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（財）財務会計基準機構会員  

平成１８年１２月期 中間決算短信（連結）                 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 
米国会計基準採用の有無  無 

１．１８年９月中間期の連結業績（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日） 

  (1) 連結経営成績 (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 

５，４９４ 

５，３８０ 

2.1

4.2

２２８ 

１９４ 

17.8

△19.6

 ２１８ 

２０８ 

5.1

△3.0

１ ８ 年 ３ 月 期 １０，９９６  ４６２   ４６４ 

 

 
中間(当期)純利益 

１株当たり 

中間(当期)純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益

 百万円  ％ 円     銭 円     銭 

18年９月中間期 

17年９月中間期 

△２３ 

９３ 

－ 

14.9 

△１  ３３ 

５  ２３ 

  
             ５  １５ 

１ ８ 年 ３ 月 期    １９４  １０    ６８ １０  ４７ 
（注） ①持分法投資損益 18年９月中間期    １百万円 17年９月中間期   ０百万円 18年３月期  ２百万円 

②期中平均株式数(連結) 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 

③会計処理の方法の変更・・・・無 

④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) 連結財政状態 

 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 

１３，１３０ 

１３，２６６ 

５，４９４ 

５，０６２ 

３８．７ 

３８．２ 

２８４  ６９ 

２８４  ７２ 

１ ８ 年 ３ 月 期 １２，９１６ ５，１２３ ３９．７ ２８７  ９５ 

  （注）期末発行済株式数(連結) 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 

(3)  連結キャッシュ・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 
18年９月中間期 

17年９月中間期 

９５ 

△ ２７６ 

△ ３９０ 

８ 

１３５ 

４９ 

９２６ 

１，０３２ 

１ ８ 年 ３ 月 期 １６７ △ ２５８ △ ７０ １，０８６ 

(4)  連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ５社    持分法適用非連結子会社数 －社    持分法適用関連会社数 １社 

(5)  連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) －社    (除外) －社    持分法(新規) －社    (除外) －社 
 

２．１８年１２月期の連結業績予想（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 ８，７００ ４２０ １００ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） ５円６０銭  
（注）今期に関しまして、決算期を１２月３１日に変更したため、業績予想の通期は９ヶ月間の変則決算としております。 
 
※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。なお、上記の業績予想に関する事項は添付資料の８ページをご参照ください。 

http://www.jpf-net.co.jp/


（添付資料） 

１.企業集団の状況 
 

当社グループは、当社及び連結子会社５社、関連会社１社で構成され、その主な事業内容と主要な会社は次のと

おりであります。 

(1）住宅建材関連事業・・・・・・・・プレハブ住宅をはじめとする住宅用の締結部材や締結工具を製造販売す

る事業であります。 

（主要な会社）当社、蘇州強力五金有限公司 

 

(2）汎用建材関連事業・・・・・・・・汎用建築・土木等の建設用の締結部材や締結工具を製造販売する事業で

あります。 

（主要な会社）ジェイ・ピー・エフ・ワークス㈱ 

 

(3）自動車・家電等部品関連事業・・・自動車・家電業界をはじめとする組立産業用の締結部品を製造販売する

事業であります。 

（主要な会社）近江ニスコ工業㈱ 

 

事業の系統図 

 

 
汎 用 建 材 関 連 事 業 住 宅 建 材 関 連 事 業 自動車・家電等部品関連事業
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製造販売部門（国内） 

◎ ジェイ・ピー・エフ・ワークス㈱ 

 
製造販売部門（国内） 

◎ 近 江 ニ ス コ 工 業 ㈱ 

販売部門（国内） 

○東海パワーファスニング㈱ 

製造部門（海外） 

◎ 蘇州強力五金有限公司 

◎ 蘇州強力電鍍有限公司 

 
その他の子会社（国内） 

◎ ジェイ・ピー・エフ・テクノサービス㈱

製
品 

製
商
品 

製品

製商品 

設
備
・
治
具 

 

日本パワーファスニング㈱ 

製商品 製商品製商品 製品 

設備・治具 設備・治具 

（注）◎印 連結子会社 

○印 関連会社で持分法適用会社 
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２．経 営 方 針  

（１）経営の基本方針 

当社グループは、「伸びやかで豊かな企業人を育む環境づくりを目指し、オリジナリティ溢れ

る技術をベースに製品を開発し、お客様の信頼を得るとともに、社会の発展に貢献する」ことを

企業理念として掲げており、 適設計のファスナーとツールを提供し、住宅、建設土木、自動車・

家電などの幅広い分野での組立作業の省力化によるトータルファスニングコストの低減に貢

献し、日本 大の総合ファスニングメーカーを目指してまいります。 

また、事業活動を通じて地球環境保全、コンプライアンスをはじめとするＣＳＲ（企業の社会

的責任）を果たすべく努力してまいります。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社グループは、経営基盤の充実をはかりつつ、株主の皆様への安定的かつ継続的な利益還

元を重要施策のひとつとして考えております。 

内部留保金につきましては、将来の企業価値増大のための事業投資に充てる方針とし、それに

より生み出される収益は株主の皆様に還元できるものと考えております。また、状況に応じ自己

株式の買入れも実施し、資本効率の改善に努めてまいります。 

 

（３）中長期的な経営戦略及び目標とする経営指標 

当社グループは「収益構造の変革に向けた事業セグメント別経営体制の充実」、「原価低減によ

る価格競争力の強化」、「強固な企業基盤の確立」を経営戦略として掲げております。 

急激に変化していく経営環境に対応し、経営基盤の更なる強化を目指し、開発・生産・物流・

販売・管理の各部門の再構築に引続き取り組んでまいります。特に、生産部門では、製造業の基

本である技術開発及び生産体制において従来の延長線上ではなく、成長戦略に基づいた工場配置、

生産設備、生産技術、品質保証、在庫管理について、あるべき姿を構築すべく注力しております。 

グループ経営の再構築として、汎用建材関連事業を担当しているジェイ・ピー・エフ・ワーク

ス株式会社を当社に吸収合併すべく準備を進めております。この合併は、生産面、物流面及び顧

客サービスをはじめとする営業面を再編成し経営の効率化を進めるために行うものであります。 

目標とする経営指標といたしましては「ＲＯＡ（総資産営業利益率）５％」を掲げ、グループ

の効率経営の促進に取り組んでまいります。また、キャッシュ・フロー経営を重視し、営業キャ

ッシュ・フローの安定的確保を目指してまいります。 

 

（４）対処すべき課題 

当社グループは、収益力を高めるために更なる技術力の向上が課題であると認識しております。

また、材料価格や原油の高騰に対処しつつ、一方では品質保証体制の一層の充実を図り、次世代

の製品づくりのための設備投資を推進していくことも重要であると認識しております。原材料で

ある鋼材の価格高騰への対応につきましては、引続き生産の合理化はもちろんのこと販売価格へ

の転嫁も含めた対策を進めております。また、新製品の開発におきましては、お客様のニーズに
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適合した現場作業の省力化・省人化を実現するファスニングシステムや無害・長寿命・リサイク

ルに対応したファスナーに注力しております。 

また、環境問題への対応につきましては、環境保全活動をグループ全体に展開させており、ノン

クロム型高耐食性の表面処理技術を活かした製品供給を本格化するなど、企業活動のあらゆる面で

地球環境の保全に配慮した仕組みを構築してまいります。 

なお、将来的に当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があると認識している事項は「３．

経営成績及び財政状態（４）事業等のリスク」に記載しております。 

 

３．経営成績及び財政状態  

（１）経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済環境は、積極的な企業の設備投資や個人消費の改善

が見られ、また、大都市圏の不動産への投資も引続き継続されるなど景気は緩やかな回復基調で

推移いたしました。しかしながら、原油をはじめとする資源の高騰や日銀のゼロ金利解除に伴う

金利上昇懸念など事業環境に悪影響を与える変化が見られました。 

当社グループに関連の深い住宅市場では、雇用環境の改善、地価の底打ちや低金利の継続など

で市場環境の改善が見られ、新設住宅着工戸数も前年比で増加傾向が続きました。 

このような経済環境に対して、当社グループはお客様のニーズに対応できる営業力の強化と効

率経営の推進を実施いたしました。 

５月には「ねじ」と「釘」の長所を兼ね備えた耐震強化用ねじ「モックス」が国土交通省の大

臣認定を取得いたしました。これを機に全国的な販売を強化してまいります。 

また、中国現地法人が日本の自動車部品メーカーからプレス加工品等の品質を認められ、各メ

ーカーの中国工場へ納入を開始しております。さらに、地球環境保全の観点から表面処理工程を

改良し有害物質である六価クロムの排除を順次行ってまいりました。 終的には六価クロムの全

廃を早期に実現できるよう努めてまいります。 

また、退職金制度の抜本的見直しの一環として 10 月１日をもって「日本ばね工業厚生年金基

金」を脱退し、それに伴う同基金への一括拠出金171百万円を特別損失として計上いたしました。 

以上の結果、当中間連結会計期間の経営成績につきましては、売上高は 5,494 百万円（前年同

期比 2.1％増）、経常利益は 218 百万円（同 5.1％増）となりましたが、特別損失の発生により、

中間純損益は 23 百万円の損失（前年同期は 93 百万円の利益）となりました。 

 【業績比較】       

        （単位：百万円）

 前中間期（17 年９月中間期） 当中間期（18 年９月中間期） 前年同期比較 

  金 額 売上比 金 額 売上比 増 減 額 増 減 率 

売 上 高 ５，３８０ 100.0％ ５，４９４ 100.0％ １１３ 2.1％

営 業 利 益 １９４ 3.6％ ２２８ 4.2％ ３４ 17.8％

経 常 利 益 ２０８ 3.9％ ２１８ 4.0％ １０ 5.1％

中 間 純 利 益 ９３ 1.7％ △２３ △0.4％ △１１６ -
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事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

【住宅建材関連事業】 

上半期の新設住宅着工戸数は前年同期に比べ増加傾向で推移しました。その影響を受けて、

大手プレハブ住宅メーカーからの需要や新規金物の受注が好調に推移した結果、外部売上高

は 2,887 百万円（前年同期比 2.4％増）となり、物流集約化等の固定費削減の効果もあり、

営業利益は 152 百万円（同 122.1％増）となりました。 

【汎用建材関連事業】 

民間建築着工の伸び悩みや材料価格高騰に伴う仮需の反動もあり、外部売上高は 1,396 百

万円(前年同期比 6.2％減)と減収となり、営業利益は４百万円（同 93.7％減）となりました。 

【自動車・家電等部品関連事業】 

依然好調が続く自動車業界の需要増加等により、プレス部品や座金組込ナットの販売が大

幅増となりました。その結果、外部売上高は 1,203 百万円（前年同期比 12.9％増）となり、

営業利益は 85 百万円（同 28.7％増）となりました。 

 
【事業セグメント別の外部顧客に対する売上実績】  

  （単位：百万円）

  前中間期 当中間期 前年同期比較 

  （17 年９月中間期） （18 年９月中間期） 増 減 額 増 減 率

住宅建材関連事業 ２，８２０ ２，８８７ ６７ 2.4％

汎用建材関連事業 １，４８９ １，３９６ △９２ △6.2％

自動車・家電等部品関連事業 １，０６６ １，２０３ １３７ １2.9％

全社共通部門 ４ ５ ０ 21.1％

合計 ５，３８０ ５，４９４ １１３ 2.1％
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（２）財政状態   

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、厚生年金基金脱退一時金の支出があ

ったことなどから、期首に比べ 159 百万円減少し、当中間連結会計期間末には 926 百万円と

なりました。 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

営業活動の結果、キャッシュ･フローは 95 百万円の収入（前年同期は 276 百万円の支出）と

なりました。これは特別損失等により税金等調整前中間純利益は 11百万円にとどまりましたが、

減価償却費等の非資金項目の戻し入れや確定拠出年金制度移行に伴う支払いの結果によるもの

であります。 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

投資活動の結果、キャッシュ･フローは 390 百万円の支出（前年同期は８百万円の収入）とな

りました。これは主に生産設備の取得や投資有価証券の購入によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

財務活動の結果、キャッシュ･フローは 135 百万円の収入（前年同期は 49 百万円の収入）と

なりました。これは主に設備購入資金として借入が増加したことなどによるものであります。 

 

【中間連結キャッシュ・フロー計算書 要約】  

 （単位：百万円）

    前中間期 当中間期 前年同期比較 

  （1７年９月中間期） （18 年９月中間期） 増 減 額 

現金・現金同等物 期首残高 １，２５６ １，０８６ △１７０

  営業活動によるキャッシュ・フロー △２７６ ９５ ３７２

  投資活動によるキャッシュ・フロー ８ △３９０ △３９９

    フリー・キャッシュ・フロー △２６８ △２９４ △２６

  財務活動によるキャッシュ・フロー ４９ １３５ ８５

  換算差額 △５ ０ ５

  現金・現金同等物の増減額 △２２３ △１５９ ６４

現金・現金同等物 中間期末残高 １，０３２ ９２６ △１０６
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なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 
平成 18 年 

12 月期 

   中間  期末   中間   期末   中間 

自己資本比率 （％） ３８．７ ３８．５ ３８．２ ３９．７ ３８．７ 

時価ベースの自己資本比率 （％） ２７．９ ３２．３ ３３．５ ４２．０ ３０．３ 

債務償還年数 （年） １０．５ ７．１     ― ２４．０ ２２．０ 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ４．８ ７．１     ― ２．４ ３．１ 

（注）１．指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

     なお、平成 18 年３月期の中間の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについ

ては、営業キャッシュ・フローがマイナスであったため、表示しておりません。 

２．各指標は、次の基準で算出しております。 

・自己資本比率 ：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率  ：株式時価総額／総資産 

・債務償還年数 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

３．各数値は、次の数値を採用しております。 

・株式時価総額 ：期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式を除く） 

・有利子負債 ：連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払

っている負債 

・利払い ：連結（中間連結）損益計算書に計上されている支払利息 

４．債務償還年数の中間連結会計期間での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算する

ため２倍にしております。 
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（３）通期の見通し 

当期は決算期を３月 31 日から 12 月 31 日に変更いたしましたので、９ヶ月間の変則決算とな

ります。 

販売面では、国土交通省認定の耐震強化用ねじ「モックス」の販売を強化しながら、従来の鉄

骨系プレハブ住宅向けのドリルねじや住宅金物の販売にも注力してまいります。また、新たに認

定取得を目指している「構造用ドリルねじ」を含め、新製品の開発にも引続き注力してまいりま

す。 

 通期の連結業績につきましては、売上高 8,700 百万円、経常利益 420 百万円、当期純利益 100

百万円となる見通しであります。 

 

【通期業績予想】   

   （単位：百万円）

  前期（18 年３月期）実績 当期（18 年 12 月期）予想 前期比較 

  金 額 売上比 金 額 売上比 増 減 額 増 減 率 

売 上 高 １0,996  100.0％ 8,700 100.0％ － － 
営 業 利 益 462  4.2％ 460 5.3％ － － 
経 常 利 益 464  4.2％ 420 4.8％ － － 
当期純利益 194  1.8％ 100 1.1％ － － 

(注)当期（18 年 12 月期）は９ヶ月間の変則決算でありますので、前期比較は省略しております。 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のような

ものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、平成 18 年 11 月９日現在において当社が判

断したものであります。 
 

①主要販売市場の動向について 

当社グループの業績は主要販売分野である住宅業界、建設業界、自動車業界並びに家電業界

などの市場動向の影響を大きく受けます。 

当社グループといたしましては、各市場動向に対する情報収集の強化及び柔軟な対応をはか

るとともに、各市場でのシェア拡大に努めてまいります。 
 

②他社との競合状況について 

当社グループの属する工業用ファスナー（ねじ、ばね等）分野の製造業者は国内に多数存在

しており、ねじ製造業者だけで 2,000 社近くもあり、非常に競争の激しい業界であります。近

年では台湾・中国等からの輸入品が増加し、さらに競争が激化しております。 

当社グループといたしましては、独自製品の開発と価格競争力の強化などにより、競合他社

に対抗してまいります。 
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③製品の品質管理について 

当社グループは、製品の品質を重要視しており、主力工場においてＩＳＯ9001 の認証を取得

する等、品質管理体制には万全を期しております。 

しかしながら、当社の予測を超えた事象により製品に欠陥が生じた場合、点検や回収等に伴

う費用が発生し、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

④原材料の市況変動の影響について 

当社グループは、原材料として主に鉄やステンレスの線材並びに帯鋼を使用しております。 

鋼材価格の市況変動による影響を軽減するために、生産の合理化、調達先の多様化、製品価

格への転嫁等を行っておりますが、市況価格が大幅に変動した場合には業績に影響を及ぼす可

能性があります。 
 

⑤中国での事業活動について 

中国現地法人は、日本向け製品の原価低減と中国国内市場への販売拡大を目的として事業活

動を行っております。海外での事業展開であるため、以下に掲げる諸問題が発生した場合、業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

・中国における地政学的リスク 

・中国における法律・税制等の改定 

・中国における外貨政策の動向 

当社グループといたしましては、情報収集の強化及び柔軟な対応をはかることにより、リス

クの軽減に努めてまいります。 
 

⑥依存度の高い販売先について 

当社グループの主な販売先は、住宅メーカー、建材メーカー、工事店及び自動車・家電メー

カーであり、そのなかで売上依存度が も高い販売先は、積水ハウス株式会社であります。 

当中間連結会計期間における同社（積水ハウス梅田オペレーション株式会社を含む）への売

上高は 1,541 百万円で、当社グループ全体の売上高の 28.1 ％を占めており、今後の同社との

取引動向によっては業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑦為替の変動について  

当社グループは中国現地法人からの製品輸入と米国技術提携先等からの商品輸入を行って

おります。為替変動による影響を軽減するために輸入予定額の一部に対して通貨スワップ取引

によるヘッジを行っておりますが、為替相場が大幅に変動した場合は業績に影響を及ぼす可能

性があります。 
 

⑧借入金利の変動について 

当社グループは、金融機関等からの借入金や社債により資金調達を行っております。金利変

動による影響を軽減するために借入金の一部に対して金利スワップ取引等によるヘッジを行

っておりますが、金利情勢が大幅に変動した場合は業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1）中間連結貸借対照表 

  
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

増減 
前中間連結会計期間末 
（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  1,107,066 943,597 △163,469 1,039,896 

２．受取手形及び売掛金 ※４ 2,099,152 2,236,416 137,264 1,966,179 

３．たな卸資産  2,507,859 2,569,841 61,981 2,732,591 

４．仮払消費税等  － － － 266,241 

５．繰延税金資産  91,292 102,326 11,034 107,441 

６．その他  482,127 523,077 40,950 504,910 

貸倒引当金  △6,105 △6,125 △20 △5,271 

流動資産合計  6,281,392 48.6 6,369,134 48.5 87,741 6,611,989 49.8

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※２    

(1) 建物及び構築物 ※３ 1,593,523 1,547,149 △46,373 1,626,503 

(2) 機械装置及び運搬
具 

 1,058,277 1,215,127 156,850 1,065,170 

(3) 工具・器具及び備
品 

 103,326 106,874 3,548 113,970 

(4) 土地 ※３ 2,103,020 2,082,280 △20,739 2,103,020 

(5) 建設仮勘定  247,549 300,437 52,888 153,252 

有形固定資産合計  5,105,696 5,251,870 146,174 5,061,916 

２．無形固定資産  342,813 282,486 △60,326 385,171 

３．投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※３ 745,771 848,631 102,859 723,002 

(2）長期貸付金  4,000 3,750 △250 4,250 

(3）繰延税金資産  177,742 124,895 △52,847 228,007 

(4）その他  299,905 285,230 △14,675 294,595 

貸倒引当金  △40,349 △35,615 4,733 △43,750 

投資その他資産合計  1,187,071 1,226,891 39,820 1,206,105 

固定資産合計  6,635,580 51.4 6,761,248 51.5 125,667 6,653,193 50.2

Ⅲ 繰延資産  － － － － － 1,647 0.0

資産合計  12,916,973 100.0 13,130,383 100.0 213,409 13,266,830 100.0
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前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

増減 
前中間連結会計期間末 
（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．支払手形及び買掛金  1,960,638 2,116,540 155,901 2,067,492 

２．短期借入金 ※３ 1,369,904 1,579,521 209,616 1,167,486 

３．一年内返済予定長期
借入金 

※３ 541,948 511,395 △30,552 614,827 

４．未払金  386,943 393,336 6,393 378,177 

５．未払法人税等  53,680 49,934 △3,745 45,241 

６．預り消費税等  － － － 290,901 

７．賞与引当金  80,722 76,912 △3,809 94,869 

８．その他  190,018 228,723 38,705 258,618 

流動負債合計  4,583,856 35.5 4,956,364 37.8 372,508 4,917,615 37.1

Ⅱ 固定負債     

１．社債 ※３ 300,000 300,000 － 300,000 

２．長期借入金 ※３ 1,804,901 1,824,153 19,252 2,051,586 

３．長期未払金  － － － 140,649 

４．退職給付引当金  256,726 260,217 3,490 257,898 

５．役員退職慰労引当金  32,013 36,744 4,731 27,428 

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  185,535 66,864 △118,670 14,322 

固定負債合計  2,813,273 21.7 2,679,255 20.4 △134,018 2,923,938 22.0

負債合計  7,397,129 57.2 7,635,620 58.2 238,490 7,841,553 59.1

     

（少数株主持分）     

少数株主持分  396,306 3.1 － － － 362,667 2.7

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金  2,550,000 19.8 － － － 2,550,000 19.2

Ⅱ 資本剰余金  1,901,111 14.7 － － － 1,901,111 14.3

Ⅲ 利益剰余金  508,774 3.9 － － － 407,012 3.1

Ⅳ 土地再評価差額金  92,766 0.7 － － － 194,811 1.5

Ⅴ その他有価証券評価差
額金 

 64,788 0.5 － － － 50,049 0.4

Ⅵ 為替換算調整勘定  156,684 1.2 － － － 108,775 0.8

Ⅶ 自己株式  △150,587 △1.1 － － － △149,150 △1.1

資本合計  5,123,537 39.7 － － － 5,062,608 38.2

負債、少数株主持分及
び資本合計 

 12,916,973 100.0 － － － 13,266,830 100.0
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前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

増減 
前中間連結会計期間末 
（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 － － 

２．資本剰余金 
 

－ 1,897,743 － － 

３．利益剰余金 
 

－ 465,244 － － 

４．自己株式 
 

－ △136,105 － － 

株主資本合計 
 

－ － 4,776,882 36.4 － － －

Ⅱ 評価・換算差額等 
 

   

１．その他有価証券評価差
額金 

 
－ 66,801 － － 

２．繰延ヘッジ損益 
 

－ 29,493 － － 

３．土地再評価差額金 
 

－ 36,463 － － 

４．為替換算調整勘定 
 

－ 176,569 － － 

評価・換算差額等合計 
 

－ － 309,328 2.3 － － －

Ⅲ  少数株主持分 
 

－ － 408,552 3.1 － － －

純資産合計 
 

－ － 5,494,762 41.8 － － －

負債・純資産合計 
 

 － － 13,130,383 100.0 － － －
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(2)中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

増減 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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  5,380,981 100.0 5,494,068 100.0 113,087 10,996,653 100.0

Ⅱ 売上原価  3,950,440 73.4 4,071,283 74.1 120,843 8,142,798 74.1

売上総利益  1,430,540 26.6 1,422,784 25.9 △7,755 2,853,855 25.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,236,430 23.0 1,194,153 21.7 △42,277 2,391,385 21.7

営業利益  194,109 3.6 228,631 4.2 34,522 462,470 4.2

Ⅳ 営業外収益  72,552 1.4 36,350 0.7 △36,201 113,104 1.0

１．受取利息  49 76  1,475 

２．受取配当金  8,858 8,215  9,078 

３．為替差益  41,004 10,881  52,781 

４．持分法による投資利
益 

 663 1,274  2,684 

５．作業屑売却収入  10,428 5,065  21,660 

６．雑収入  11,547 10,838  25,422 

Ⅴ 営業外費用  58,382 1.1 46,079 0.9 △12,302 110,806 1.0

１．支払利息  37,314 31,151  70,957 

２．売上割引  3,883 3,496  7,599 

３．手形売却損  6,347 6,712  12,430 

４．雑損失  10,836 4,718  19,819 

経常利益  208,280 3.9 218,903 4.0 10,623 464,768 4.2

Ⅵ 特別利益  7,440 0.1 － － △7,440 12,997 0.1

１．退職給付終了益  7,440 －  7,440 

２．投資有価証券売却益  － －  5,557 

Ⅶ 特別損失  15,697 0.3 206,930 3.8 191,232 38,528 0.3

１．厚生年金基金脱退一
時金 

 － 171,843  － 

２．減損損失 ※２ － 12,509  － 

３．固定資産売却損 ※３ 3,778 10,165  11,480 

４．固定資産移設損失 ※４ － 6,861  － 

５．会員権評価損  1,339 5,550  － 

６．過年度保険金修正損  7,000 －  7,000 

７．貸倒引当金繰入額  3,580 －  － 

８．固定資産除却損  － －  12,182 

９．その他の特別損失  － －  7,865 

税金等調整前中間(当
期)純利益 

 200,022 3.7 11,972 0.2 △188,049 439,237 4.0

法人税、住民税及び
事業税 

 36,919 0.7 38,230 0.7 1,310 91,871 0.8

法人税等調整額 ※５ 43,060 0.8 △22,564 △0.4 △65,624 99,483 0.9

少数株主利益 
（控除） 

 26,848 0.5 20,085 0.3 △6,762 52,925 0.5

中間（当期）純利益
（△損失） 

 93,194 1.7 △23,778 △0.4 △116,973 194,956 1.8
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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） 

金額 

（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,901,111  1,901,111

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期

末）残高 
 1,901,111  1,901,111

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  418,951  418,951

Ⅱ 利益剰余金増加高   

中間（当期）純利益  93,194 93,194 194,956 194,956

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金  89,150 89,150 

２．役員賞与  13,735 13,735 

３．持分法適用会社の減少

に伴う減少高 
 2,201 2,201 

４．土地再評価差額金取崩

額 
 47 105,134 47 105,134

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期

末）残高 
 407,012  508,774
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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（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 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日 残高 2,550,000 1,901,111 508,774 △150,587 4,809,297 

中間連結会計期間中の変動額      

土地再評価差額金の取崩し － － 56,303 － 56,303 

剰余金の配当（注） － － △71,104 － △71,104 

役員賞与（注） － － △4,950 － △4,950 

中間純利益（△損失） － － △23,778 － △23,778 

自己株式の取得 － － － △882 △882 

自己株式の処分 － △3,367 － 15,364 11,997 

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 
－ － － － － 

中間連結会計期間中の変動額合計 － △3,367 △43,529 14,482 △32,415 

平成18年９月30日 残高 2,550,000 1,897,743 465,244 △136,105 4,776,882 

 

 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 

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計 

少数株主
持分 

純資産合計

平成18年３月31日 残高 64,788 － 92,766 156,684 314,239 396,306 5,519,843

中間連結会計期間中の変動額   

土地再評価差額金の取崩し － － － － － － 56,303

剰余金の配当（注） － － － － － － △71,104

役員賞与（注） － － － － － － △4,950

中間純利益（△損失） － － － － － － △23,778

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連結会計期間中

の変動額（純額） 
2,012 29,493 △56,303 19,885 △4,911 12,246 7,334

中間連結会計期間中の変動額合計 2,012 29,493 △56,303 19,885 △4,911 12,246 △25,080

平成18年９月30日 残高 66,801 29,493 36,463 176,569 309,328 408,552 5,494,762

（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。
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(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17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30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） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ

シュ・フロー： 
    

１．税金等調整前中間（当

期）純利益 
 200,022 11,972 439,237 

２．減価償却費  190,395 159,282 395,304 

３．繰延資産の償却額  1,647 － 3,294 

４．のれん償却額  － 59,842 － 

５．連結調整勘定の償却額  11,427 － 23,081 

６．貸倒引当金の増減額

（△減少） 
 3,626 △962 1,058 

７．退職給付引当金の増加額  10,412 3,490 9,240 

８．退職給付終了益  △7,440 － △7,440 

９．特別退職金  － － 1,844 

10．役員退職慰労引当金の増

加額 
 4,335 4,731 8,920 

11．受取利息及び受取配当金  △8,908 △8,291 △10,554 

12．支払利息  37,314 31,151 70,957 

13．為替差益  △24,318 △15,458 △37,655 

14．持分法による投資利益  △663 △1,274 △2,684 

15．固定資産売却益  － △2,425 △1,317 

16．固定資産除却損  562 1,500 13,766 

17．固定資産売却損  4,268 10,165 11,955 

18．投資有価証券売却益  △1,428 － △5,557 

19. 会員権評価損  1,339 5,550 1,739 

20．減損損失  － 12,509 － 

21．厚生年金基金脱退一時金  － 171,843 － 

22．固定資産移設損失  － 6,861 － 

23．売上債権の増加額  △11,953 △133,610 △138,136 

24．たな卸資産の増減額

（△増加） 
 △199,451 △53,325 40,182 

25．未収入金の増加額  △71,502 △15,622 △27,002 

26．仕入債務の増減額 

（△減少） 
 △117,357 153,884 △229,497 

27．未払消費税等の増減額

（△減少） 
 △18,730 △22,455 3,152 

28．役員賞与の支払額  △18,300 △11,000 △18,300 

29．その他  △3,272 33,659 △39,760 

小計  △17,974 402,018 505,828 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30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） 金額（千円） 金額（千円） 

30．利息及び配当金の受取額  10,408 10,091 12,054 

31．利息の支払額  △38,766 △30,500 △73,927 

32．確定拠出年金制度移行に

伴う支払額 
 △148,637 △68,739 △148,637 

33. 特別退職金の支払額  － － △1,844 

34．厚生年金基金脱退一時金

の支払額 
 － △171,843 － 

35．法人税等の支払額  △81,933 △45,090 △126,127 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
 △276,903 95,937 167,344 

Ⅱ 投資活動によるキャッ

シュ・フロー： 
    

１．定期預金への預入れによ

る支出 
 △7,000 △10,000 △24,000 

２．定期預金の解約による収

入 
 － 14,000 3,000 

３．有形固定資産の取得によ

る支出 
 △249,588 △305,044 △536,761 

４．有形固定資産の売却によ

る収入 
 245,735 8,967 251,224 

５．無形固定資産の取得によ

る支出 
 △854 － △3,854 

６．投資有価証券の取得によ

る支出 
 － △99,554 － 

７．投資有価証券の売却によ

る収入 
 9,388 － 17,499 

８．会員権の払戻しによる収

入 
 12,000 － 29,000 

９．貸付金の回収による収入  250 250 500 

10．差入保証金の差入れによ

る支出 
 △1,831 △324 △2,895 

11．差入保証金の解約による

収入 
 1,731 741 4,497 

12．長期前払費用の増加によ

る支出 
 △199 － △199 

13．その他  △877 83 3,816 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
 8,755 △390,880 △258,172 
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前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 
  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）
（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） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ

シュ・フロー： 
    

１．短期借入金の増加額  27,055 211,964 227,395 

２．長期借入れによる収入  650,000 300,000 650,000 

３．長期借入金の返済による

支出 
 △533,436 △311,300 △853,000 

４．自己株式の取得による支

出 
 △11,499 △882 △12,936 

５．ストックオプションの権

利行使による収入 
 － 11,997 － 

６．配当金の支払額  △89,150 △71,104 △89,150 

７．少数株主への配当金の支

払額 
 △4,400 △5,500 △4,400 

８．少数株主からの増資払込

による収入 
 11,146 － 11,146 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
 49,716 135,173 △70,945 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 △5,098 300 △8,586 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少

額 
 △223,530 △159,469 △170,360 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 1,256,426 1,086,066 1,256,426 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
※１ 1,032,896 926,597 1,086,066 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社数……………５社 (1)連結子会社数……………５社 (1)連結子会社数……………５社 

連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

ジェイ・ピー・エフ・ワークス㈱ 

近江ニスコ工業㈱ 

ジェイ・ピー・エフ・テクノサービ

ス㈱ 

蘇州強力五金有限公司 

蘇州強力電鍍有限公司 

同左 同左 

(2）非連結子会社の名称 (2）非連結子会社の名称 (2）非連結子会社の名称 

ジェイ・ピー・エフ・インターナ

ショナル・コーポレーション 

 ジェイ・ピー・エフ・インターナ

ショナル・コーポレーションは、中

間連結財務諸表に与える重要性が低

いため、連結の範囲から除外してお

ります。 

──── 

  

──── 

 

 前連結会計年度まで非連結子会社

でありましたジェイ・ピー・エフ・

インターナショナル・コーポレー

ションは、当連結会計年度に清算結

了しております。 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用関連会社数…１社 (1）持分法適用関連会社数…１社 (1）持分法適用関連会社数…１社 

持分法適用会社の名称 持分法適用会社の名称 持分法適用会社の名称 

東海パワーファスニング㈱ 東海パワーファスニング㈱ 東海パワーファスニング㈱ 

 前連結会計年度まで持分法適用会

社でありました滋賀県貿易㈱は、平

成17年５月に株式の一部を売却し、

持分比率が低下したため、持分法適

用会社から除外しております。 

   前連結会計年度まで持分法適用会

社でありました滋賀県貿易㈱は、当

連結会計年度において同社に対する

持分比率が低下したため、持分法適

用会社から除外しております。 

(2）持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社の名称 

(2）持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社の名称 

(2）持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社の名称 

ジェイ・ピー・エフ・インターナ

ショナル・コーポレーション 

──── ──── 

（非連結子会社）   

 ジェイ・ピー・エフ・インターナ

ショナル・コーポレーションは、中

間連結財務諸表に与える重要性が低

いため、持分法適用会社から除外し

ております。 

 前連結会計年度まで持分法を適用

していない非連結子会社でありまし

たジェイ・ピー・エフ・インターナ

ショナル・コーポレーションは、当

連結会計年度に清算結了しておりま

す。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 蘇州強力五金有限公司の中間決算日は６

月30日でありますが、中間連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく中間財務諸表を

使用しております。 

 蘇州強力電鍍有限公司の中間決算日は

６月30日であります。中間連結財務諸表

の作成にあたっては、同日現在の中間財

務諸表を使用し、中間連結決算日との間

に発生した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

同左  蘇州強力五金有限公司の決算日は12月31

日でありますが、連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用しており

ます。 

 蘇州強力電鍍有限公司の決算日は12月31

日であります。連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っており

ます。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 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 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 (1）重要な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 

その他有価証券 その他有価証券 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 

 主として先入先出法による原価法 同左 同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法に

よっております。（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） 

 在外連結子会社については、所在地

国の会計基準に基づく定額法によって

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物   ３～50年 

機械装置及び運搬具 ２～12年 

同左 同左 

② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定額法に

よっております。 

 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。 

 在外連結子会社については、所在地

国の会計基準に基づく定額法によって

おります。 

同左 同左 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 在外連結子会社については、個別判

定による貸倒見積相当額を計上してお

ります。 

同左 同左 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は、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連結

会計期間負担額を計上しております。 

同左  当社及び国内連結子会社は、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計上してお

ります。 

③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社は、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及び年金

資産の見込額に基づき、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。 

 ただし、国内連結子会社の退職給付

債務並びに退職給付費用については簡

便法を採用しております。 

 また、国内連結子会社（２社）は中

小企業退職金共済制度に加入してお

り、退職給付引当金の計上は行ってお

りません。 

 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連結会計年度から

費用処理することとしております。 

（追加情報） 

 当社及びジェイ・ピー・エフ・ワー

クス㈱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。 

 当社及び国内連結子会社は、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及び年金

資産の見込額に基づき、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。 

 ただし、国内連結子会社の退職給付

債務並びに退職給付費用については簡

便法を採用しております。 

 また、国内連結子会社（２社）は中

小企業退職金共済制度に加入してお

り、退職給付引当金の計上は行ってお

りません。 

 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連結会計年度から

費用処理することとしております。 

 

当社及び国内連結子会社は、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及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

ただし、国内連結子会社の退職給付

債務並びに退職給付費用については簡

便法を採用しております。 

また、国内連結子会社（２社）は中

小企業退職金共済制度に加入してお

り、退職給付引当金の計上は行ってお

りません。 

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連結会計年度から

費用処理することとしております。 

（追加情報） 

当社及びジェイ・ピー・エフ・ワー

クス㈱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 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 

 連結子会社である近江ニスコ工業㈱

は、役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく中間期末退職慰労

金要支給額を計上しております。 

同左  連結子会社である近江ニスコ工業㈱

は、役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末退職慰労金要

支給額を計上しております。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 

(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 

(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、中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は、中

間決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、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」に含めております。 

 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は、中

間決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は「純資産の

部」における「為替換算調整勘定」及び

「少数株主持分」に含めております。 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に

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」に含めております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 (5）重要なリース取引の処理方法 (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、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 (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 

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 

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 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

(7）その他中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(7）その他中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(7）その他連結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 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

５．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

 手許現金及び取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっており

ます。 

同左 同左 

 

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 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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） 

 当中間連結会計期間から、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。 

  当連結会計年度から、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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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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） 

──── 

 当中間連結会計期間から、「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5,056,717千円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） （中間連結貸借対照表） 

１．前中間連結会計期間まで有形固定資産の「その他」に含めて

表示しておりました「構築物」（前中間連結会計期間97,097千

円、当中間連結会計期間104,289千円）は、当中間連結会計期

間から「建物及び構築物」に含めて表示しております。 

２．前中間連結会計期間まで有形固定資産の「その他」に含めて

表示しておりました「車両運搬具」(前中間連結会計期間

12,542千円、当中間連結会計期間11,873千円）は、当中間連結

会計期間から「機械装置及び運搬具」に含めて表示しておりま

す。 

１．前中間連結会計期間まで「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、当中間連結会計期間から

「仮払消費税等」(当中間連結会計期間260,961千円)と「預り消

費税等」(当中間連結会計期間285,048千円)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。 

２．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました固定負債の

「長期未払金」（当中間連結会計期間66,529千円）はその重要性

が低下したことにより、当中間連結会計期間から固定負債の「そ

の他」に含めて表示をしております。 

（中間連結損益計算書） ──── 

 前中間連結会計期間まで「雑損失」に含めて表示しておりまし

た「手形売却損」（前中間連結会計期間5,777千円）は、営業外

費用の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間から区分掲

記する方法に変更しております。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しておりました「役員賞与の支払額」

（前中間連結会計期間△4,600千円）は、重要性が増したため、

当中間連結会計期間から区分掲記する方法に変更しております。

 中間連結財務諸表規則の改正に伴い、前中間連結会計期間まで

「減価償却費」に含めて表示しておりました営業権償却費（前中

間連結会計期間36,500千円）は、当中間連結会計期間から「のれ

ん償却額」に含めて表示しており、また、前中間連結会計期間ま

で表示しておりました「連結調整勘定の償却額」は、当中間連結

会計期間から「のれん償却額」に含めて表示しております。 
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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９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

 
１．受取手形割引高 740,337千円 

 

 
１．受取手形割引高 588,376千円

 

 
１．受取手形割引高 647,837千円

  
※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 

4,950,118千円 5,059,980千円 4,997,257千円

※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 
 

建物及び構築物 876,551千円 

土地 1,920,544 

投資有価証券 317,725 

合計 3,114,820 
  

 
建物及び構築物 823,654千円

土地 1,790,785 

投資有価証券 341,337 

合計 2,955,777 
  

 
建物及び構築物 850,192千円

土地 1,920,544 

投資有価証券 337,784 

合計 3,108,520 
  

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 77,809千円 

短期借入金 50,000 

一年内返済予定長期
借入金 

455,018 

社債発行に対する銀
行保証 

300,000 

長期借入金 1,547,471 

合計 2,430,298 
  

 
割引手形 110,117千円

短期借入金 150,000 

一年内返済予定長期
借入金 

511,490 

社債発行に対する銀
行保証 

300,000 

長期借入金 1,288,876 

合計 2,360,483 
  

 
割引手形 86,795千円

短期借入金 150,000 

一年内返済予定長期
借入金 

442,740 

社債発行に対する銀
行保証 

300,000 

長期借入金 1,412,101 

合計 2,391,636 
  

※４．    ───── ※４．中間連結会計期間末日満期手形 ※４．    ───── 

 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間の

末日が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してお

ります。当該手形の金額は、次のとおり

であります。 

受取手形 38,576千円

割引手形 78,557 
 

 

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は次のとおりであります。 
 

賞与・給与手当 361,486千円 

賞与引当金繰入額 47,737 

荷具・運賃 142,137 

賃借料 85,761 

退職給付費用 33,467 

減価償却費 12,973 

役員退職慰労引当金

繰入額 
4,335 

  

 
賞与・給与手当 351,923千円

賞与引当金繰入額 32,393 

荷具・運賃 147,006 

賃借料 82,848 

退職給付費用 36,980 

減価償却費 12,507 

役員退職慰労引当金

繰入額 
4,731 

  

 
賞与・給与手当 750,390千円

賞与引当金繰入額 33,922 

荷具・運賃 292,145 

賃借料 165,095 

退職給付費用 68,038 

減価償却費 26,359 

役員退職慰労引当金

繰入額 
8,920 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※２．    ───── ※２．減損損失 ※２．    ───── 

 当中間連結会計期間において、当社

グループ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。 

 

※３．固定資産売却損の内訳 ※３．固定資産売却損の内訳 ※３．固定資産売却損の内訳 
 

建物及び構築物 3,708千円 

土地 69 
  

 
土地 8,309千円

建物及び構築物 1,686 

その他 170 
  

 
機械装置及び運搬具 7,702千円

建物及び構築物 3,708 

土地 69 
  

※４．    ───── ※４．固定資産移設損失の内訳 ※４．    ───── 
  

固定資産除却損 

機械装置及び運搬具 2,719千円

工具・器具及び備品 396 

建物及び構築物 390 

固定資産廃棄処理費用 356 

設備移設費用 2,999 
  

 

※５．法人税等調整額 ※５．    ───── ※５．法人税等調整額 

 中間連結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、当中間連結会計期間に係る金額

を計算しております。 

 中間連結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

連結会計期間に係る金額を計算しており

ます。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 18,688 － － 18,688

合計 18,688 － － 18,688

自己株式     

普通株式（注） 912 3 93 822

合計 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。 

２．配当に関する事項 

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 

平成18年６月27日 
普通株式 71,104

定時株主総会 
4 平成18年３月31日 平成18年６月28日 

 

（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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に記載されている科目の金

額との関係 
 

現金及び預金勘定 1,039,896千円 

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△7,000 

現金及び現金同等物 1,032,896 
  

 
現金及び預金勘定 943,597千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△17,000 

現金及び現金同等物 926,597 
  

 
現金及び預金勘定 1,107,066千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△21,000 

現金及び現金同等物 1,086,066 
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（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。 

 

（デリバティブ取引関係） 

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） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 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 367,656 451,632 83,975 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

合計 367,656 451,632 83,975 

 （注） 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行っております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

非上場株式 195,987 

(2)子会社株式及び関連会社株式  

非上場株式 75,382 

合計 271,370 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 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 466,311 578,394 112,082 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

合計 466,311 578,394 112,082 

 （注） 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行っております。 
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

非上場株式 195,987 

(2)子会社株式及び関連会社株式  

非上場株式 74,249 

合計 270,237 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 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 366,756 475,462 108,705 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

小計 366,756 475,462 108,705 

① 株式 － － － 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

小計 － － － 

合計 366,756 475,462 108,705 

 （注） 減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行っております。 

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

売却額 売却益の合計 売却損の合計 

5,406千円 2,543千円 － 千円 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 195,987 
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（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17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 
住宅建材関
連事業 
（千円） 

汎用建材関
連事業 
（千円） 

自動車・家
電等部品関
連事業 
（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 2,820,318 1,489,660 1,066,450 5,376,428 4,552 5,380,981

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

102,283 619,068 44,101 765,453 (765,453) －

計 2,922,601 2,108,729 1,110,551 6,141,882 (760,900) 5,380,981

営業費用 2,854,022 2,044,550 1,044,171 5,942,744 (755,872) 5,186,871

営業利益 68,579 64,179 66,379 199,138 (5,028) 194,109

 （注）１．顧客マーケット及び損益集計区分に照らし、事業区分を行っています。 

２．各事業区分の主な製品 

(1）住宅建材関連事業………………住宅用締結金具、石膏ボード用特殊ねじ、座金組込ナット、ドリルね

じ、ねじ連続打込機、ガス式びょう打機、特殊ピン 

(2）汎用建材関連事業………………ドリルねじ、ＡＬＣ用特殊ねじ、あと施工アンカー、ドライウォール

用特殊ねじ、特殊ピン、特殊ネイル、コンクリート用特殊ねじ、コン

クリート用アンカー、ガス式びょう打機 

(3）自動車・家電等部品関連事業…座金組込ねじ、座金組込ナット、波形ばね座金、歯付き座金、一般産

業用締結金具 

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114,747千円であり、その主

なものは、提出会社本社の管理部門（総務・経理部門等）に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 
住宅建材関
連事業 
（千円） 

汎用建材関
連事業 
（千円） 

自動車・家
電等部品関
連事業 
（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 2,887,986 1,396,799 1,203,770 5,488,556 5,512 5,494,068

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

99,698 520,158 35,478 655,336 (655,336) －

計 2,987,684 1,916,958 1,239,249 6,143,892 (649,823) 5,494,068

営業費用 2,835,397 1,912,899 1,153,794 5,902,090 (636,653) 5,265,436

営業利益 152,286 4,059 85,455 241,801 (13,169) 228,631

 （注）１．顧客マーケット及び損益集計区分に照らし、事業区分を行っています。 

２．各事業区分の主な製品 

(1）住宅建材関連事業………………住宅用締結金具、石膏ボード用特殊ねじ、座金組込ナット、ドリルね

じ、ねじ連続打込機、ガス式びょう打機、特殊ピン 

(2）汎用建材関連事業………………ドリルねじ、ＡＬＣ用特殊ねじ、あと施工アンカー、ドライウォール

用特殊ねじ、特殊ピン、特殊ネイル、コンクリート用特殊ねじ、コン

クリート用アンカー、ガス式びょう打機 

(3）自動車・家電等部品関連事業…座金組込ねじ、座金組込ナット、波形ばね座金、歯付き座金、一般産

業用締結金具 

－  － 30



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105,141千円であり、その主

なものは、提出会社本社の管理部門（総務・経理部門等）に係る費用であります。 

 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 
住宅建材関
連事業 
（千円） 

汎用建材関
連事業 
（千円） 

自動車・家
電等部品関
連事業 
（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 5,797,180 2,976,176 2,213,351 10,986,708 9,945 10,996,653

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

221,661 1,203,027 80,428 1,505,117 (1,505,117) －

計 6,018,842 4,179,204 2,293,779 12,491,825 (1,495,172) 10,996,653

営業費用 5,885,647 4,014,276 2,155,414 12,055,338 (1,521,155) 10,534,183

営業利益 133,194 164,927 138,365 436,487 25,983 462,470

 （注）１．顧客マーケット及び損益集計区分に照らし、事業区分を行っています。 

２．各事業区分の主な製品 

(1）住宅建材関連事業………………住宅用締結金具、石膏ボード用特殊ねじ、座金組込ナット、ドリルね

じ、ねじ連続打込機、ガス式びょう打機、特殊ピン 

(2）汎用建材関連事業………………ドリルねじ、ＡＬＣ用特殊ねじ、あと施工アンカー、ドライウォール

用特殊ねじ、特殊ピン、特殊ネイル、コンクリート用特殊ねじ、コン

クリート用アンカー、ガス式びょう打機 

(3）自動車・家電等部品関連事業…座金組込ねじ、座金組込ナット、波形ばね座金、歯付き座金、一般産

業用締結金具 

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196,709千円であり、その主

なものは、提出会社本社の管理部門（総務・経理部門等）に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 
日本 

（千円） 
中国 

（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 5,233,661 142,766 5,376,428 4,552 5,380,981

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,338 432,501 433,839 (433,839) －

計 5,234,999 575,268 5,810,268 (429,287) 5,380,981

営業費用 5,030,168 592,631 5,622,799 (435,928) 5,186,871

営業利益（△損失） 204,831 △17,362 187,468 6,641 194,109

 （注）１．国又は地域の区分は、当社及び連結子会社の所在国によっております。 

２．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114,747千円であり、その主

なものは、提出会社本社の管理部門（総務・経理部門等）に係る費用であります。 
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当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 
日本 

（千円） 
中国 

（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 5,364,258 124,298 5,488,556 5,512 5,494,068

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

852 609,159 610,011 (610,011) －

計 5,365,110 733,457 6,098,567 (604,499) 5,494,068

営業費用 5,119,401 729,995 5,849,396 (583,960) 5,265,436

営業利益 245,709 3,461 249,171 (20,539) 228,631

 （注）１．国又は地域の区分は、当社及び連結子会社の所在国によっております。 

２．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105,141千円であり、その主

なものは、提出会社本社の管理部門（総務・経理部門等）に係る費用であります。 

 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 
日本 

（千円） 
中国 

（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 10,672,305 314,402 10,986,708 9,945 10,996,653

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,870 881,495 883,366 (883,366) －

計 10,674,176 1,195,898 11,870,074 (873,420) 10,996,653

営業費用 10,221,838 1,223,772 11,445,611 (911,428) 10,534,183

営業利益（△損失） 452,337 △27,874 424,463 38,007 462,470

 （注）１．国又は地域の区分は、当社及び連結子会社の所在国によっております。 

２．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196,709千円であり、その主

なものは、提出会社本社の管理部門（総務・経理部門等）に係る費用であります。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しております。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 

(1）生産の状況 

① 生産実績 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

住宅建材関連事業（千円） 1,912,705 99.7 

汎用建材関連事業（千円） 1,415,051 91.3 

自動車・家電等部品関連事業（千円） 1,039,487 116.0 

合計（千円） 4,367,244 100.1 

 （注）１．金額は、販売価格で表示しており、外注加工分を含んでおります。 

２．金額は、セグメント間の取引金額を除いております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② 製品・商品仕入実績 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

住宅建材関連事業（千円） 728,219 123.7 

汎用建材関連事業（千円） 455,211 96.6 

自動車・家電等部品関連事業（千円） 146,331 115.3 

合計（千円） 1,329,763 112.1 

 （注）１．金額は、販売価格で表示しております。 

２．金額は、セグメント間の取引金額を除いております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）受注の状況 

 当社及び連結子会社は、過去の販売実績及び販売見込等により見込生産を行っており、受注生産は行ってい

ないため、該当事項はありません。 
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(3）販売実績 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

住宅建材関連事業（千円） 2,887,986 102.4 

汎用建材関連事業（千円） 1,396,799 93.8 

自動車・家電等部品関連事業（千円） 1,203,770 112.9 

全社共通部門（千円） 5,512 121.1 

合計（千円） 5,494,068 102.1 

 （注）１．金額は、セグメント間の取引金額を除いております。 

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

積水ハウス㈱ 1,475,771 27.4 1,541,894 28.1 

３．積水ハウス㈱への販売実績には、積水ハウス梅田オペレーション㈱への販売実績を含めております。 

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

－  － 34


