りまし

た。

　損益面につきましては、バルブ事業、メンテナンス事業ともに売上高の絶対量不足が大きく影響したことから

営業損失を計上いたしました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高680百万円（前年同期比26.2％減）、営業損失286百

万円（前年同期は営業損失208百万円）、経常損失260百万円（前年同期は経常損失187百万円）、親会社株主に帰

属する四半期純損失187百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失125百万円）となりました。

 

（2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ571百万円減少し、10,635百万円と

なりました。この主な要因は、仕掛品が918百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が1,666百万円減少したこ

とによるものであります。

　負債合計は、前連結会計年度末と比べ362百万円減少し、1,649百万円となりました。この主な要因は、支払手形

及び買掛金が137百万円、未払法人税等が73百万円、未払費用が134百万円それぞれ減少したことによるものであり

ます。

　純資産合計は、前連結会計年度末と比べ208百万円減少し、8,985百万円となりました。この主な要因は、利益剰

余金が222百万円減少したことによるものであります。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

 

（4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は４百万円であります。
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第３【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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 59,400,000

計 59,400,000

（注）平成29年２月24日開催の第117回定時株主総会において、当社普通株式について10株を１株に併合する旨、及び

株式併合の効力発生日（平成29年６月１日）をもって、発行可能株式総数を59,400,000株から5,940,000株に変

更する定款変更を行う旨が承認可決されております。

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成29年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年４月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 17,930,000 同左

東京証券取引所

市場第二部

福岡証券取引所

単元株式数

1,000株

計 17,930,000 同左 ― ―

（注）平成29年２月24日開催の第117回定時株主総会において、株式併合の効力発生日（平成29年６月１日）をもっ

て、単元株式数を1,000株から100株に変更する定款変更を行う旨が承認可決されております。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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28年12月１日～

 平成29年２月28日
― 17,930,000 ― 1,286,250 ― 543,750

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成28年11月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成29年２月28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）  普通株式   570,000 ― ―

 完全議決権株式（その他）  普通株式 17,271,000 17,271 ―

 単元未満株式  普通株式    89,000 ― ―

 発行済株式総数          17,930,000 ― ―

 総株主の議決権  　　　　　― 17,271 ―

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権２個、すべて失

念株）、また「単元未満株式」の欄には、自己株式192株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29年２月28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）

 岡野バルブ製造㈱
 北九州市門司区中町１番14号 570,000 ― 570,000 3.2

計 ― 570,000 ― 570,000 3.2

 （注）平成29年２月28日現在の当社保有の自己株式数は570,867株であります。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19年内閣府

令第64号）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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年12月１日から平

成29年２月28日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年12月１日から平成29年２月28日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年11月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,729,828 1,788,779

受取手形及び売掛金 5,145,467 3,478,961

製品 133,328 115,084

仕掛品 1,239,985 2,158,173

原材料 99,210 98,587

その他 167,876 314,480

流動資産合計 8,515,697 7,954,067

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 556,535 539,755

機械装置及び運搬具（純額） 934,289 929,421

その他（純額） 375,823 371,998

有形固定資産合計 1,866,648 1,841,175

無形固定資産 24,361 25,547

投資その他の資産   

投資有価証券 461,330 486,592

繰延税金資産 239,769 228,433

その他 102,409 102,929

貸倒引当金 △3,600 △3,600

投資その他の資産合計 799,910 814,354

固定資産合計 2,690,920 2,681,077

資産合計 11,206,617 10,635,144
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年11月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年２月28日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 490,638 353,104

未払費用 236,452 101,672

未払法人税等 81,904 7,968

賞与引当金 28,200 63,600

その他の引当金 36,856 25,258

その他 123,112 109,276

流動負債合計 997,164 660,879

固定負債   

役員退職慰労引当金 236,519 235,301

退職給付に係る負債 775,886 752,647

その他 2,495 488

固定負債合計 1,014,901 988,436

負債合計 2,012,065 1,649,316

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,286,250 1,286,250

資本剰余金 543,750 543,750

利益剰余金 7,582,297 7,359,926

自己株式 △197,392 △197,577

株主資本合計 9,214,905 8,992,349

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44,513 53,892

退職給付に係る調整累計額 △64,867 △60,413

その他の包括利益累計額合計 △20,354 △6,521

純資産合計 9,194,551 8,985,828

負債純資産合計 11,206,617 10,635,144
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年12月１日
　至　平成28年２月29日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年12月１日
　至　平成29年２月28日)

売上高 921,339 680,252

売上原価 849,724 664,199

売上総利益 71,614 16,053

販売費及び一般管理費   

役員報酬 43,886 47,684

給料手当及び賞与 84,391 85,151

賞与引当金繰入額 15,022 14,017

退職給付費用 5,883 6,237

役員退職慰労引当金繰入額 4,112 4,250

減価償却費 6,135 7,132

その他 121,167 138,154

販売費及び一般管理費合計 280,599 302,627

営業損失（△） △208,985 △286,574

営業外収益   

受取利息 64 56

受取配当金 1,885 2,151

受取賃貸料 7,448 7,026

持分法による投資利益 8,446 11,922

その他 5,124 8,216

営業外収益合計 22,969 29,373

営業外費用   

支払利息 154 83

減価償却費 914 914

固定資産除却損 0 2,787

その他 840 12

営業外費用合計 1,909 3,798

経常損失（△） △187,925 △260,999

特別損失   

固定資産除却損 － 6,669

特別損失合計 － 6,669

税金等調整前四半期純損失（△） △187,925 △267,669

法人税、住民税及び事業税 4,198 3,779

法人税等調整額 △67,104 △83,797

法人税等合計 △62,906 △80,018

四半期純損失（△） △125,019 △187,650

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △125,019 △187,650
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年12月１日
　至　平成28年２月29日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年12月１日
　至　平成29年２月28日)

四半期純損失（△） △125,019 △187,650

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △48,362 9,378

退職給付に係る調整額 2,376 4,454

その他の包括利益合計 △45,986 13,832

四半期包括利益 △171,005 △173,818

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △171,005 △173,818

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであ

ります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年12月１日
至　平成28年２月29日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年12月１日
至　平成29年２月28日）

 

減価償却費

 

 

80,161千円

 

 

80,155千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年12月１日　至　平成28年２月29日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年２月26日

定時株主総会
普通株式 34,721 2.0 平成27年11月30日平成28年２月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年12月１日　至　平成29年２月28日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年２月24日

定時株主総会
普通株式 34,719 2.0 平成28年11月30日平成29年２月27日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年12月１日　至　平成28年２月29日）

１．報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額

（注１）

四半期連結損益

計算書計上額

（注２）
 バルブ事業

メンテナンス
事業

計

売上高      

(1）外部顧客への売上高 619,281 302,057 921,339 － 921,339

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 619,281 302,057 921,339 － 921,339

セグメント損失（△） △30,554 △33,920 △64,474 △144,511 △208,985

(注)　１. セグメント損失（△）の調整額△144,511千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２. セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　　　 　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年12月１日　至　平成29年２月28日）

１．報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額

（注１）

四半期連結損益

計算書計上額

（注２）
 バルブ事業

メンテナンス
事業

計

売上高      

(1）外部顧客への売上高 434,316 245,935 680,252 － 680,252

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 434,316 245,935 680,252 － 680,252

セグメント損失（△） △72,812 △64,212 △137,025 △149,548 △286,574

(注)　１. セグメント損失（△）の調整額△149,548千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２. セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　　　 　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年12月１日
至　平成28年２月29日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年12月１日
至　平成29年２月28日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △7円20銭 △10円81銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）
△125,019 △187,650

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損

失金額（△）（千円）
△125,019 △187,650

普通株式の期中平均株式数（株） 17,360,591 17,359,358

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式

がないため、記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成29年４月13日

　岡 野 バ ル ブ 製 造 株 式 会 社 

　取 締 役 会 　御 中  

 

 有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 甲斐　祐二　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田　秀敏　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている岡野バルブ製造

株式会社の平成28年12月１日から平成29年11月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成28年12月１日か

ら平成29年２月28日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年12月１日から平成29年２月28日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論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四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、岡野バルブ製造株式会社及び連結子会社の平成29年２月28日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　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）１．上記は四半期レビュー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（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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