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平成１８年１２月期     個別財務諸表の概要 平成１９年２月１３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（所属部）   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１９年２月１３日 配当支払開始予定日 平成１９年３月３０日 

定時株主総会開催日 平成１９年３月２９日 単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株） 

※当事業年度は、決算期を１２月３１日に変更しており、９ヶ月間の変則決算となっております。 

１．１８年１２月期の業績（平成１８年４月１日～平成１８年１２月３１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12月期

18 年３月期 

４,５７９ 

５,９２５ 

－ 

5.1 

２２１ 

１６８ 

－ 

△17.1 

２１４ 

１５５ 

－ 

△14.5 
 

 当期純利益 
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

経常利益率

 百万円 ％ 円   銭 円   銭 ％ ％ ％

18年12月期

18 年３月期 

２２ 

７１ 

－ 

△13.7 

１ ２８

４ ０３

１ ２６

３ ９５

０.４ 

１.４ 

２.４ 

１.６ 

４.７ 

２.６ 

(注) ①期中平均株式数 18 年 12 月期 17,848,126 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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
④平成 18年 12月期は決算期変更により９ヶ月間となっているため、対前期増減率を表示しておりません。 

(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12月期

18 年３月期 

９,０９０ 

９,１４８ 

５,１５２ 

５,１８５ 

５６.７ 

５６.７ 

２８８ ４４ 

２９１  ７０ 

（注） ①期末発行済株式数 18年 12月期 17,864,093 株 18 年３月期 17,776,010 株 

 ②期末自己株式数 18年 12月期 824,447 株 18 年３月期 912,530 株 

２．１９年１２月期の業績予想（平成１９年１月１日～平成１９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

中 間 期 

通 期 

４，５００ 

９，５００ 

２００ 

５００ 

７０ 

２００ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）１１円 ２０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 
配当金総額 

（百万円） 

配当性向 

（％） 

純資産 

配当率(％) 

18 年３月期 ０.００ ４.００ ４.００ ７１ ９９.３ １.４ 

18年 12月期 ０.００ ４.００ ４.００ ７１ ３１２．５ １.４ 

19年12月期(予想) ３.００ ３.００ ６.００ 
 

 

※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。なお、上記の業績予想に関する事項は添付資料の７ページをご参照ください。 
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６．財務諸表等 

(1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

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  338,194 

２．受取手形 ※５ 575,010  734,820 

３．売掛金 ※５ 598,169  673,175 

４．商品  55,053  55,150 

５．製品  464,991  502,683 

６．原材料  31,705  25,064 

７．仕掛品  66,685  55,288 

８．貯蔵品  42,276  29,169 

９．前払費用  18,511  34,474 

10．繰延税金資産  66,583  56,256 

11．関係会社短期貸付金  95,210  142,910 

12．未収入金 ※５ 271,848  307,804 

13．その他  32,596  28,014 

貸倒引当金  △590  △240 

流動資産合計  2,874,345 31.4  2,982,768 32.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)自社用資産    

イ．建物 ※２ 689,601 686,608  

減価償却累計額  490,620 198,980 500,305 186,303 

ロ．構築物  134,196 126,910  

減価償却累計額  107,715 26,481 104,539 22,370 

ハ．機械及び装置  703,022 604,192  

減価償却累計額  614,490 88,531 531,847 72,345 

ニ．車両運搬具  10,490 8,045  

減価償却累計額  9,879 610 7,607 437 

ホ．工具・器具及び備品  564,699 505,207  

減価償却累計額  509,070 55,629 452,682 52,524 

へ．土地 
※ 
2・7 

934,447  816,832 

ト．建設仮勘定  －  29,346 
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

(2）賃貸用資産    

イ．建物 ※２ 1,790,218 1,809,430  

減価償却累計額  985,242 804,976 1,022,186 787,244 

ロ．構築物  280,800 281,073  

減価償却累計額  221,108 59,692 224,796 56,276 

ハ．機械及び装置  802,685 812,888  

減価償却累計額  698,413 104,272 705,422 107,466 

ニ．土地 
※ 
2・7 

943,042  918,388 

有形固定資産合計  3,216,663 35.2  3,049,537 33.6

２．無形固定資産    

(1）営業権  800  － 

(2）特許権  3,084  3,070 

(3）ソフトウェア  31  － 

(4）意匠権  2,893  2,574 

(5）その他  13,355  13,289 

無形固定資産合計  20,165 0.2  18,934 0.2

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※２ 657,382  705,732 

(2）関係会社株式  1,634,492  1,729,492 

(3）出資金  20  20 

(4）長期貸付金  4,000  3,750 

(5）関係会社長期貸付金  470,620  351,600 

(6）長期前払費用  53,665  45,795 

(7）差入保証金  39,913  39,574 

(8）会員権  113,313  104,313 

(9）繰延税金資産  40,914  24,642 

(10）その他  55,895  65,455 

貸倒引当金  △33,128  △31,178 

投資その他の資産合計  3,037,088 33.2  3,039,197 33.4

固定資産合計  6,273,916 68.6  6,107,668 67.2

資産合計  9,148,262 100.0  9,090,437 100.0
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※５ 681,870  778,957 

２．買掛金 ※５ 350,027  440,947 

３．短期借入金 ※２ 150,000  150,000 

４．一年内返済予定長期借入金 ※２ 299,000  272,500 

５．未払金  214,753  228,140 

６．未払費用  3,566  9,877 

７．未払法人税等  15,933  10,131 

８．預り金  14,320  41,598 

９．前受収益  2,826  762 

10．賞与引当金  27,000  － 

11．設備関係支払手形  3,820  70,148 

12．その他  23,885  7,252 

流動負債合計  1,787,004 19.5  2,010,317 22.1

Ⅱ 固定負債    

１．社債 ※２ 300,000  300,000 

２．長期借入金 ※２ 1,196,250  1,115,000 

３．退職給付引当金  236,356  245,100 

４．長期未払金  137,478  48,245 

５．預り保証金  27,828  27,828 

６．再評価に係る繰延税金負債 ※７ 234,097  191,276 

７．その他  44,059  － 

固定負債合計  2,176,071 23.8  1,927,450 21.2

負債合計  3,963,075 43.3  3,937,767 43.3
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 2,550,000 27.9  － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,251,111 －  

２．その他資本剰余金    

(1）資本金及び資本準備金減
少差益 

 650,000 －  

資本剰余金合計  1,901,111 20.8  － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  264,584 －  

２．任意積立金    

(1）圧縮記帳積立金  233,692 －  

３．当期未処分利益  228,830 －  

利益剰余金合計  727,107 7.9  － －

Ⅳ 土地再評価差額金 ※７ 92,766 1.0  － －

Ⅴ その他有価証券評価差額金  64,788 0.7  －  －

Ⅵ 自己株式 ※４ △150,587 △1.6  － －

資本合計  5,185,186 56.7  － －

負債・資本合計  9,148,262 100.0  － －
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － －  2,550,000 28.0

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 20.9

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  － 230,080  

繰越利益剰余金  － 240,449  

利益剰余金合計  － －  735,114 8.1

４．自己株式  － －  △136,535 △1.5

株主資本合計  － －  5,046,322 55.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金  － －  38,025 0.4

２．繰延ヘッジ損益  － －  31,858 0.4

３．土地再評価差額金  － －  36,463 0.4

評価・換算差額等合計  － －  106,347 1.2

純資産合計  － －  5,152,670 56.7

負債・純資産合計  － －  9,090,437 100.0
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(2）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※１   

１．製品売上高  4,876,857 3,829,644  

２．商品売上高  826,031 562,953  

３．その他売上高  222,282 5,925,171 100.0 186,858 4,579,455 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．製品・商品期首たな卸高  588,707 520,045  

２．当期製品製造原価 ※３ 1,245,422 819,966  

３．当期製品購入高 ※１ 2,438,853 2,151,452  

４．当期商品仕入高 ※１ 636,621 449,026  

合計  4,909,605 3,940,491  

５．製品・商品期末たな卸高  520,045 557,834  

差引  4,389,560 3,382,656  

６．その他売上原価  135,610 4,525,170 76.4 77,928 3,460,584 75.6

売上総利益  1,400,000 23.6  1,118,870 24.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※ 
2・3 

1,231,959 20.8  897,144 19.6

営業利益  168,040 2.8  221,726 4.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 ※１ 15,970 8,104  

２．受取配当金 ※１ 12,450 15,929  

３．雑収入  7,830 36,251 0.6 1,752 25,785 0.6

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  28,534 19,197  

２．社債利息  5,489 4,134  

３. 手形売却損  － 4,195  

４．雑損失  15,154 49,179 0.8 5,458 32,986 0.7

経常利益  155,113 2.6  214,525 4.7
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  － 4,525  

２．退職給付終了益  7,440 7,440 0.1 － 4,525 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．厚生年金基金脱退一時金  － 171,843  

２．減損損失  － 12,509  

３．固定資産売却損 ※４ 3,778 11,676  

４．固定資産移設損失 ※５ － 6,861  

５．会員権評価損  － 5,550  

６．過年度保険金修正損  7,000 10,778 0.2 － 208,441 4.6

税引前当期純利益  151,774 2.5  10,609 0.2

法人税、住民税及び事業税  9,950 7,479  

法人税等調整額  70,076 80,026 1.3 △19,677 △12,198 △0.3

当期純利益  71,747 1.2  22,808 0.5

前期繰越利益  157,130   

土地再評価差額金取崩額  △47   

当期未処分利益  228,830   
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

  
前事業年度 

（株主総会承認年月日 
平成18年6月27日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  228,830

Ⅱ 任意積立金取崩高  

圧縮記帳積立金取崩高  2,129 2,129

合計  230,959

Ⅲ 利益処分額  

配当金  71,104 71,104

Ⅳ 次期繰越利益  159,855
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日） 

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
金合計 

自己株式
株主資本
合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 2,550,000 1,251,111 650,000 1,901,111 264,584 233,692 228,830 727,107 △150,587 5,027,631

事業年度中の変動額    

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）
（前事業年度分） 

－ － － － － △2,129 2,129 － － －

圧縮記帳積立金の取崩し 
（当事業年度分） 

－ － － － － △1,481 1,481 － － －

土地再評価差額金の取崩し － － － － － － 56,303 56,303 － 56,303

当期純利益 － － － － － － 22,808 22,808 － 22,808

自己株式の取得 － － － － － － － － △1,313 △1,313

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事業年度
中の変動額（純額） 

－ － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） － － △3,367 △3,367 － △3,611 11,618 8,007 14,051 18,691

平成18年12月31日 残高（千円） 2,550,000 1,251,111 646,632 1,897,743 264,584 230,080 240,449 735,114 △136,535 5,046,322
    
 

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（千円） 64,788 － 92,766 157,555 5,185,186 

事業年度中の変動額   

剰余金の配当（注） － － － － △71,104 

圧縮記帳積立金の取崩し（注）
（前事業年度分） 

－ － － － － 

圧縮記帳積立金の取崩し 
（当事業年度分） 

－ － － － － 

土地再評価差額金の取崩し － － － － 56,303 

当期純利益 － － － － 22,808 

自己株式の取得 － － － － △1,313 

自己株式の処分 － － － － 11,997 

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△26,763 31,858 △56,303 △51,207 △51,207 

事業年度中の変動額合計（千円） △26,763 31,858 △56,303 △51,207 △32,516 

平成18年12月31日 残高（千円） 38,025 31,858 36,463 106,347 5,152,670 

   
（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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重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方法 

(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 

(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 

 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） 

 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） 

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 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 先入先出法による原価法 同左 

３．固定資産の減価償却の方法 ３．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 

 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 

 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 

４．繰延資産の処理方法 ４．繰延資産の処理方法 

(1)社債発行費 ────── 

 商法施行規則の規定する 長期間(３年間)にわた

り均等償却しております。 

 

５．引当金の計上基準 ５．引当金の計上基準 

(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 

(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期負担額を計上しており

ます。 

────── 

 （追加情報） 

 当社は、当事業年度から賞与の支給対象期間を変

更し、また決算期を変更しております。この変更に

伴い、当事業年度を期間対象とする賞与は全て確定

し計上しているため、賞与引当金の計上は不要とな

りました。 
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前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

(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。 

 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

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。 

 

６．リース取引の処理方法 ６．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 

７．ヘッジ会計の方法 ７．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 

(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 

ヘッジ対象……外貨建輸入予定取引、借入金 ヘッジ対象……同左 

(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 
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前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12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 

 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 

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ８．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 

 税抜方式により処理しております。 同左 

 

会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12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）

当事業年度から、「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

5,120,811千円であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

────── （企業結合に係る会計基準等） 

当事業年度から「企業結合に係る会計基準」（「企

業結合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15年10月31日））及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）

を適用しております。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 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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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

────── （損益計算書） 

 前事業年度まで「雑損失」に含めて表示しておりま

した「手形売却損」（前事業年度3,734千円）は、営業

外費用の100分の10を超えたため、当事業年度から区分

掲記する方法に変更しております。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

 
１．受取手形割引高 130,101千円

(うち関係会社受取手形割引高 －千円)
  

 
１．受取手形割引高 130,169千円

(うち関係会社受取手形割引高 －千円)
  

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 
 

建物 667,769千円

土地 1,695,013 

投資有価証券 337,784 

合計 2,700,567 
  

 
建物 637,070千円

土地 1,565,254 

投資有価証券 316,405 

合計 2,518,730 
  

上記に対する債務 上記に対する債務 
 

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 
  

 
割引手形 60,024千円

短期借入金 135,000 

一年内返済予定長期借入金 212,500 

社債発行に対する銀行保証 300,000 

長期借入金 1,000,000 

保証債務 8,880 

合計 1,716,405 
  

※３．授権株式数は普通株式39,800,000株であります。

 ただし、株式の消却が行われた場合には、定款の

定めにより、会社が発行する株式についてこれに相

当する株式数を減ずることとなっております。 

 発行済株式総数は、普通株式18,688,540株であり

ます。 

※３．       ────── 

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

912,530株であります。 

※４．       ────── 

※５．関係会社に対するものは次のとおりであります。 ※５．関係会社に対するものは次のとおりであります。
 

受取手形 341千円

売掛金 35,780 

未収入金 121,776 

支払手形 86,271 

買掛金 148,131 
  

 
売掛金 29,723千円

未収入金 166,470 

支払手形 102,997 

買掛金 215,639 
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前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

６．保証債務 ６．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。 
 

（銀行借入金） 

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）  

ジェイ・ピー・エフ・ワークス㈱ 3,671 
  

 
（銀行借入金） 

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㈱ 93,126 

  

（仕入債務）  

ジェイ・ピー・エフ・ワークス㈱ 3,320 
  

※７．土地の再評価 ※７．土地の再評価 

 平成12年３月31日付で「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土

地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」

（平成11年３月31日改正）に基づき事業用の土地の

再評価を行い、「再評価に係る繰延税金負債」を控

除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部

に計上しております。 

 その再評価の方法については、「土地の再評価に

関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第

119号）第２条第４号に定める「地価税法」に規定

する土地の価額を算出する方法と同様の方法を採用

しております。 

 なお、当期末における再評価を行った事業用土地

の時価は再評価後の帳簿価額を421,186千円下回っ

ております。 

 平成12年３月31日付で「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土

地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」

（平成11年３月31日改正）に基づき事業用の土地の

再評価を行い、「再評価に係る繰延税金負債」を控

除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の

部に計上しております。 

 その再評価の方法については、「土地の再評価に

関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第

119号）第２条第４号に定める「地価税法」に規定

する土地の価額を算出する方法と同様の方法を採用

しております。 

 なお、当事業年度末における再評価を行った事業

用土地の時価は再評価後の帳簿価額を434,490千円

下回っております。 

８．配当制限 ８．配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は64,788千

円であります。 

 土地再評価差額金92,766千円は、土地の再評価に

関する法律第７条の２第１項の規定により、配当に

充当することが制限されております。 

────── 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１．関係会社に対するものは次のとおりであります。 ※１．関係会社に対するものは次のとおりであります。
  

売上高 387,731千円

当期製品購入高及び当期商品
仕入高 

2,107,474 

受取利息 14,531 

受取配当金 3,601 
  

  
売上高 233,832千円

当期製品購入高及び当期商品
仕入高 

1,799,282 

受取利息 8,047 

受取配当金 7,500 
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前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

※２．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。 

※２．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 389,723千円

賞与引当金繰入額 17,210 

役員報酬 124,320 

退職給付費用 55,271 

福利厚生費 61,804 

荷具・運賃 141,672 

賃借料 92,253 

減価償却費 14,935 
  

  
賞与・給与手当 284,265千円

役員報酬 87,090 

退職給付費用 34,935 

福利厚生費 46,507 

荷具・運賃 110,144 

賃借料 62,461 

減価償却費 11,181 
  

 上記のうち、販売費のおおよその割合は60％、一

般管理費のおおよその割合は40％であります。 

 上記のうち、販売費のおおよその割合は58％、一

般管理費のおおよその割合は42％であります。 

※３．一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費は、68,130千円であります。 

※３．一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費は、44,115千円であります。 

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
 

建物 3,708千円

土地 69 
  

 
土地 8,309千円

建物 1,686 

その他 1,680 
  

※５．       ────── ※５．固定資産移設損失の内訳は次のとおりであります。
   

固定資産除去損 

機械及び装置 2,719千円

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 
  

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31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） 

当事業年度 
増加株式数（千株）

当事業年度 
減少株式数（千株） 

当事業年度末 
株式数（千株） 

普通株式（注） 912 4 93 824 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加4千株は、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） 

 前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）及び当事業年度（自 平成18年４月１日 至 

平成18年12月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（企業結合等関係） 

【共通支配下の取引等】 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日） 

 

子会社株式の追加取得に関する事項 

取得原価及びその内訳 

取得の対価 
U

 現金及び預金 95,000千円 

取得原価    95,000千円 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

流動の部 流動の部 
 

繰延税金資産 

確定拠出年金移行未払金 28,411千円

たな卸資産評価損 19,475 

賞与引当金 13,647 

未払事業税 5,050 

繰延税金資産合計 66,583 
  

 
繰延税金資産 

確定拠出年金移行未払金 34,264千円

たな卸資産評価損 20,401 

未払事業税 1,591 

繰延税金資産合計 56,256 
  

固定の部 固定の部 
 

繰延税金資産 

繰越欠損金 175,813千円

退職給付引当金 96,537 

確定拠出年金移行未払金 56,822 

会員権評価損 35,298 

貸倒引当金 13,444 

減価償却費 9,303 

その他 6,449 

小計 393,668 

評価性引当額 △150,000 

繰延税金資産合計 243,668 

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 △158,837 

その他有価証券評価差額金 △43,917 

繰延税金負債合計 △202,754 

繰延税金資産の純額 40,914 
  

 
繰延税金資産 

繰越欠損金 167,875千円

退職給付引当金 99,020 

会員権評価損 35,298 

確定拠出年金移行未払金 19,491 

貸倒引当金 12,596 

減損損失 7,828 

減価償却費 4,665 

その他 2,460 

小計 349,235 

評価性引当額 △120,000 

繰延税金資産合計 229,235 

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 △157,222 

その他有価証券評価差額金 △25,775 

繰延ヘッジ損益 △21,595 

繰延税金負債合計 △204,593 

繰延税金資産の純額 24,642 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

法定実効税率 40.4％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項
目 

6.7 

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目 

△1.2 

住民税均等割等 6.6 

その他 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.7 
  

 
法定実効税率 40.4％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項
目 

90.1 

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目 

△34.1 

住民税均等割等 70.5 

評価性引当金の減少 △282.8 

その他 0.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △115.0 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

（連結子会社の吸収合併の方針決議） 

 当社は、平成18年５月11日開催の取締役会において、

当社の連結子会社であるジェイ・ピー・エフ・ワークス

株式会社を吸収合併する方針を決議いたしました。 

１．合併の目的 

 当社は、平成14年７月に事業セグメント別経営体制

の確立をはかるべく、住宅建材関連事業（当社）、汎

用建材関連事業（ジェイ・ピー・エフ・ワークス株式

会社）、自動車・家電等部品関連事業（近江ニスコ工

業株式会社）に分社し事業活動を行ってまいりまし

た。 

 この度、住宅建材関連事業と汎用建材関連事業を一

体化することで、お客様サービスの向上、経営資源の

集中による経営効率の向上と一層の合理化がはかれる

ものと判断し、ジェイ・ピー・エフ・ワークス株式会

社を当社に吸収合併する方針を決定いたしました。 

２．合併の要旨 

(1) 合併の日程 

合併契約書承認取締役会 

平成18年10月下旬（予定） 

合併契約書調印   平成18年10月下旬（予定） 

合併契約書承認株主総会 

（ジェイ・ピー・エフ・ワークス㈱） 

平成18年11月上旬（予定） 

合併期日      平成19年１月１日（予定） 

合併登記      平成19年１月上旬（予定） 

（注）本合併は、会社法第796条第３項の規定によ

り、当社においては合併契約書に関する株主総

会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式 

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、ジェイ・

ピー・エフ・ワークス株式会社は解散いたします。

(3) 合併比率及び交付金 

 詳細は合併契約書調印までに両社で協議のうえ、

決定いたします。 

（連結子会社との簡易合併） 

当社と当社の連結子会社であるジェイ・ピー・エフ・

ワークス株式会社は、平成18年11月21日開催の両社それ

ぞれの取締役会において承認された合併契約書に基づ

き、平成19年１月１日を期日として合併いたしました｡ 

なお、詳細については、連結財務諸表における「重要

な後発事象」に記載のとおりであります。 
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前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

３．被合併会社の概要 （平成18年３月期）  

 
(1）商号 ジェイ・ピー・エフ・ワークス株

式会社 

(2）事業内容 工業用ファスナーの製造・販売 

(3）設立年月日 平成９年５月１日 

(4）本店所在地 大阪府箕面市船場西１丁目８番３
号 

(5）代表者 代表取締役社長 土肥 智雄 

(6）資本金 495百万円 

(7）発行済株式
総数 

9,900株 

(8）株主資本 526百万円 

(9）総資産 2,563百万円 

(10）売上高 4,179百万円 

(11）当期純利益 35百万円 

(12）決算期 ３月31日 

(13）従業員数 145名 

日本パワーファスニング株式会社(14）大株主及び
持株比率 80.81％

 イリノイ・ツール・ワークス社 
（米国） 

 19.19％
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

 

 



７．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（平成１９年３月２９日付） 

   ①新任取締役候補 

    取締役 小山
こ や ま

 昇
のぼる

            現 執行役員 生産・購買本部 

     執行役員 生産・購買本部            技術部長 
     副本部長 兼 技術部長 

 
 

取締役 藤井
ふ じ い

 武
たけし

                  現 執行役員 管理本部  

執行役員 管理本部              総務部長 
     副本部長 兼 総務部長 
 
 
   ②新任監査役候補 

    監査役 美濃
み の

浦
うら

 利夫
と し お

         現 公認会計士 

                          （前ＪＰＦワークス㈱監査役） 
                              
 
 
   ③退任予定監査役 

    監査役 木村
き む ら

 雅彦
まさひこ

          現 日本発条株式会社  

常務執行役員 企画本部 
                             関連事業部長 
 
 

                  －63－ 




