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平成１８年１２月期 個別中間財務諸表の概要  平成１８年１１月９日 

 

上場会社名 日本パワーファスニング株式会社 上場取引所 大阪証券取引所（市場第二部） 

コード番号 ５９５０ 本社所在都道府県 大 阪 府 
（ＵＲＬ http://www.jpf-net.co.jp） 
代  表  者 役職名  代 表 取 締 役 社 長 氏名 土 肥 雄 治 
問合せ先責任者 役職名  取締役専務執行役員 氏名 狩 野 利 昭   TEL (06)6442-0951 

決算取締役会開催日 平成１８年１１月 ９日  配当支払開始日 平成 －年 －月 －日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）       

１．１８年９月中間期の業績（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日） 

（１）経営成績 (百万円単位の記載金額は単位未満を切捨てて表示しております｡) 

 売上高 営業利益  経常利益 

 百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％

18年９月中間期

17年９月中間期 

２，９４６ 

２，８９８ 

1.7

2.6

１４０ 

６３ 

121.2

△46.2

１４１ 

６１ 

    130.8

   △47.6

1 8 年 ３ 月 期 ５，９２５ １６８   １５５   

 

 
中間(当期)純利益 

１株当たり 

中間(当期)純利益 

 百万円  ％        円    銭 

18年９月中間期 

17年９月中間期 

△４４ 

２９   

－

△42.8

△２  ５１ 

１  ６３ 

1 8 年 ３ 月 期    ７１ ４   ０３ 

（注）①期中平均株式数   18年９月中間期 17,840,896株   17年９月中間期 17,813,063株   18年３月期 17,796,856株 

      ②会計処理の方法の変更 ････ 無 

   ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

（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

18年９月中間期

17年９月中間期 

８,９５２ 

９,５１６ 

５,１１０ 

５,２３１ 

５７.１ 

５５.０ 

２８６ ０６ 

２９４ ２１ 

1 8 年 ３ 月 期 ９,１４８ ５,１８５ ５６.７ ２９１ ７０ 

（注）①期末発行済株式数   18年９月中間期 17,865,601株   17年９月中間期 17,780,764株   18年３月期 17,776,010株 

      ②期末自己株式数    18年９月中間期    822,939株   17年９月中間期  907,776株   18年３月期  912,530株 

 

２．１８年１２月期の業績予想（平成１８年４月１日～平成１８年１２月３１日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円

通  期 ４，７００ ２２０ １０ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  ０円  ５６銭 

 

３.配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期 － 4.00 4.00

18年12月期（予想） － 4.00 4.00
 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因

によって予想数値と異なる場合があります。 



６ 中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

  
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
増減 

前中間会計期間末 
（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） 

金額 
（千円） 

構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  556,292  363,428 △192,864 487,711 

２．受取手形 ※５ 575,010 613,870 38,860 428,946 

３．売掛金  598,169 650,581 52,411 631,056 

４．たな卸資産  660,713 691,659 30,946 805,568 

５. 関係会社短期貸付
金 

 95,210 162,410 67,200 95,960 

６．仮払消費税等  － － － 139,113 

７．繰延税金資産  66,583 67,099 515 74,688 

８．その他  322,955 371,469 48,513 436,524 

貸倒引当金  △590 △210 380 △590 

流動資産合計  2,874,345 31.4 2,920,308 32.6 45,963 3,098,980 32.6

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※２    

(1)建物 ※３ 1,003,956 970,799 △33,157 1,033,534 

(2)機械及び装置  192,803 195,525 2,722 233,056 

(3)土地 ※３ 1,877,489 1,735,221 △142,268 1,877,489 

(4)その他  142,413 134,708 △7,705 150,757 

有形固定資産合計  3,216,663 3,036,254 △180,409 3,294,838 

２．無形固定資産  20,165 19,103 △1,062 19,526 

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券 ※３ 657,382 760,314 102,932 633,552 

(2)関係会社株式  1,634,492 1,634,492 － 1,634,492 

(3)関係会社長期貸
付金 

 470,620 355,440 △115,180 517,850 

(4)差入保証金  39,913 39,574 △339 40,737 

(5)繰延税金資産  40,914 2,145 △38,768 88,695 

(6)その他  226,894 215,782 △11,111 222,022 

貸倒引当金  △33,128 △31,178 1,950 △36,278 

投資その他の資産
合計 

 3,037,088 2,976,571 △60,516 3,101,070 

固定資産合計  6,273,916 68.6 6,031,928 67.4 △241,988 6,415,435 67.4

Ⅲ 繰延資産  － － － － － 1,647 0.0

資産合計  9,148,262 100.0 8,952,237 100.0 △196,025 9,516,063 100.0
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前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
増減 

前中間会計期間末 
（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） 

金額 
（千円） 

構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形  681,870 765,559 83,689 817,210 

２．買掛金  350,027 436,943 86,916 362,369 

３．短期借入金 ※３ 150,000 150,000 － 50,000 

４．一年内返済予定長
期借入金 

※３ 299,000 258,750 △40,250 342,200 

５．未払金  214,753 218,611 3,857 231,564 

６．未払費用  3,566 5,488 1,921 8,042 

７．未払法人税等  15,933 11,444 △4,488 11,286 

８．賞与引当金  27,000 30,800 3,800 41,200 

９．設備関係支払手形  3,820 17,200 13,380 69,628 

10．設備関係未払金  － 18,228 18,228 11,188 

11．預り消費税等  － － － 142,081 

12．その他  41,031 33,031 △8,000 20,403 

流動負債合計  1,787,004 19.5 1,946,058 21.7 159,054 2,107,174 22.1

Ⅱ 固定負債     

１．社債 ※３ 300,000 300,000 － 300,000 

２．長期借入金 ※３ 1,196,250 1,070,000 △126,250 1,328,750 

３．退職給付引当金  236,356 239,951 3,594 236,730 

４．長期未払金  137,478 66,529 △70,949 140,649 

５．預り保証金  27,828 27,828 － 27,778 

６．再評価に係る繰延
税金負債 

 234,097 191,276 △42,821 132,053 

７．その他  44,059 － △44,059 11,726 

固定負債合計  2,176,071 23.8 1,895,584 21.2 △280,486 2,177,687 22.9

負債合計  3,963,075 43.3 3,841,643 42.9 △121,432 4,284,862 45.0
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前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
増減 

前中間会計期間末 
（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） 

金額 
（千円） 

構成比
（％）

（資本の部）     

Ⅰ 資本金  2,550,000 27.9 － － － 2,550,000 26.8

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  1,251,111 － － 1,251,111 

２．その他資本剰余金  650,000 － － 650,000 

資本剰余金合計  1,901,111 20.8 － － － 1,901,111 20.0

Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金  264,584 － － 264,584 

２．任意積立金  233,692 － － 233,692 

３．中間(当期)未処分
利益 

 228,830 － － 186,102 

利益剰余金合計  727,107 7.9 － － － 684,379 7.2

Ⅳ 土地再評価差額金  92,766 1.0 － － － 194,811 2.1

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

 64,788 0.7 － － － 50,049 0.5

Ⅵ 自己株式  △150,587 △1.6 － － － △149,150 △1.6

資本合計  5,185,186 56.7 － － － 5,231,200 55.0

負債・資本合計  9,148,262 100.0 － － － 9,516,063 100.0
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  前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

増減 
前中間会計期間末 

（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） 

金額 
（千円） 

構成比
（％）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１. 資本金  － － 2,550,000 28.5 － － －

２. 資本剰余金     

(1) 資本準備金  － 1,251,111 － － 

(2) その他資本剰余
金 

 － 646,632 － － 

資本剰余金合計  － － 1,897,743 21.2 － － －

３. 利益剰余金     

(1) 利益準備金  － 264,584 － － 

(2) その他利益剰余
金 

    

圧縮記帳積立金  － 231,562 － － 

繰越利益剰余金  － 171,289 － － 

利益剰余金合計  － － 667,436 7.4 － － －

４. 自己株式  － － △136,105 △1.5 － － －

株主資本合計  － － 4,979,075 55.6 － － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１. その他有価証券
評価差額金 

 － － 66,801 0.8 － － －

２.  繰延ヘッジ損益  － － 28,253 0.3 － － －

３. 土地再評価差額
金 

 － － 36,463 0.4 － － －

評価・換算差額等合計  － － 131,518 1.5 － － －

純資産合計  － － 5,110,593 57.1 － － －

負債・純資産合計  － － 8,952,237 100.0 － － －
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

増減 
前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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） 

金額 
（千円） 

百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  2,898,059 100.0 2,946,813 100.0 48,753 5,925,171 100.0

Ⅱ 売上原価  2,196,369 75.8 2,218,373 75.3 22,004 4,525,170 76.4

売上総利益  701,689 24.2 728,439 24.7 26,749 1,400,000 23.6

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

 638,303 22.0 588,206 20.0 △50,096 1,231,959 20.8

営業利益  63,385 2.2 140,232 4.7 76,846 168,040 2.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 24,249 0.8 22,417 0.8 △1,831 36,251 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２ 26,131 0.9 20,686 0.7 △5,444 49,179 0.8

経常利益  61,503 2.1 141,963 4.8 80,459 155,113 2.6

Ⅵ 特別利益 ※３ 7,440 0.3 - - △7,440 7,440 0.1

Ⅶ 特別損失 ※4,5 10,778 0.4 206,930 7.0 196,152 10,778 0.2

税引前中間(当
期)純利益 

 58,165 2.0 △64,967 △2.2 △123,133 151,774 2.5

法人税、住民税
及び事業税 

 4,964 0.2 4,986 0.2 21 9,950 0.1

法人税等調整額 ※７ 24,181 0.8 △25,084 △0.9 △49,265 70,076 1.2

中間(当期)純利益  29,019 1.0 △44,869 △1.5 △73,889 71,747 1.2

前期繰越利益  157,130 157,130 

土地再評価差額
金取崩額 

 △47 △47 

中間（当期）未
処分利益 

 186,102 228,830 
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（3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）  （単位：千円）  

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 
その他利益剰余金 

 

 

資本金 資本 
準備金 

その他 
資本剰余金

資本剰余金
合計 

利益 
準備金 

圧縮記帳
積立金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金 

自己株式 

合計 

株主資本
合計 

平成18年３月31日 
残高 

2,550,000 1,251,111 650,000 1,901,111 264,584 233,692 228,830 727,107 △150,587 5,027,631

中間会計期間中の変
動額 

   

剰余金の配当 
（注） 

－ － － － － － △71,104 △71,104 － △71,104

圧縮記帳積立金の
取崩し（注） 

－ － － － － △2,129 2,129 － － －

土地再評価差額金
の取崩し 

－ － － － － － 56,303 56,303 － 56,303

中間純利益 
（△損失） 

－ － － － － － △44,869 △44,869 － △44,869

自己株式の取得 － － － － － － － － △882 △882

自己株式の処分 － － △3,367 △3,367 － － － － 15,364 11,997

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

－ － － － － － － － － －

中間会計期間中の変
動額合計 

－ － △3,367 △3,367 － △2,129 △57,541 △59,670 14,482 △48,556

平成18年９月30日 
残高 

2,550,000 1,251,111 646,632 1,897,743 264,584 231,562 171,289 667,436 △136,105 4,979,075

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証
券評価差額金 

繰延ヘッジ損
益 

土地再評価差
額金 

評価・換算差
額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 
残高 

64,788 － 92,766 157,555 5,185,186 

中間会計期間中の変
動額 

  

剰余金の配当 
（注） 

－ － － － △71,104 

圧縮記帳積立金の
取崩し（注） 

－ － － － － 

土地再評価差額金
の取崩し 

－ － － － 56,303 

中間純利益 
（△損失） 

－ － － － △44,869 

自己株式の取得 － － － － △882 

自己株式の処分 － － － － 11,997 

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

2,012 28,253 △56,303 △26,037 △26,037 

中間会計期間中の変
動額合計 

2,012 28,253 △56,303 △26,037 △74,593 

平成18年９月30日 
残高 

66,801 28,253 36,463 131,518 5,110,593 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

－  － 41



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式 ① 子会社株式及び関連会社株式 ① 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

② その他有価証券 ② その他有価証券 ② その他有価証券 

イ．時価のあるもの イ．時価のあるもの イ．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） 

 中間決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

 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） 

ロ．時価のないもの ロ．時価のないもの ロ．時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 先入先出法による原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産……定率法（ただし、平

成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額法）を採

用しております。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物          ７～50年 

機械及び装置      ２～12年 

  

(2）無形固定資産……定額法 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 ただし、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。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 売掛金等の債権の貸倒損失に備えるた

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。 

同左 同左 

(2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき当中間

会計期間負担額を計上しております。 

同左  従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき当期負

担額を計上しております。 

 

－  － 42



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）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及び年金

資産の見込額に基づき、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。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理す

ることとしております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により、それぞ

れ発生の翌期から費用処理することとし

ております。 

 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及び年金

資産の見込額に基づき、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。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理す

ることとしております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により、それぞ

れ発生の翌期から費用処理することとし

ております。 

 従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理す

ることとしております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により、それぞ

れの発生の翌期から費用処理することと

しております。 

（追加情報） 

 当社は、従来の退職金制度を見直し、

平成17年４月から退職給付制度の一部に

ついて確定拠出年金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処

理」(企業会計基準適用指針第１号)を適

用しております。 

 本移行に伴う影響額は、特別利益に

「退職給付終了益」として7,440千円計

上しております。 

 （追加情報） 

 当社は、従来の退職金制度を見直し、

平成17年４月から退職給付制度の一部に

ついて確定拠出年金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処

理」(企業会計基準適用指針第１号)を適

用しております。 

 本移行に伴う影響額は、特別利益に

「退職給付終了益」として7,440千円計

上しております。 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 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 ５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、特例処理の要件を充たしている金

利スワップについては特例処理を採用し

ております。 

同左 同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……通貨スワップ、金利ス

ワップ 

・ヘッジ手段……同左 ・ヘッジ手段……同左 

・ヘッジ対象……外貨建輸入予定取引、

借入金 

・ヘッジ対象……同左 ・ヘッジ対象……同左 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 

 取締役会の決議を経て、為替及び金利

の変動リスクを回避するためにヘッジを

行っております。なお、短期的な売買差

益を獲得する目的や投機目的のために単

独でデリバティブ取引を行うことはあり

ません。 

同左 同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 通貨スワップについては、ヘッジ対象

の予定取引に関する重要な条件が同一で

あり、為替変動による相関関係は確保さ

れているのでヘッジの有効性の判定は省

略しております。 

 金利スワップについては、ヘッジ対象

の相場変動又はキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計を比較

し、その変動額の比率によって有効性を

評価しております。 

 ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては有効性の評価を省略し

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 

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 

６．その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 税抜方式により処理しております。 同左 同左 

 

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 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（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） 

 当中間会計期間から、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」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10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。 

 当事業年度から、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｣（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10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。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

───── 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は5,082,340千円であります。 

なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

───── （中間貸借対照表） 

前中間会計期間まで「仮払消費税等」と「預り消費税等」を両建

のまま表示しておりましたが、当中間会計期間から「仮払消費税

等」(当中間会計期間133,021千円)と「預り消費税等」(当中間会計

期間139,579千円)を相殺のうえ流動負債の「その他」に含めて表示

しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 前事業年度末 
（平成18年３月31日） （平成18年９月30日） 

 １．受取手形割引高     230,238千円  １．受取手形割引高    130,218千円  １．受取手形割引高    130,101千円

※２．有形固定資産減価償却累計額 ※２．有形固定資産減価償却累計額 ※２．有形固定資産減価償却累計額 

3,676,891千円 3,596,311千円 3,636,540千円

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 
 

建物 689,641千円 

土地 1,695,013 

投資有価証券 317,725 

合計 2,702,380 
  

 
建物 647,253千円

土地 1,565,254 

投資有価証券 341,337 

合計 2,553,845 
  

 
建物 667,769千円

土地 1,695,013 

投資有価証券 337,784 

合計 2,700,567 
  

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務 
 

割引手形 46,775千円 

短期借入金 50,000 

一年内返済予定長期
借入金 

282,200
 

社債発行に対する銀
行保証 

300,000
 

長期借入金 1,138,750 

合計 1,817,725 
  

 
割引手形 90,064千円

短期借入金 150,000 

一年内返済予定長期
借入金 

198,750
 

社債発行に対する銀
行保証 

300,000
 

長期借入金 940,000 

合計 1,678,814 
  

 
割引手形 56,543千円

短期借入金 150,000

一年内返済予定長期
借入金 

239,000

社債発行に対する銀
行保証 

300,000

長期借入金 1,036,250

合計 1,781,793
  

 ４．保証債務  ４．保証債務  ４．保証債務 

 関係会社に対して次のとおり保証を

行っております。 

 関係会社に対して次のとおり保証を

行っております。 

 関係会社に対して次のとおり保証を

行っております。 

（銀行借入金） （銀行借入金） （銀行借入金） 

 
蘇州強力五金有限公
司 

606,544千円 

ジェイ・ピー・エ
フ・ワークス㈱ 

230,000 

近江ニスコ工業㈱ 107,160 

  

 
蘇州強力五金有限公
司 

669,000千円

ジェイ・ピー・エ
フ・ワークス㈱ 

200,000 

近江ニスコ工業㈱ 95,688 

  

 
蘇州強力五金有限公
司 

674,112千円

ジェイ・ピー・エ
フ・ワークス㈱ 

300,000 

近江ニスコ工業㈱ 99,958 

  
（仕入債務） （仕入債務） （仕入債務） 

 
ジェイ・ピー・エ
フ・ワークス㈱ 

2,011 

  

 
ジェイ・ピー・エ
フ・ワークス㈱ 

1,990 

  

 
ジェイ・ピー・エ
フ・ワークス㈱ 

3,671 

  
※５．    ───── ※５．中間会計期間末日満期手形 ※５．    ───── 

 中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、当中間会計期間の末日は金

融機関の休日でしたが、満期日に決済が

行われたものとして処理をしておりま

す。当該手形の金額は次の通りでありま

す。 

受取手形 38,576千円
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 8,654千円 

受取配当金 12,230 
  

 
受取利息 5,532千円

受取配当金 15,486 
  

 
受取利息 15,970千円

受取配当金 12,450 
  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 14,565千円 

社債利息 2,754 
  

 
支払利息 12,974千円

社債利息 2,754 
  

 
支払利息 28,534千円

社債利息 5,489 
  

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．    ───── ※３．特別利益のうち主要なもの 
 

退職給付終了益 7,440千円 
  

    
退職給付終了益 7,440千円

  
※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 
 

過年度保険金修正損 7,000千円 

建物等売却損 3,778 
 

 
厚生年金基金脱退一時金 171,843千円

減損損失 12,509 

固定資産売却損  

土地 8,309 

建物 1,686 

その他 170 

固定資産移設損失  

固定資産除却損  

機械及び装置 2,719 

工具器具 396 

建物 390 

固定資産廃棄処理費用 356 

設備移設費用 2,999 

会員権評価損 5,550 
 

 
過年度保険金修正損 7,000千円

建物等売却損 3,778 
  

※５．    ───── ※５．減損損失 ※５．    ───── 

 当中間会計期間において、当社は以

下の資産について減損損失を計上してお

ります。 

場所 用途 種類 減損損失

兵庫県

豊岡市

遊休 

（旧保養所）
土地 12,509千円

（経緯） 

上記の資産は遊休状態であり、今後

の使用見込みもなく、地価も下落してい

るため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別

損失に計上しております。 

（グルーピングの方法） 

資産のグルーピングは遊休資産につ

いては個別物件単位、事業資産について

は事業区分ごとに行っております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、不動産鑑定評価に準ずる方

法により評価しております。 

 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 
 

有形固定資産 70,055千円 

無形固定資産 2,241 
  

 
有形固定資産 60,225千円

無形固定資産 1,693 
  

 
有形固定資産 146,548千円

無形固定資産 4,603 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※７．法人税等調整額 ※７．法人税等調整額 ※７．    ───── 

 中間会計期間に係る法人税等調整額

は、当期において予定している利益処分

による圧縮記帳積立金の取崩しを前提と

して、当中間会計期間に係る金額を計算

しております。 

中間会計期間に係る法人税等調整額

は、当期において予定している圧縮記帳

積立金の取崩しを前提として、当中間会

計期間に係る金額を計算しております。

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加株

式数（千株） 

当中間会計期間減少株

式数（千株） 

当中間会計期間末株式数

（千株） 

普通株式(注) 912 3 93 822 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少93千株は、ストックオプションの権利行使による減少であります。 

 

（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式のうち

時価のあるものはないため、その記載は省略しております。 
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