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（百万円未満切捨て） 

１．19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日） 

   (1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 ５,４６２ － １７０ － １７９ － ５８ － 

18年９月中間期 ５,４９４ 2.1 ２２８ 17.8 ２１８ 5.1 △２３ － 

1 8 年 1 2 月 期 ８,６７３  ４９５  ４８１  １５５  
 

 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

 円     銭 円     銭 

19年６月中間期 

18年９月中間期 

３  ２６ 

△１  ３３ 

３  ２０ 

－ 

1 8 年 1 2 月 期 ８    ７１ ８  ５５ 

（参考） 持分法投資損益 19年６月中間期   １百万円 18年９月中間期   １百万円 18年12月期  ５百万円 

(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 

19年６月中間期 

18年９月中間期 

１４,３４２ 

１３,１３０ 

５,７２１ 

５,４９４ 

３７.２ 

３８.７ 

２９８  ７２ 

２８４  ６９ 

1 8 年 1 2 月 期 １３,４０４ ５,６１２ ３９.３ ２９４  ７８ 

  （参考） 自己資本 19年６月中間期 5,329百万円 18年９月中間期 5,086百万円 18年12月期 5,266百万円 

(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 

19年６月中間期 

18年９月中間期 

△ ２８３ 

９５ 

△ ２５９ 

△ ３９０ 

８７２ 

１３５ 

１,１７５ 

９２６ 

1 8 年 1 2 月 期 １５０ △ ５３４ １４０ ８４２ 

２．配当の状況 

 1株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

 円  銭 円  銭 円  銭

18年12月期 －   ４ ００    ４ ００ 

19年12月期（実績）    ２ ００  

19年12月期（予想）    ３ ００ 
   ５ ００ 

３．19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日） 

（％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 １株当たり当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

通期 １１,５００ － ５９０ － ５５０ － ２２０ － １２ ３３ 
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４．その他 

(1)期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有 

除外 １社（社名 ジェイ・ピー・エフ・ワークス株式会社） 

（注）詳細は、６ページ「２．企業集団の状況」をご覧ください。 

(2)中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

 ② ①以外の変更        有（セグメント情報における事業区分の方法の変更） 

（注）①詳細は、17ページ「４.会計処理基準に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」をご覧ください。 

②詳細は、26ページ「セグメント情報（注）４」をご覧ください。 

 

(3)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） 19年6月中間期  18,688,540株 18年9月中間期 18,688,540株   

18年12月期 18,688,540株 

  ② 期末自己株式数            19年6月中間期    847,690株 18年9月中間期   822,939株 

18年12月期     824,447株 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」

をご覧下さい。 

 

（参考）個別業績の概要 

１．19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日） 

(1)個別経営成績                               （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 ４,０４３ － １６ － ０ － △１６ －

18年９月中間期 ２,９４６ 1.7 １４０ 121.2 １４１ 130.8 △４４ －

18年12月期 ４,５７９  ２２１  ２１４  ２２  

 

 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 円  銭 

19年６月中間期 △０ ９４  

18年９月中間期 △２ ５１  

18年12月期 １ ２８  

 

(2)個別財政状態 

 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

19年６月中間期 １０,８２６ ５,０６５ ４６.８ ２８３ ９３ 

18年９月中間期 ８,９５２ ５,１１０ ５７.１ ２８６ ０６ 

18年12月期 ９,０９０ ５,１５２ ５６.７ ２８８ ４４ 

（参考）自己資本 19年６月中間期 5,065百万円 18年９月中間期 5,110百万円 18年12月期 5,152百万円 

 

２.19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日） 

（％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 
1株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

通期 ８,７００ － ２９０ － ２４０ － １００ －     ５ ６１ 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、業績予想における対前期増減率は表示しておりません。また、前中間期

と当中間期の対象期間が異なりますので経営成績における対前年中間期増減率を表示しておりません。 

 上記の業績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

予想数値と異なる可能性があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、４ページ「当期の見通し」をご覧下さい。 
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１．経営成績 
 
 前連結会計年度中に決算期の変更を行ったことにより、前中間連結会計期間は当中間連結会

計期間と期間が異なるため、同期間との比較は行っておりません。 
 
（１）経営成績に関する分析 
（当中間期の経営成績） 
 当中間連結会計期間における日本経済は、引続き堅調な企業業績による設備投資の増加傾向

や雇用環境の改善などから、景気は緩やかながらも回復基調を保ちました。しかしながら、企

業においては原油・素材価格の高止まり、家庭においては所得の伸び悩みなどもあり、景気の

先行きには不透明感が漂いました。 
 当社に関連が深い住宅市場におきましても、三大都市圏を中心とした地価の上昇や金利の先

行き不透明感から、新設住宅着工戸数は前年同期間に比べて持家、貸家とも減少いたしました。 
 このような経済環境のもと、当社グループは総合ファスニングメーカーとして、作業性、耐

久性、耐震性、そして環境保全に適合する付加価値の高い商品の開発に取り組んでまいりまし

た。 
また、グループ再編として、１月１日付で子会社であったジェイ・ピー・エフ・ワークス株

式会社を当社に吸収合併いたしました。これは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を

目指すものであります。 
 以上のような事業活動の結果、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

5,462 百万円、経常利益は 179 百万円、中間純利益は 58 百万円となりました。 
 
（事業の種類別セグメント情報について） 
前述の理由により、当中間連結会計期間から、従来の「住宅建材関連事業」と「汎用建材関

連事業」をひとつのセグメントにまとめ、「建築用ファスナー及びツール関連事業」として表示

しております。 
 
【建築用ファスナー及びツール関連事業】 
 当事業の主力市場である住宅市場については、新設住宅着工戸数が前年同期間比で 2.2％減少

いたしました。特に持家着工戸数は１月を除いて前年比マイナスと厳しい状況が続き、当社も

その影響を少なからず受け、プレハブ住宅メーカー向けへの売上が減少いたしました。また、

公共工事の減少傾向や大都市圏でのビル建築需要も一段落したと見られることから、非住宅分

野でも需要が減少いたしました。 
その結果、外部売上高は 4,070 百万円となり、営業利益は 116 百万円となりました。 
【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伸び

た結果、外部売上高は 1,386 百万円となり、営業利益は 124 百万円となりました。 

－ －
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（当期の見通し） 
 下半期の日本経済は、底堅く推移する見方もある一方で為替動向、原油・素材価格の高止ま

り傾向、金利の上昇懸念、海外経済の動向などを考慮しますと不安定な状況に陥ることも予想

されます。 
 「建築用ファスナー及びツール関連事業」につきましては、市場拡大が望めない中、主力の

ドリルねじ及び石膏ボード用ねじのシェア拡大を目指した事業活動を行い、生産・物流体制の

再構築とともに、新たに国土交通大臣の認定を取得した「構造用ドリルねじ」の販売に注力し

てまいります。そのほか、ピン装填本数を増加させた新型ガス式びょう打機や省エネ断熱工法

に対応したロングサイズねじ等も積極的に販売してまいります。 
 また、新たな取組みとして、ねじの表面処理としては画期的な「カチオン電着塗装」装置を

導入し、建築業界への貢献と競合他社との差別化をはかってまいります。 
 「自動車・家電等部品関連事業」につきましては、上期同様に自動車の世界的需要が好調に

推移すると見込まれますので、引続き受注拡大に注力してまいります。 
 なお、通期の連結業績につきましては、売上高 11,500 百万円、経常利益 550 百万円、当期純

利益 220 百万円となる見通しであります。 
 
（２）財政状態に関する分析 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、下期に支払いの発生する設備投資資金

の調達を行ったことなどにより、期首に比べ 332 百万円増加し、当中間連結会計期間末には

1,175 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 283 百万円の支出となりました。これは主に資金調達方

法を手形割引から銀行借入に変更したことによる売上債権の増加及びたな卸資産の増加などによ

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 259 百万円の支出となりました。これは主に生産設備の

取得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 872 百万円の収入となりました。これは主に資金調達方

法を手形割引から銀行借入に変更したことや設備投資資金の調達を行ったことなどによるもの

であります。 

－ －
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なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。 

 
平成 16 年

３月期 
平成 17 年

３月期 
平成 18 年

３月期 
平成 18 年 

12 月期 
平成 19 年
６月中間期

自己資本比率 （％） ４０．５ ３８．５ ３９．７ ３９．３ ３７．２

時価ベースの自己資本比率 （％） ２５．３ ３２．３ ４２．０ ３７．４ ３０．８

キャッシュ･フロー対有利子負債比率 ５．６ ７．１ ２４．０ ２１．１ －

インタレスト・カバレッジ・レシオ ９．０ ７．１ ２．４ ３．２ －

（注）・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 

・キャッシュ･フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、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、当中間のキャッシュ･フロー対有利子負債比率及びインタレスト・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。 

※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

※株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

※有利子負債は、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

全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結（中間連結）損益計算書に

計上されている支払利息を使用しております。 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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

自己株式の取得を行い、資本効率の改善に努めてまいります。 
 なお、当期の配当金は、前期に比べて１円増配となる年間５円を予定しており、内訳は中間

配当２円、期末配当３円となる予定であります。 

－ －
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２．企業集団の状況 

 

当社グループは、当社及び連結子会社４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）建築用ファスナー及びツール関連事業・・・プレハブ住宅をはじめとする住宅用及び一般建築・土木用の締

結部材（ファスナー）や締結工具（ツール）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）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 

 

 
建 築 用 フ ァ ス ナ ー 及 び ツ ー ル 関 連 事 業 自動車・家電等部品関連事業

 

 

 

 
顧                    客 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製商品 

製商品

 

製造販売部門（国内） 

◎近 江 ニ ス コ 工 業 ㈱ 

 

製造販売部門（海外） 

◎蘇 州 強 力 五 金 有 限 公 司

◎蘇 州 強 力 電 鍍 有 限 公 司

 

日本パワーファスニング㈱

製商品
製商品 製商品 

販売部門（国内） 

○東海パワーファスニング㈱ 

製商品

製
商
品 

製
商
品 

設備・治具 
 

 設備・治具 

 

 
その他の子会社（国内） 

◎ジェイ・ピー・エフ・テクノサービス ㈱ 

 

 

 

（注）◎印 連結子会社 

○印 関連会社で持分法適用会社 

 

 

（重要な変更） 

前連結会計年度末まで連結子会社であったジェイ・ピー・エフ・ワークス㈱につきましては、平成19年１月

１日付けで当社に吸収合併され、解散しております。 

また、当中間連結会計期間から、従来の「住宅建材関連事業」と「汎用建材関連事業」をひとつのセグメン

トにまとめ、「建築用ファスナー及びツール関連事業」として表示しており、その詳細は26ページ「セグメン

ト情報（注）４」に記載しております。 

－  － 
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３．経営方針 

 ・会社経営の基本方針 

・目標とする経営指標 

・中長期的な会社の経営戦略 

・会社の対処すべき課題 

  

  上記につきましては、「平成18年12月期 決算短信」（平成19年2月13日開示）により開示を

行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。 

   

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ） 

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

 

    (大阪証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）) 

   http://www.ose.or.jp/listed/lc_jk.html 

 

－  － 
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４.中間連結財務諸表等 

(1)中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   943,597 1,195,031  861,614

２．受取手形及び売掛
金 

※４  2,236,416 2,862,645  2,549,128

３．たな卸資産   2,569,841 2,928,946  2,653,905

４．繰延税金資産   102,326 89,842  69,977

５．その他   523,077 440,380  523,681

貸倒引当金   △6,125 △13,345  △6,327

流動資産合計   6,369,134 48.5 7,503,500 52.3  6,651,980 49.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※２   

(1）建物及び構築物 ※３ 1,547,149 1,629,171 1,623,961 

(2）機械装置及び運
搬具 

 1,215,127 1,485,049 1,326,310 

(3）工具・器具及び
備品 

 106,874 121,047 102,657 

(4）土地 ※３ 2,082,280 2,080,636 2,082,280 

(5）建設仮勘定  300,437 5,251,870 116,721 5,432,626 188,209 5,323,419

２．無形固定資産   282,486 215,326  254,554

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※３ 848,631 770,803 772,304 

(2）長期貸付金  3,750 3,500 3,750 

(3）繰延税金資産  124,895 157,832 148,636 

(4）その他  285,230 292,327 285,664 

貸倒引当金  △35,615 1,226,891 △33,129 1,191,334 △35,499 1,174,856

固定資産合計   6,761,248 51.5 6,839,286 47.7  6,752,830 50.4

資産合計   13,130,383 100.0 14,342,787 100.0  13,404,811 100.0

    

－  － 
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

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 

  2,116,540 2,163,505  2,236,826

２．短期借入金 ※３  1,579,521 2,192,708  1,631,134

３．一年内返済予定長
期借入金 

※３  511,395 535,975  476,855

４．未払金   393,336 388,850  422,923

５．未払法人税等   49,934 36,744  43,670

６．賞与引当金   76,912 34,555  13,735

７．その他   228,723 304,311  308,488

流動負債合計   4,956,364 37.8 5,656,650 39.4  5,133,634 38.3

Ⅱ 固定負債    

１．社債 ※３  300,000 300,000  300,000

２．長期借入金 ※３  1,824,153 2,152,641  1,814,675

３．退職給付引当金   260,217 276,497  265,366

４．役員退職慰労引当
金 

  36,744 44,060  39,183

５．再評価に係る繰延
税金負債 

  191,276 191,276  191,276

６．その他   66,864 322  48,580

固定負債合計   2,679,255 20.4 2,964,798 20.7  2,659,081 19.8

負債合計   7,635,620 58.2 8,621,449 60.1  7,792,715 58.1

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   2,550,000 19.4 2,550,000 17.8  2,550,000 19.0

２．資本剰余金   1,897,743 14.5 1,897,559 13.2  1,897,743 14.2

３．利益剰余金   465,244 3.5 631,240 4.4  644,455 4.8

４．自己株式   △136,105 △1.0 △142,831 △1.0  △136,535 △1.0

株主資本合計   4,776,882 36.4 4,935,968 34.4  4,955,663 37.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  66,801 0.5 36,618 0.3  38,025 0.3

２．繰延ヘッジ損益   29,493 0.2 40,884 0.3  31,858 0.2

３．土地再評価差額金   36,463 0.3 36,463 0.3  36,463 0.3

４．為替換算調整勘定   176,569 1.3 279,513 1.9  204,027 1.5

評価・換算差額等合計   309,328 2.3 393,480 2.8  310,375 2.3

Ⅲ 少数株主持分   408,552 3.1 391,889 2.7  346,056 2.6

純資産合計   5,494,762 41.8 5,721,338 39.9  5,612,095 41.9

負債・純資産合計   13,130,383 100.0 14,342,787 100.0  13,404,811 100.0

    

－  － 
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   5,494,068 100.0 5,462,675 100.0  8,673,490 100.0

Ⅱ 売上原価   4,071,283 74.1 4,046,252 74.1  6,355,241 73.3

売上総利益   1,422,784 25.9 1,416,423 25.9  2,318,248 26.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  1,194,153 21.7 1,245,559 22.8  1,823,246 21.0

営業利益   228,631 4.2 170,863 3.1  495,001 5.7

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  76 1,223 106 

２．受取配当金  8,215 9,455 8,657 

３．為替差益  10,881 26,994 20,790 

４．持分法による投資
利益 

 1,274 1,792 5,762 

５．作業屑売却収入  5,065 12,053 10,585 

６．雑収入  10,838 36,350 0.7 5,528 57,049 1.1 13,218 59,120 0.7

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  31,151 35,171 46,800 

２．売上割引  3,496 4,251 5,742 

３．手形売却損  6,712 4,837 10,978 

４．雑損失  4,718 46,079 0.9 4,484 48,745 0.9 9,376 72,897 0.9

経常利益   218,903 4.0 179,167 3.3  481,224 5.5

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ － 17,311 － 

２．投資有価証券売却
益 

 － － － － 17,311 0.3 9,093 9,093 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．減損損失 ※３ 12,509 31,327 12,509 

２．固定資産除却損 ※４ － 17,781 － 

３．訴訟関連費用  － 6,802 － 

４．厚生年金基金脱退
一時金 

 171,843 － 171,843 

５．固定資産売却損 ※５ 10,165 － 11,676 

６．固定資産移設損失 ※６ 6,861 － 6,861 

７．会員権評価損  5,550 206,930 3.8 － 55,911 1.0 5,550 208,441 2.4

税金等調整前中間
(当期)純利益 

  11,972 0.2 140,567 2.6  281,877 3.2

法人税、住民税及
び事業税 

 38,230 73,903 71,856 

法人税等調整額 ※７ △22,564 15,666 0.3 △34,225 39,677 0.7 4,146 76,002 0.8

少数株主利益 
（控除） 

  20,085 0.3 42,648 0.8  50,441 0.6

中間(当期)純利益 
（△損失） 

  △23,778 △0.4 58,241 1.1  155,432 1.8

    

－  － 
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(3)中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（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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当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６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12月31日 残高 2,550,000 1,897,743 644,455 △136,535 4,955,663

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 － － △71,456 － △71,456

中間純利益 － － 58,241 － 58,241

自己株式の取得 － － － △7,124 △7,124

自己株式の処分 － △184 － 829 645

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 － △184 △13,215 △6,295 △19,694

平成19年６月30日 残高 2,550,000 1,897,559 631,240 △142,831 4,935,968

      
 

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12月31日 残高 38,025 31,858 36,463 204,027 310,375 346,056 5,612,095

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － － － － － △71,456

中間純利益 － － － － － － 58,241

自己株式の取得 － － － － － － △7,124

自己株式の処分 － － － － － － 645

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） 

△1,406 9,025 － 75,485 83,105 45,832 128,937

中間連結会計期間中の変動額合計 △1,406 9,025 － 75,485 83,105 45,832 109,242

平成19年６月30日 残高 36,618 40,884 36,463 279,513 393,480 391,889 5,721,338

        
 

 

－  － 
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31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

連結会計年度中の変動額  

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

当期純利益 － － 155,432 － 155,432

自己株式の取得 － － － △1,313 △1,313

自己株式の処分 － △3,367 － 15,364 11,997

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

－ －  － － －

連結会計年度中の変動額合計 － △3,367 135,681 14,051 146,365

平成18年12月31日 残高 2,550,000 1,897,743 644,455 △136,535 4,955,663

      
 

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

連結会計年度中の変動額    

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

当期純利益 － － － － － － 155,432

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連結会計
年度中の変動額（純額） 

△26,763 31,858 △56,303 47,343 △3,863 △50,249 △54,113

連結会計年度中の変動額合計 △26,763 31,858 △56,303 47,343 △3,863 △50,249 92,252

平成18年12月31日 残高 38,025 31,858 36,463 204,027 310,375 346,056 5,612,095

        
 （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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６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） 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 

 11,972 140,567 281,877 

２．減価償却費  159,282 171,185 248,336 

３．のれん償却額  59,842 44,201 87,939 

４．貸倒引当金の増減額（△
減少） 

 △962 4,648 △877 

５．退職給付引当金の増加額  3,490 11,131 8,639 

６．役員退職慰労引当金の増
加額 

 4,731 4,877 7,169 

７．受取利息及び受取配当金  △8,291 △10,679 △8,764 

８．支払利息  31,151 35,171 46,800 

９．為替差益  △15,458 △41,644 △27,959 

10．持分法による投資利益  △1,274 △1,792 △5,762 

11．固定資産売却益  △2,425 △17,430 △2,489 

12．固定資産除却損  1,500 19,670 4,406 

13．固定資産売却損  10,165 － 12,040 

14．投資有価証券売却益  － － △9,093 

15．会員権評価損  5,550 － 5,550 

16．減損損失  12,509 31,327 12,509 

17．厚生年金基金脱退一時金  171,843 － 171,843 

18．固定資産移設損失  6,861 － 6,861 

19．売上債権の増加額  △133,610 △295,943 △442,082 

20．たな卸資産の増加額  △53,325 △242,123 △120,743 

21．未収入金の増減額（△増
加） 

 △15,622 51,079 △22,371 

22．仕入債務の増減額（△減
少） 

 153,884 △84,561 269,943 

23．未払消費税等の減少額  △22,455 △11,694 △16,215 

24．役員賞与の支払額  △11,000 － △11,000 

25．その他  33,659 100,908 6,231 

小計  402,018 △91,102 502,791 

26．利息及び配当金の受取額  10,091 11,779 10,564 

27．利息の支払額  △30,500 △33,519 △44,329 

28．確定拠出年金制度移行に
伴う支払額 

 △68,739 △85,198 △68,739 

29．厚生年金基金脱退一時金
の支払額 

 △171,843 － △171,843 

30．法人税等の支払額  △45,090 △85,704 △78,271 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 95,937 △283,745 150,172 

 

－  － 

 

 

14



 

日本パワーファスニング(株) (5950) 平成19年12月期中間決算短信
 

 

 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６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） 金額（千円） 金額（千円） 

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 

 △10,000 △8,000 △12,000 

２．定期預金の解約による収
入 

 14,000 7,000 14,000 

３．有形固定資産の取得によ
る支出 

 △305,044 △290,022 △392,942 

４．有形固定資産の売却によ
る収入 

 8,967 31,831 9,094 

５．無形固定資産の取得によ
る支出 

 － － △300 

６．子会社株式の取得による
支出 

 － － △95,000 

７．投資有価証券の取得によ
る支出 

 △99,554 － △99,554 

８．投資有価証券の売却によ
る収入 

 － － 41,625 

９．貸付金の回収による収入  250 250 250 

10．差入保証金の差入れによ
る支出 

 △324 △632 △324 

11．差入保証金の解約による
収入 

 741 322 920 

12．長期前払費用の増加によ
る支出 

 － △400 － 

13．その他  83 384 △468 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △390,880 △259,265 △534,698 

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  211,964 561,500 261,460 

２．長期借入れによる収入  300,000 650,000 400,000 

３．長期借入金の返済による
支出 

 △311,300 △252,914 △455,319 

４．自己株式の取得による支
出 

 △882 △7,124 △1,313 

５．ストックオプションの権
利行使による収入 

 11,997 645 11,997 

６．配当金の支払額  △71,104 △71,456 △71,104 

７．少数株主への配当金の支
払額 

 △5,500 △7,700 △5,500 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 135,173 872,949 140,220 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 300 2,478 853 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（△減少） 

 △159,469 332,416 △243,451 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 1,086,066 842,614 1,086,066 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

※１ 926,597 1,175,031 842,614 

     

 

－  － 
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(5)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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12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……………４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 

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 

 

前連結会計年度まで連結子会社で

あったジェイ・ピー・エフ・ワーク

ス㈱は、平成19年１月１日を期日と

して当社に吸収合併され、解散いた

しました。 

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 

(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 

───── ───── 

 

 

───── 

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㈱ 

   

(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 

───── ───── ───── 

   

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。 

 近江ニスコ工業㈱の中間決算日は９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。 

 

当社は決算日を従来の３月31日から12

月31日に変更したため、当連結会計年度

は平成18年４月１日から12月31日までの

９ヶ月決算となっております。 

また、当社の決算期変更に伴い、連結

子会社であるジェイ・ピー・エフ・ワー

クス㈱及びジェイ・ピー・エフ・テクノ

サービス㈱も決算日を12月31日に変更し

９ヶ月決算となっており、蘇州強力五金

有限公司は従来より決算日が12月31日で

あり前連結会計年度まで３月31日で仮決

算を行っておりましたが、当連結会計年

度は４月１日から12月31日までの９ヶ月

決算となっております。 

なお、近江ニスコ工業㈱は決算日が３

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９ヶ月決算の財務諸

表を使用しており、蘇州強力電鍍有限公司

は従来より決算日が12月31日であり、当連

結会計年度は１月１日から12月31日までの

12ヶ月決算となっております。 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12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） 

同左  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 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 

当社及び国内連結子会社は以下の方

法によっております。 

建物（附属設備を除く） 

イ.平成10年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法 

ロ.平成10年４月１日から平成19年３月31

日までに取得したもの 

法人税法に規定する旧定額法 

ハ.平成19年４月１日以降に取得したもの

法人税法に規定する定額法 

上記以外の有形固定資産 

イ.平成19年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法 

ロ.平成19年４月１日以降に取得したもの

法人税法に規定する定率法 

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 

（会計処理の変更） 

 当中間連結会計期間から、法人税法

の改正に伴い、平成19年４月１日以降に

取得した減価償却資産については、改正

後の法人税法に規定する償却方法により

減価償却費を計上しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

 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 

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 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

(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 

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。 

 連結子会社である近江ニスコ工業

㈱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。 

 連結子会社である近江ニスコ工業

㈱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。 

 （追加情報） （追加情報） 

 当社及び連結子会社であるジェ

イ・ピー・エフ・テクノサービス㈱

は、前連結会計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、

当中間連結会計期間を期間対象とす

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。 

当社及び連結子会社であるジェ

イ・ピー・エフ・ワークス㈱並びに

ジェイ・ピー・エフ・テクノサービ

ス㈱は、当連結会計年度から賞与の

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、当連結会計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。 

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。 

 当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。 

 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。 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

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。 

(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「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。 

同左  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「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。 

(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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 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 

 

－  － 
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(6)中間連結財務諸表に関する注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年12月31日） 

 
１．受取手形割引高 588,376千円

 

 
１．受取手形割引高 －千円

 

 
１．受取手形割引高 576,717千円

  
※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 

5,059,980千円 5,049,097千円 5,079,213千円

※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 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 917,059千円

土地 1,912,314 

投資有価証券 309,405 

合計 3,138,778 
  

 
建物及び構築物 769,940千円

土地 1,790,785 

投資有価証券 316,405 

合計 2,877,131 
  

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 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 
  

 
短期借入金 242,941千円

一年内返済予定長期
借入金 

283,789 

社債発行に対する銀
行保証 

300,000 

長期借入金 1,890,677 

合計 2,717,407 
  

 
割引手形 60,024千円

短期借入金 350,695 

一年内返済予定長期
借入金 

277,240 

社債発行に対する銀
行保証 

300,000 

長期借入金 1,341,571 

合計 2,329,531 
  

※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 ※４．連結会計年度末日満期手形 

 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。 

 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。 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、当連結会計年度の末日が金

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 
  

 
受取手形 134,666千円

  
  

 
受取手形 43,382千円

割引手形 82,590 
  

 

（中間連結損益計算書関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12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 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 414,222千円

賞与引当金繰入額 13,020 

荷具・運賃 147,529 

賃借料 83,493 

退職給付費用 33,807 

減価償却費 10,651 

役員退職慰労引当金
繰入額 

4,877 

  

 
賞与・給与手当 589,125千円

賞与引当金繰入額 3,289 

荷具・運賃 230,728 

賃借料 124,847 

退職給付費用 45,686 

減価償却費 19,070 

役員退職慰労引当金
繰入額 

7,169 

  
※２．    ───── ※２．固定資産売却益の内訳 ※２．    ───── 
    

機械装置及び運搬具  17,311千円
  

   

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

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

※３．減損損失 

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。 

※３．減損損失 

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。 

※３．減損損失 

当連結会計年度において、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 

  

 

場所 用途 種類 減損損失

兵庫県
豊岡市

遊休 
(旧保養所)

土地 1,644千円

 
遊休 

（生産設備）

機械装
置及び
運搬具

10,488千円

滋賀県
野洲市

遊休 
（生産設備）

機械装
置及び
運搬具

6,724千円

  
建設仮
勘定

3,940千円

茨城県
筑西市

遊休 
（生産設備）

機械装
置及び
運搬具

5,923千円

  
建物及
び構築
物 

2,606千円

  

 

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。 

（経緯） 

 土地においては遊休状態であり、地価

が下落しているため、また、それ以外の

資産においては今後の使用見込みがなく

なり遊休状態となったため、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、土地においては不動産鑑定

評価に準ずる方法に基づいて、それ以外

の資産においては売却見込額により評価

しております。 

（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。 

※４．    ───── ※４．固定資産除却損の内訳 ※４．    ───── 

 
 

建物及び構築物 6,934千円

機械装置及び運搬具 5,644 

工具・器具及び備品 896 

固定資産廃棄処理費用 4,305 
 

 

※５．固定資産売却損の内訳 ※５．    ───── ※５．固定資産売却損の内訳 
 

土地 8,309千円

建物及び構築物 1,686 

その他 170 
  

 
 

  

  
  

 
土地 8,309千円

建物及び構築物 1,686 

その他 1,680 
  

※６．固定資産移設損失の内訳 ※６．    ───── ※６．固定資産移設損失の内訳 
 

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 
  

 
 

 

  

  

  

  
  

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 
 

※７．    ───── ※７．法人税等調整額 ※７．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。 

同左  

－  － 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（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 
定時株主総会 

普通株式 71,104 4 平成18年３月31日 平成18年６月28日

 

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６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） 824 28 5 847 

合計 824 28 5 847 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加28千株は、22千株の自己株式取得と６千株の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５千株は、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 

(1)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19年３月29日 
定時株主総会 

普通株式 71,456 4 平成18年12月31日 平成19年３月30日

 

－  － 
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(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年８月９日 
取締役会 

普通株式 35,681 利益剰余金 2 平成19年６月30日 平成19年９月20日

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31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） 

当連結会計年度増加
株式数（千株） 

当連結会計年度減少
株式数（千株） 

当連結会計年度末株
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 4 93 824 

合計 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。 

 

２．配当に関する事項 

(1）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 
定時株主総会 

普通株式 71,104 4 平成18年３月31日 平成18年６月28日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年３月29日 
定時株主総会 

普通株式 71,456 利益剰余金 4 平成18年12月31日 平成19年３月30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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12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 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 1,195,031千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△20,000 

現金及び現金同等物 1,175,031 
  

 
現金及び預金勘定 861,614千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△19,000 

現金及び現金同等物 842,614 
 

 

－  － 
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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 

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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

 

建築用ファス
ナー及びツー
ル関連事業 

（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 4,070,425 1,386,706 5,457,131 5,543 5,462,675

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

61,924 53,186 115,110 (115,110) －

計 4,132,349 1,439,893 5,572,242 (109,566) 5,462,675

営業費用 4,016,158 1,315,670 5,331,829 (40,017) 5,291,811

営業利益 116,190 124,222 240,413 (69,549) 170,863

 （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）建築用ファスナー及びツール関連事業…ドリルねじ、石膏ボード用特殊ねじ、ドライウォール用特殊

ねじ、ＡＬＣ用特殊ねじ、木造用耐震ねじ、コンクリート用

特殊ねじ、コンクリート用アンカー、あと施工アンカー、特

殊ピン、特殊ネイル、座金組込ナット、住宅用締結金具、ね

じ連続打込機、ガス式びょう打機 

（2）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 

－  － 
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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94,779千円であり、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。 

 

４．事業区分の方法の変更 

 従来、顧客マーケット及び損益集計区分に照らし、「住宅建材関連事業」、「汎用建材関連事業」、

「自動車・家電等部品関連事業」に区分しておりましたが、お客様サービスや経営効率の向上のため、

事業戦略の統一を行い、損益管理も一本化したことに伴い、当中間連結会計期間から「住宅建材関連事

業」と「汎用建材関連事業」をひとつのセグメントにまとめ「建築用ファスナー及びツール関連事業」

といたしました。 

以上により、当社グループのセグメントの事業区分は「建築用ファスナー及びツール関連事業」及び

「自動車・家電等部品関連事業」に変更しております。 

 なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、当中間連結会計期間において用

いた事業区分の方法により区分すると次のとおりであります。 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

建築用ファス

ナー及びツール

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 
4,284,785 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 
70,524 35,478 106,003 (106,003) －

計 4,355,309 1,239,249 5,594,559 (100,490) 5,494,068

営業費用 4,198,927 1,153,794 5,352,721 (87,284) 5,265,436

営業利益 156,382 85,455 241,837 (13,205) 228,631

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日） 

 

建築用ファス

ナー及びツール

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 
6,777,664 1,887,571 8,665,235 8,254 8,673,490

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
100,640 58,803 159,444 (159,444) －

計 6,878,304 1,946,375 8,824,680 (151,189) 8,673,490

営業費用 6,540,743 1,776,609 8,317,352 (138,864) 8,178,488

営業利益 337,561 169,765 507,327 (12,325) 495,001

 

 

－  － 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成18年12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 4,538,436 2,239,227 1,887,571 8,665,235 8,254 8,673,490

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

151,068 830,272 58,803 1,040,145 (1,040,145) －

計 4,689,505 3,069,500 1,946,375 9,705,381 (1,031,891) 8,673,490

営業費用 4,424,754 2,996,644 1,776,609 9,198,008 (1,019,519) 8,178,488

営業利益 264,751 72,855 169,765 507,373 (12,371) 495,001

 （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、木造用耐震ねじ、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152,702千円であり、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。 

 

－  － 
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当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６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 5,284,216 172,914 5,457,131 5,543 5,462,675

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,278 847,800 849,078 (849,078) －

計 5,285,494 1,020,715 6,306,210 (843,535) 5,462,675

営業費用 5,081,571 968,675 6,050,247 (758,435) 5,291,811

営業利益 203,922 52,040 255,963 (85,099) 170,863

 （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94,779千円であり、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18年４月１日 至 平成18年12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 8,420,638 244,597 8,665,235 8,254 8,673,490

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,278 951,174 952,452 (952,452) －

計 8,421,916 1,195,771 9,617,688 (944,198) 8,673,490

営業費用 7,941,887 1,159,063 9,100,951 (922,462) 8,178,488

営業利益 480,029 36,708 516,737 (21,735) 495,001

 （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152,702千円であり、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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６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18年４月１日 至 平成18年12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。 

 

 

（開示の省略） 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、中間

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

－  － 
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（企業結合等） 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

【連結子会社との簡易合併】 

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要 

（１）結合当事企業の名称及びその事業の内容 

①結合企業 

名   称 日本パワーファスニング株式会社（当社） 

事業の内容 工業用ファスナーの製造・販売 

②被結合企業 

名   称 ジェイ・ピー・エフ・ワークス株式会社 

事業の内容 工業用ファスナーの製造・販売 

（２）企業結合の法的形式、結合後企業の名称 

平成19年１月１日を期日として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

株式会社は解散し、結合後企業の名称は日本パワーファスニング株式会社（当社）となりました。なお、

ジェイ・ピー・エフ・ワークス株式会社は当社の全額出資子会社であるため、合併による新株式の発行及

び合併交付金の支払いは実施しておりません。 

（３）取引の目的を含む取引の概要 

当社の住宅建材関連事業とジェイ・ピー・エフ・ワークス株式会社の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をはかることを目的

としております。 

 

２．実施した会計処理の概要 

「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）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

 

－  － 

 

 

29



 

日本パワーファスニング(株) (5950) 平成19年12月期中間決算短信
 

 

 

（１株当たり情報） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

 
１株当たり純資産額 284円69銭

１株当たり中間純損失 １円33銭

 
 

  

 
１株当たり純資産額 298円72銭

１株当たり中間純利益 ３円26銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

３円20銭

  

 
１株当たり純資産額 294円78銭

１株当たり当期純利益 ８円71銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

８円55銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。 

  

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年12月31日）

純資産の部の合計額（千円） 5,494,762 5,721,338 5,612,095 

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円） 

408,552 391,889 
 

346,056 

（うち少数株主持分） （408,552） （391,889） （346,056） 

普通株式に係る中間期末（期末）の純
資産額（千円） 

5,086,210 5,329,449 5,266,039 

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た中間期末（期末）の普通株式の数
（株） 

17,865,601 17,840,850 17,864,093 

２．１株当たり中間（当期）純利益（損失）及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益(損失)    

中間（当期）純利益（△損失）(千円) △23,778 58,241 155,432 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（△損失）(千円) 

△23,778 58,241 155,432 

期中平均株式数（株） 17,840,896 17,858,276 17,848,126 

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － 315,580 329,729 

（うち新株予約権方式によるストック
オプション） 

（－） （315,580） （329,729） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間（当期）純利益
の算定に含めなかった潜在株式の概要 

－ － － 

 

－  － 
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５．中間個別財務諸表 

(1)中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  363,428 506,106 338,194 

２．受取手形  613,870 1,162,126 734,820 

３．売掛金  650,581 1,022,861 673,175 

４．たな卸資産  691,659 1,945,241 667,357 

５．関係会社短期貸付
金 

 162,410 1,000 142,910 

６．繰延税金資産  67,099 63,560 56,256 

７．その他  371,469 316,001 370,293 

貸倒引当金  △210 △7,556 △240 

流動資産合計   2,920,308 32.6 5,009,341 46.3  2,982,768 32.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  970,799 972,605 973,548 

(2）機械及び装置  195,525 521,389 179,811 

(3）土地  1,735,221 1,733,576 1,735,221 

(4）その他  134,708 252,518 160,956 

有形固定資産合計  3,036,254 3,480,090 3,049,537 

２．無形固定資産  19,103 62,395 18,934 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  760,314 710,022 705,732 

(2）関係会社株式  1,634,492 1,251,502 1,729,492 

(3）関係会社長期貸
付金 

 355,440 － 351,600 

(4）差入保証金  39,574 44,173 39,574 

(5）繰延税金資産  2,145 70,867 24,642 

(6）その他  215,782 228,139 219,334 

貸倒引当金  △31,178 △29,548 △31,178 

投資その他の資産
合計 

 2,976,571 2,275,157 3,039,197 

固定資産合計   6,031,928 67.4 5,817,642 53.7  6,107,668 67.2

資産合計   8,952,237 100.0 10,826,983 100.0  9,090,437 100.0

    

－  － 

 

 

31



 

日本パワーファスニング(株) (5950) 平成19年12月期中間決算短信
 

 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  765,559 1,035,342 778,957 

２．買掛金  436,943 523,159 440,947 

３．短期借入金  150,000 1,100,000 150,000 

４．一年内返済予定長
期借入金 

 258,750 421,773 272,500 

５．未払金  218,611 276,927 228,140 

６．未払費用  5,488 18,213 9,877 

７．未払法人税等  11,444 15,121 10,131 

８．賞与引当金  30,800 － － 

９．設備関係支払手形  17,200 57,941 70,148 

10．設備関係未払金  18,228 25,452 1,335 

11．その他  33,031 91,544 48,278 

流動負債合計   1,946,058 21.7 3,565,476 32.9  2,010,317 22.1

Ⅱ 固定負債    

１．社債  300,000 300,000 300,000 

２．長期借入金  1,070,000 1,428,354 1,115,000 

３．退職給付引当金  239,951 275,993 245,100 

４．長期未払金  66,529 － 48,245 

５．預り保証金  27,828 322 27,828 

６．再評価に係る繰延
税金負債 

 191,276 191,276 191,276 

固定負債合計   1,895,584 21.2 2,195,946 20.3  1,927,450 21.2

負債合計   3,841,643 42.9 5,761,422 53.2  3,937,767 43.3

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   2,550,000 28.5 2,550,000 23.5  2,550,000 28.0

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  1,251,111 1,251,111 1,251,111 

(2）その他資本剰余
金 

 646,632 646,448 646,632 

資本剰余金合計   1,897,743 21.2 1,897,559 17.5  1,897,743 20.9

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  264,584 264,584 264,584 

(2）その他利益剰余
金 

   

圧縮記帳積立金  231,562 230,080 230,080 

繰越利益剰余金  171,289 152,200 240,449 

利益剰余金合計   667,436 7.4 646,866 6.0  735,114 8.1

４．自己株式   △136,105 △1.5 △142,831 △1.3  △136,535 △1.5

株主資本合計   4,979,075 55.6 4,951,594 45.7  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 

  66,801 0.8 36,618 0.4  38,025 0.4

２．繰延ヘッジ損益   28,253 0.3 40,884 0.4  31,858 0.4

３．土地再評価差額金   36,463 0.4 36,463 0.3  36,463 0.4

評価・換算差額等合
計 

  131,518 1.5 113,967 1.1  106,347 1.2

純資産合計   5,110,593 57.1 5,065,561 46.8  5,152,670 56.7

負債・純資産合計   8,952,237 100.0 10,826,983 100.0  9,090,437 100.0

    

－  － 
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(2)中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   2,946,813 100.0 4,043,969 100.0  4,579,455 100.0

Ⅱ 売上原価   2,218,373 75.3 3,019,010 74.7  3,460,584 75.6

売上総利益   728,439 24.7 1,024,958 25.3  1,118,870 24.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  588,206 20.0 1,008,676 24.9  897,144 19.6

営業利益   140,232 4.7 16,281 0.4  221,726 4.8

Ⅳ 営業外収益   22,417 0.8 21,562 0.5  25,785 0.6

Ⅴ 営業外費用   20,686 0.7 37,493 0.9  32,986 0.7

経常利益   141,963 4.8 350 0.0  214,525 4.7

Ⅵ 特別利益   － － 20,587 0.5  4,525 0.1

Ⅶ 特別損失   206,930 7.0 49,699 1.2  208,441 4.6

税引前中間(当期)
純利益(△損失) 

  △64,967 △2.2 △28,761 △0.7  10,609 0.2

法人税、住民税及
び事業税 

 4,986 7,429 7,479 

法人税等調整額  △25,084 △20,098 △0.7 △19,399 △11,970 △0.3 △19,677 △12,198 △0.3

中間(当期)純利益
(△損失) 

  △44,869 △1.5 △16,791 △0.4  22,808 0.5

    

 

－  － 
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(3)中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（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
合計 

自己株式 
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。 

 

－  － 
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当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６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
合計 

自己株式 
株主資本合
計 

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

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － － － － － △71,456 △71,456 － △71,456

中間純損失 － － － － － － △16,791 △16,791 － △16,791

自己株式の取得 － － － － － － － － △7,124 △7,124

自己株式の処分 － － △184 △184 － － － － 829 645

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 

－ － △184 △184 － － △88,248 △88,248 △6,295 △94,728

平成19年６月30日 残高 2,550,000 1,251,111 646,448 1,897,559 264,584 230,080 152,200 646,866 △142,831 4,951,594

           

 

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12月31日 残高 38,025 31,858 36,463 106,347 5,152,670

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当 － － － － △71,456

中間純損失 － － － － △16,791

自己株式の取得 － － － － △7,124

自己株式の処分 － － － － 645

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

△1,406 9,025 － 7,619 7,619

中間会計期間中の変動額
合計 

△1,406 9,025 － 7,619 △87,108

平成19年６月30日 残高 36,618 40,884 36,463 113,967 5,065,561

      

 

－  － 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31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
合計 

自己株式 
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

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 － － △3,367 △3,367 － △3,611 11,618 8,007 14,051 18,691

平成18年12月31日 残高 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 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 △26,763 31,858 △56,303 △51,207 △32,516

平成18年12月31日 残高 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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