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1. 2022年11月期第3四半期の連結業績（2021年12月1日～2022年8月31日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年11月期第3四半期 4,539 18.6 140 △15.1 198 △14.2 168 △5.5

2021年11月期第3四半期 3,827 4.9 165 ― 230 ― 178 ―

（注）包括利益 2022年11月期第3四半期　　186百万円 （3.4％） 2021年11月期第3四半期　　180百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後

1株当たり四半期純利益
円 銭 円 銭

2022年11月期第3四半期 101.14 ―

2021年11月期第3四半期 104.20 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2022年11月期第3四半期 11,922 9,042 75.8

2021年11月期 12,095 9,004 74.4

（参考）自己資本 2022年11月期第3四半期 9,042百万円 2021年11月期 9,004百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年11月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2022年11月期 ― 0.00 ―

2022年11月期（予想） 20.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2022年11月期の連結業績予想（2021年12月 1日～2022年11月30日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,090 21.2 246 △32.8 322 △27.7 235 △22.5 138.05

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年11月期3Q 1,793,000 株 2021年11月期 1,793,000 株

② 期末自己株式数 2022年11月期3Q 138,862 株 2021年11月期 98,762 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年11月期3Q 1,665,283 株 2021年11月期3Q 1,709,992 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、四
半期決算短信【添付資料】2ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染状況は緩やかに改善したものの、

長期化するウクライナ情勢に加えて急激な円安の進行が資源価格の高騰に追い打ちをかけるなど、国内外の経済は

予断を許さない状況が続きました。

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つきまして

は、政府が原子力発電の活用について検討することを示したことで、原子力発電所の再稼働や次世代原子力発電所

の技術開発など、原子力のエネルギー利用を取り巻く環境が大きく変化する機運が高まりました。しかしながら放

射性廃棄物の処分場の確保や原子力発電所の立地自治体の同意取り付けなど、従来からの課題解決への道筋は目途

が立っておらず、依然として不透明な状況であります。

このような事業環境の中、バルブ製造販売部門では、玄海原子力発電所３号機の特定重大事故等対処施設用弁、

女川原子力発電所２号機向け弁、柏崎刈羽原子力発電所６号機向け弁、バングラデシュのＭａｔａｒｂａｒｉ火力

発電所１号機、２号機向け弁など、国内外の販売が概ね計画通りに推移した結果、売上高は前年同期を大幅に上回

ることとなりました。

メンテナンス部門では、柏崎刈羽原子力発電所６号機、７号機の設備設置工事、女川原子力発電所２号機、３号

機の機器点検工事、福島第一原子力発電所６号機の点検工事などの売上を計上しましたが、中小規模案件が主体と

なったため、売上高は前年同期を下回ることとなりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,539百万円（前年同期比18.6％増）となりました。一方、

利益面につきましては、第３四半期に採算性の低い案件が集中したことから、営業利益140百万円（前年同期比

15.1％減）、経常利益198百万円（前年同期比14.2％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益168百万円（前年同

期比5.5％減）となりました。

なお、第１四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）

等を適用しております。このため前期比は基準の異なる算定方法に基づいた数値を用いております。詳細について

は、「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」を

ご参照ください。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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172百万円減少し、11,922百万円と

なりました。この主な要因は、現金及び預金が465百万円、仕掛品が151百万円増加した一方で、受取手形、売掛金

及び契約資産が677百万円、固定資産が114百万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210百万円減少し、2,879百万円となりました。この主な要因は、賞与引当

金が37百万円増加した一方で、長期借入金が234百万円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37百万円増加し、9,042百万円となりました。この主な要因は、利益剰

余金が105百万円増加した一方、自己株式の取得により純資産が86百万円減少したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

バルブ製造販売部門では、玄海原子力発電所４号機向けの機器販売や東海第二発電所、柏崎刈羽原子力発電所６

号機向けの弁販売など、国内案件を中心とした売上を予定しております。また、メンテナンス部門では、柏崎刈羽

原子力発電所６号機、７号機の設備設置工事、女川原子力発電所２号機、３号機の原子炉弁点検工事、苫東厚真発

電所１号機の補修工事などの売上を予定しており、期末にかけて売上高、利益面ともに期初予想値と同水準で推移

するものと見込んでおります。従いまして、現時点においては2022年１月14日に公表いたしました通期業績予想数

値に変更はありません。

ただし、これらの予想および進捗は今後の受注環境や顧客納期の変更、新型コロナウイルスによる調達品への影

響等、様々な要因により変動する可能性を含んでおります。今後の経過を注視しつつ、開示すべき事象が発生した

場合には速やかにお知らせいたします。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,893 4,358

受取手形及び売掛金 2,728 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 2,050

製品 122 88

仕掛品 1,263 1,415

原材料 139 132

その他 44 85

流動資産合計 8,192 8,133

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,461 1,439

機械装置及び運搬具（純額） 1,304 1,119

その他（純額） 317 313

有形固定資産合計 3,084 2,873

無形固定資産 32 46

投資その他の資産

投資有価証券 469 541

繰延税金資産 222 247

その他 97 84

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 786 869

固定資産合計 3,903 3,789

資産合計 12,095 11,922

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 206 153

１年内返済予定の長期借入金 312 312

未払費用 265 195

未払法人税等 25 50

賞与引当金 26 64

その他の引当金 17 28

その他 57 138

流動負債合計 911 943

固定負債

長期借入金 1,461 1,226

役員退職慰労引当金 45 36

退職給付に係る負債 672 672

固定負債合計 2,179 1,935

負債合計 3,090 2,879

純資産の部

株主資本

資本金 1,286 1,286

資本剰余金 543 543

利益剰余金 7,463 7,569

自己株式 △299 △386

株主資本合計 8,993 9,012

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 34

退職給付に係る調整累計額 10 △4

その他の包括利益累計額合計 11 29

純資産合計 9,004 9,042

負債純資産合計 12,095 11,922
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年12月１日
　至　2021年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年12月１日

　至　2022年８月31日)

売上高 3,827 4,539

売上原価 3,026 3,697

売上総利益 800 841

販売費及び一般管理費

役員報酬 70 69

給料手当及び賞与 223 237

賞与引当金繰入額 12 13

退職給付費用 9 10

役員退職慰労引当金繰入額 6 6

減価償却費 14 15

その他 298 348

販売費及び一般管理費合計 635 701

営業利益 165 140

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 7 7

持分法による投資利益 24 24

受取賃貸料 19 24

その他 25 14

営業外収益合計 76 70

営業外費用

支払利息 4 4

減価償却費 1 1

固定資産除却損 2 7

その他 2 0

営業外費用合計 11 13

経常利益 230 198

特別損失

臨時損失 27 -

特別損失合計 27 -

税金等調整前四半期純利益 203 198

法人税、住民税及び事業税 46 49

法人税等調整額 △20 △19

法人税等合計 25 29

四半期純利益 178 168

親会社株主に帰属する四半期純利益 178 168

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年12月１日
　至　2021年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年12月１日

　至　2022年８月31日)

四半期純利益 178 168

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8 33

退職給付に係る調整額 △5 △15

その他の包括利益合計 2 18

四半期包括利益 180 186

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 180 186

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

- 6 -

岡野バルブ製造㈱（6492）2022年11月期第3四半期決算短信



（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い工事契約を除き、履行義務

の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしております。ま

た、期間がごく短い工事契約および一時点で充足される履行義務は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認

識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合

(インプット法)で算出しており、進捗度が合理的に見積れない場合は合理的に見積ることのできる時まで原価回

収基準により収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、

収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従

ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識

会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約

変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、第１四半期連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の当

期首残高が29百万円減少しております。また、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上高は718

百万円増加し、売上原価は628百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ90

百万円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度

について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業

会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係

る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表への影響はあ

りません。

（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び

当該見積りに用いた仮定について、重要な変更はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年12月１日　至　2021年８月31日）

当社グループの報告セグメントは「バルブ事業」を主要な事業としており、その他の事業セグメントの重要

性が乏しいため、記載を省略しております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年12月１日　至　2022年８月31日）

　　当社グループの報告セグメントは「バルブ事業」を主要な事業としており、その他の事業セグメントの重要

　性が乏しいため、記載を省略しております。
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