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1. 2021年5月期の業績（2020年6月1日～2021年5月31日）

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年5月期 17,558 △5.8 788 △22.2 982 △16.7 673 △9.2

2020年5月期 18,639 △2.3 1,012 △11.8 1,178 △11.1 741 △18.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年5月期 188.21 ― 3.1 3.6 4.5

2020年5月期 204.49 ― 3.5 4.3 5.4

（参考） 持分法投資損益 2021年5月期 ―百万円 2020年5月期 ―百万円

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年5月期 27,210 22,102 81.2 6,189.34

2020年5月期 27,745 21,693 78.2 5,980.46

（参考） 自己資本 2021年5月期 22,102百万円 2020年5月期 21,693百万円

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年5月期 1,837 △1,018 △502 4,109

2020年5月期 717 △242 37 3,792

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

2020年5月期 ― 50.00 ― 50.00 100.00 362 48.9 1.7

2021年5月期 ― 50.00 ― 50.00 100.00 357 53.1 1.6

2022年5月期(予想) ― 50.00 ― 50.00 100.00 63.8

3. 2022年 5月期の業績予想（2021年 6月 1日～2022年 5月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 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

第2四半期(累計) 7,800 △16.5 240 △58.9 340 △50.5 240 △49.0 67.21

通期 16,500 △6.0 540 △31.5 800 △18.6 560 △16.9 156.81



※ 注記事項

(1) 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 　：　無

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

(2) 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） 2021年5月期 3,832,800 株 2020年5月期 3,832,800 株

② 期末自己株式数 2021年5月期 261,665 株 2020年5月期 205,377 株

③ 期中平均株式数 2021年5月期 3,579,849 株 2020年5月期 3,627,429 株

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、現時点において当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づい

ており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は、世界経済・為替相場変動等の様々な不確定要因により、予想数値と異な

る可能性があります。

　なお、詳細は（添付資料）３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

(１）当期の経営成績の概況
　当期におけるわが国経済は、持ち直しの動きもみられるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然

として厳しい状況にあり、景気の先行きは不透明な状況が続きました。

　当社の主要な受注先の造船業界では、新造船市況は依然として低調な状態が続いており、さらに、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大が事業活動にさまざまな制約を与え、当社を取り巻く環境は大変厳しい状況にありまし

た。このような経営環境のなか、当社は、造船関連に加え、発電プラント関連においても積極的な受注活動に取り

組み、修理やメンテナンス関連の部品注文獲得にも注力しました。

　新型コロナウイルス感染症の影響でございますが、海外への渡航制限や一部の案件で納期延期がありましたが、

受注高・売上高への影響は限定的でありました。また、資材調達に関してもほとんど影響はございません。

　当期における受注高は、16,609百万円（対前年同期比13.5％減）となり、2,599百万円前年同期を下回りました。

品種別にみますと、自動調節弁8,158百万円、バタフライ弁4,448百万円、遠隔操作装置4,002百万円となり、対前年

同期比では、自動調節弁466百万円、バタフライ弁1,055百万円、遠隔操作装置1,077百万円の減少となりました。

　売上高では、17,558百万円（対前年同期比5.8％減）となり、1,080百万円前年同期を下回りました。品種別で

は、自動調節弁8,001百万円、バタフライ弁4,985百万円、遠隔操作装置4,571百万円となり、対前年同期比では、自

動調節弁981百万円、バタフライ弁11百万円、遠隔操作装置88百万円の減少となりました。輸出関連の売上高は、

2,587百万円となり、前年同期を236百万円下回りました。当期末の受注残高は期首に比べて948百万円減の10,055百

万円となりました。

　利益面では、営業利益は788百万円（対前年同期比22.2％減）、経常利益は982百万円（対前年同期比16.7％

減）、当期純利益は673百万円（対前年同期比9.2％減）といずれも前年同期を下回りました。

(２）当期の財政状態の概況
　当期末の資産合計は、前期末と比べ534百万円減少の27,210百万円となりました。これは主として、現金及び預金

が1,316百万円、有価証券が897百万円それぞれ増加したものの、売上債権が1,759百万円、投資有価証券が721百万

円、繰延税金資産が112百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

　負債合計は、前期末と比べ943百万円減少の5,108百万円となりました。これは主として、仕入債務が830百万円減

少したこと等によるものであります。

　純資産合計は、前期末と比べ409百万円増加の22,102百万円となりました。これは主として、当期純利益が673百

万円、配当金の支払359百万円により、利益剰余金が19,661百万円となったこと、自己株式の取得141百万があった

こと、また、その他有価証券評価差額金が529百万円（前期末と比べ237百万円の増加）となったこと等によるもの

であります。

(３）当期のキャッシュ・フローの概況
　営業活動によるキャッシュ・フローは主として、税引前当期純利益が979百万円（対前年同期比9.4％減）であ

り、減価償却費241百万円（対前年同期比7.4％減）、売上債権の減少による収入1,759百万円（前年同期は売上債権

の増加による支出832百万円）があった一方、仕入債務の減少による支出830百万円（前年同期は仕入債務の増加に

よる収入387百万円）、法人税等の支払額336百万円（対前年同期比10.2％増）があったこと等により、1,837百万円

の収入（対前年同期比156.0％増）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは主として、有価証券の償還による収入3,500百万円（対前年同期比59.1％

増）、投資有価証券の償還による収入1,960百万円（対前年同期比292.0％増）があった一方、有価証券の取得によ

る支出5,404百万円（対前年同期比99.5％増）、投資有価証券の取得による支出904百万円（対前年同期比45.7％

減）、有形及び無形固定資産の取得による支出171百万円（対前年同期比67.9％減）があったこと等により、1,018

百万円の支出（対前年同期比320.8％増）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは主として、配当金の支払額360百万円（対前年同期比0.6％減）、自己株式

の取得による支出141百万円（前年同期は0.1百万円の支出)があったこと等により、502百万円の支出（前年同期は

37百万円の収入）となりました。

　以上により、現金及び現金同等物は期首と比べて316百万円の増加となり、期末残高は4,109百万円（対前年同期

比8.4％増）となりました。
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(４）今後の見通し
　国内の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況が続くことが見込まれます。受注環境も厳

しい状況にありますが、積極的に受注獲得に努め、生産性向上活動にも継続して取り組み、計画の達成を目指して

まいります。

　次期の予想といたしましては、売上高165億円、営業利益540百万円、経常利益800百万円、当期純利益560百万円

を見込んでおります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社は、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で財務諸表を作成する方

針であります。

　なお、今後につきましては、外国人株主比率の推移及び国内の同業他社の国際会計基準の適用動向等を踏まえ、国

際会計基準の適用について検討を進めていく方針であります。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当事業年度
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,793,447 6,109,652

受取手形 286,790 191,718

電子記録債権 2,559,886 1,721,649

売掛金 5,808,865 4,982,268

有価証券 3,204,936 4,102,088

商品及び製品 833,290 908,728

仕掛品 1,390,030 1,359,671

原材料及び貯蔵品 1,494,447 1,393,283

前渡金 500,000 500,000

前払費用 1,604 4,300

その他 57,808 30,182

貸倒引当金 △43,290 △34,480

流動資産合計 20,887,818 21,269,062

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 627,737 576,620

構築物（純額） 118,772 98,566

機械及び装置（純額） 364,275 358,191

車両運搬具（純額） 1,696 886

工具、器具及び備品（純額） 92,318 91,507

土地 1,704,512 1,704,512

建設仮勘定 447,043 446,901

有形固定資産合計 3,356,356 3,277,186

無形固定資産

ソフトウエア 44,039 50,443

電話加入権 3,027 3,027

その他 2,393 2,259

無形固定資産合計 49,459 55,730

投資その他の資産

投資有価証券 3,052,763 2,331,447

関係会社株式 29,000 29,000

従業員に対する長期貸付金 2,820 －

破産更生債権等 13,823 1,763

繰延税金資産 230,457 118,252

その他 136,428 130,309

貸倒引当金 △13,823 △1,763

投資その他の資産合計 3,451,468 2,609,009

固定資産合計 6,857,285 5,941,925

資産合計 27,745,103 27,210,988

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当事業年度
(2021年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 46,675 39,508

電子記録債務 2,389,128 1,657,080

買掛金 1,146,752 1,055,367

短期借入金 800,000 800,000

未払金 149,041 132,742

未払費用 106,039 107,633

前受金 83,680 58,729

賞与引当金 236,000 243,000

製品保証引当金 186,000 175,000

未払法人税等 189,257 146,704

未払消費税等 12,990 －

その他 16,623 17,387

流動負債合計 5,362,187 4,433,155

固定負債

長期借入金 400,000 400,000

退職給付引当金 175,148 160,076

役員退職慰労引当金 45,160 45,160

資産除去債務 39,853 40,529

その他 29,098 29,098

固定負債合計 689,259 674,865

負債合計 6,051,447 5,108,020

純資産の部

株主資本

資本金 1,150,000 1,150,000

資本剰余金

資本準備金 515,871 515,871

その他資本剰余金

自己株式処分差益 963,715 963,715

資本剰余金合計 1,479,586 1,479,586

利益剰余金

利益準備金 287,500 287,500

その他利益剰余金

別途積立金 8,000,000 8,000,000

繰越利益剰余金 11,059,823 11,373,638

利益剰余金合計 19,347,323 19,661,138

自己株式 △575,454 △717,103

株主資本合計 21,401,456 21,573,621

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 292,199 529,346

評価・換算差額等合計 292,199 529,346

純資産合計 21,693,655 22,102,967

負債純資産合計 27,745,103 27,210,988
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当事業年度
(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

売上高 18,639,400 17,558,484

売上原価

製品期首たな卸高 1,118,629 833,290

当期製品製造原価 9,401,247 9,059,290

当期製品仕入高 5,946,421 5,790,127

合計 16,466,298 15,682,707

製品期末たな卸高 833,290 908,728

製品売上原価 15,633,007 14,773,979

売上総利益 3,006,392 2,784,504

販売費及び一般管理費

販売手数料 47,188 68,883

運賃及び荷造費 426,552 393,053

給料及び手当 645,154 635,658

福利厚生費 121,851 121,697

賞与引当金繰入額 57,725 55,987

退職給付費用 26,349 21,292

通信費 17,661 17,601

旅費及び交通費 47,633 22,501

減価償却費 16,291 15,021

租税公課 59,171 57,884

研究開発費 79,017 169,101

貸倒引当金繰入額 17,844 △8,824

その他 431,445 426,531

販売費及び一般管理費合計 1,993,887 1,996,389

営業利益 1,012,504 788,115

営業外収益

受取利息 15,831 20,965

受取配当金 44,458 44,029

不動産賃貸料 128,776 128,776

為替差益 1,519 3,270

雑収入 14,946 37,348

営業外収益合計 205,531 234,389

営業外費用

支払利息 3,658 3,918

固定資産除却損 354 689

不動産賃貸費用 35,106 34,715

雑損失 － 692

営業外費用合計 39,118 40,016

経常利益 1,178,917 982,488

特別損失

投資有価証券評価損 97,466 3,200

特別損失合計 97,466 3,200

税引前当期純利益 1,081,451 979,288

法人税、住民税及び事業税 370,000 298,000

法人税等調整額 △30,332 7,542

法人税等合計 339,667 305,542

当期純利益 741,784 673,745

（２）損益計算書
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(単位：千円)

株主資本
評価・換算

差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金資本準備金

その他資
本剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

自己株式
処分差益

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,150,000 515,871 963,715 287,500 8,000,000 10,680,783 △575,339 21,022,530 224,988

当期変動額

剰余金の配当 △362,744 △362,744

当期純利益 741,784 741,784

自己株式の取得 △114 △114

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

67,211

当期変動額合計 - - - - - 379,040 △114 378,925 67,211

当期末残高 1,150,000 515,871 963,715 287,500 8,000,000 11,059,823 △575,454 21,401,456 292,199

(単位：千円)

株主資本
評価・換算

差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金資本準備金

その他資
本剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

自己株式
処分差益

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,150,000 515,871 963,715 287,500 8,000,000 11,059,823 △575,454 21,401,456 292,199

当期変動額

剰余金の配当 △359,931 △359,931

当期純利益 673,745 673,745

自己株式の取得 △141,649 △141,649

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

237,146

当期変動額合計 - - - - - 313,814 △141,649 172,165 237,146

当期末残高 1,150,000 515,871 963,715 287,500 8,000,000 11,373,638 △717,103 21,573,621 529,346

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

当事業年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当事業年度
(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 1,081,451 979,288

減価償却費 261,150 241,943

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,844 △8,824

賞与引当金の増減額（△は減少） － 7,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） 34,000 △11,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,799 △15,071

受取利息及び受取配当金 △60,290 △64,994

支払利息 3,658 3,918

固定資産除却損 354 689

投資有価証券評価損益（△は益） 97,466 3,200

売上債権の増減額（△は増加） △832,536 1,759,905

たな卸資産の増減額（△は増加） 124,366 56,085

仕入債務の増減額（△は減少） 387,550 △830,599

その他 △154,073 △21,750

小計 957,142 2,099,790

利息及び配当金の受取額 69,586 78,233

利息の支払額 △3,841 △3,949

法人税等の支払額 △305,189 △336,463

営業活動によるキャッシュ・フロー 717,697 1,837,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 2,000,000 －

有価証券の取得による支出 △2,709,536 △5,404,831

有価証券の償還による収入 2,200,000 3,500,000

投資有価証券の取得による支出 △1,666,452 △904,887

投資有価証券の償還による収入 500,000 1,960,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △535,432 △171,744

その他 △30,631 2,870

投資活動によるキャッシュ・フロー △242,052 △1,018,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 400,000 －

自己株式の取得による支出 △114 △141,649

配当金の支払額 △362,689 △360,416

財務活動によるキャッシュ・フロー 37,196 △502,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 512,841 316,951

現金及び現金同等物の期首残高 3,279,858 3,792,700

現金及び現金同等物の期末残高 3,792,700 4,109,652

（４）キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（追加情報）

（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響について）

新型コロナウイルス感染症の拡大は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象でありますが、当事業年度にお

ける当社の業績等への影響は限定的でありました。今後の当該感染症の広がり方や収束時期等を予測することは困

難であります。翌事業年度末には収束するとの仮定の下、会計上の見積りを行っております。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（セグメント情報）

　　　　当社は、バルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載は省略しております。

前事業年度
（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当事業年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

１株当たり純資産額 5,980.46円 6,189.34円

１株当たり当期純利益 204.49円 188.21円

前事業年度
（自　2019年６月１日

至　2020年５月31日）

当事業年度
（自　2020年６月１日

至　2021年５月31日）

当期純利益（千円） 741,784 673,745

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 741,784 673,745

普通株式の期中平均株式数（株） 3,627,429 3,579,849

（１株当たり情報）

　　（注）１．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。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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４．その他

(１)役員の異動

　１．代表者の異動

　　該当事項はありません。

　２．その他の役員の異動（2021年８月27日付予定）

　　①新任監査役候補者

　　　監査役（非常勤）　　藤井 秀延（現　東リ株式会社　社外取締役）

　　（注）藤井秀延氏は、会社法第２条第16号に規定する社外監査役候補者であります。

　　②退任予定監査役

　　　社外監査役（非常勤）今西 章雄
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期　　別
2020年５月期

（2019/6～2020/5）

2021年５月期

（2020/6～2021/5） 比　　較

品　　種 金　  　額  構成比％ 金　  　額  構成比％

自 動 調 節 弁

バ タ フ ラ イ 弁

遠 隔 操 作 装 置

     8,792,627

     4,890,343

     4,561,172

    48.2

    26.8

    25.0

     7,929,394

     4,940,087

     4,529,881

    45.6

    28.4

    26.0

    △863,233

       49,744

     △31,291

合　　計     18,244,142    100.0     17,399,362    100.0     △844,780

期　　別
2020年５月期

（2019/6～2020/5）

2021年５月期

（2020/6～2021/5） 比　　較

品　　種 金　  　額  構成比％ 金　  　額  構成比％

自 動 調 節 弁

バ タ フ ラ イ 弁

遠 隔 操 作 装 置

     8,625,048

     5,503,951

     5,080,299

    44.9

    28.7

    26.4

     8,158,186

     4,448,717

     4,002,598

    49.1

    26.8

    24.1

    △466,862

   △1,055,234

   △1,077,701

合　　計     19,209,298    100.0     16,609,501    100.0    △2,599,797

期　　別
2020年５月期

（2020/5）

2021年５月期

（2021/5） 比　　較

品　　種 金　  　額  構成比％ 金　  　額  構成比％

自 動 調 節 弁

バ タ フ ラ イ 弁

遠 隔 操 作 装 置

     3,783,744

     4,186,365

     3,034,250

    34.4

    38.0

    27.6

     3,940,019

     3,649,817

     2,465,540

    39.2

    36.3

    24.5

      156,275

    △536,548

    △568,710

合　　計     11,004,359    100.0     10,055,376    100.0     △948,983

期　　別
2020年５月期

（2019/6～2020/5）

2021年５月期

（2020/6～2021/5） 比　　較

品　　種 金　  　額  構成比％ 金　  　額  構成比％

自 動 調 節 弁

バ タ フ ラ イ 弁

遠 隔 操 作 装 置

     8,983,119

     4,996,292

     4,659,989

    48.2

    26.8

    25.0

     8,001,911

     4,985,265

     4,571,308

    45.6

    28.4

    26.0

    △981,208

     △11,027

     △88,681

合　　計     18,639,400    100.0     17,558,484    100.0   △1,080,916

うち輸出高      2,824,255     15.2      2,587,279     14.7     △236,975

(２)生産、受注及び販売の状況

１．生産実績
                                                                                           (単位：千円）

２．受注状況
                                           受 注 高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円）

                                           受 注 残 高
(単位：千円）

３．販売実績
(単位：千円）
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