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1. 平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9月30日）

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年12月期第3四半期 6,312 11.0 76 51.6 252 798.9 173 ―
24年12月期第3四半期 5,687 △6.0 50 △83.3 28 △88.6 6 △93.9

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 649百万円 （―％） 24年12月期第3四半期 △9百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年12月期第3四半期 10.10 ―
24年12月期第3四半期 0.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 12,423 4,716 38.0
24年12月期 11,151 4,791 38.5
（参考） 自己資本 25年12月期第3四半期 4,716百万円 24年12月期 4,292百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
25年12月期（予想）の期末配当金の内訳 普通配当 5円00銭 創立50周年記念配当 5円00銭

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年12月期 ― 0.00 ―
25年12月期（予想） 10.00 10.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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 8,300 4.8 100 △15.4 250 70.7 175 155.7 10.21



(1) 当四半期連結累計期間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

(注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。
詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※ 注記事項

新規 1社 （社名）
Japan Power Fastening Hong Kong Limi
ted 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期3Q 18,688,540 株 24年12月期 18,688,540 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 1,540,274 株 24年12月期 1,555,663 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 17,135,379 株 24年12月期3Q 17,374,308 株
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  （１）連結経営成績に関する定性的情報  

 当第３四半期連結累計期間における日本経済は、自民党新政権による財政・金融・成長の経済対策への期待感か

ら過度な円高が修正され、株式市場も上向き、個人消費も底堅く推移するなど景気は緩やかに回復してまいりまし

た。  

 当社グループの業績に関連の深い建築市場におきましても、東日本大震災復興特別会計を加えた政府建設投資が

増加し、住宅分野においても来年４月からの消費税率の引き上げや住宅ローン金利の先高観等を背景に新設住宅着

工戸数は前年同期に比べ10.3％の増加となりました。  

 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製品の開発・販売に取り組むとともに、生産性の向上等の収益改善活動を推

進いたしました。こうした結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比11.0％増）と増

収となり、営業利益は 百万円（前年同期比51.6％増）となりました。さらに、中国の関連会社（不動産開発）の

業績が好調で物件の引渡しが進んだこと等により経常利益は 百万円（前年同期比798.9％増）、四半期純利益は

百万円（前年同期比2,601.0％増）と増益となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   当第３四半期連結会計期間末における財政状態は以下のとおりであります。 

 総資産は前連結会計年度末に比べ1,272百万円増加の 百万円となりました。これは電子記録債権の増加311

百万円、たな卸資産の増加352百万円及び投資有価証券の増加463百万円が主な要因であります。 

 負債は前連結会計年度末に比べ1,348百万円増加の 百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の増加

220百万円、短期借入金の増加229百万円及び長期借入金の増加932百万円が主な要因であります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ75百万円減少の 百万円となりました。これは為替換算調整勘定の増加285

百万円及び少数株主持分の減少499百万円が主な要因であります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の実績は、通期の利益予想を上回る数値で推移しておりますが、今後の需要動向及び

人民元相場が不透明であるため、通期の連結業績予想につきましては変更しておりません。   

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 平成25年３月に香港に設立した当社全額出資子会社（社名：「Japan Power Fastening Hong Kong Limited

（略称：ＪＰＦ香港有限公司）」）は平成25年７月の増資実施によって新たに特定子会社となりました。  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。    

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

     

１．当四半期決算に関する定性的情報

6,312

76

252

173

12,423

7,707

4,716

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 971,157 1,198,041

受取手形及び売掛金 1,938,366 1,928,805

電子記録債権 721,232 1,032,249

商品及び製品 1,227,566 1,396,762

仕掛品 310,230 364,731

原材料及び貯蔵品 566,314 694,693

その他 459,254 296,928

貸倒引当金 △7,915 △3,626

流動資産合計 6,186,206 6,908,584

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,286,462 1,301,049

機械装置及び運搬具（純額） 954,859 952,257

土地 1,325,443 1,324,253

その他（純額） 264,351 307,199

有形固定資産合計 3,831,117 3,884,759

無形固定資産 152,439 186,904

投資その他の資産   

投資有価証券 844,710 1,307,981

その他 159,812 158,615

貸倒引当金 △22,993 △22,903

投資その他の資産合計 981,528 1,443,692

固定資産合計 4,965,084 5,515,356

資産合計 11,151,291 12,423,941
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,254,062 1,474,770

短期借入金 1,327,156 1,557,105

1年内返済予定の長期借入金 888,768 908,637

未払法人税等 20,514 30,066

賞与引当金 9,153 52,409

その他 554,928 491,763

流動負債合計 4,054,583 4,514,752

固定負債   

長期借入金 1,723,132 2,655,477

退職給付引当金 22,928 21,968

その他 559,151 515,727

固定負債合計 2,305,211 3,193,173

負債合計 6,359,795 7,707,926

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,550,000 2,550,000

資本剰余金 1,638,786 1,636,688

利益剰余金 228,647 316,061

自己株式 △231,806 △230,259

株主資本合計 4,185,627 4,272,491

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,078 43,355

繰延ヘッジ損益 － 585

土地再評価差額金 15,575 15,575

為替換算調整勘定 98,086 384,007

その他の包括利益累計額合計 106,583 443,523

少数株主持分 499,284 －

純資産合計 4,791,496 4,716,014

負債純資産合計 11,151,291 12,423,941
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 5,687,717 6,312,093

売上原価 4,290,052 4,797,456

売上総利益 1,397,665 1,514,636

販売費及び一般管理費 1,347,238 1,438,190

営業利益 50,426 76,446

営業外収益   

受取利息 825 3,492

受取配当金 9,595 10,401

受取手数料 4,254 66,951

持分法による投資利益 － 147,443

その他 28,857 37,740

営業外収益合計 43,533 266,030

営業外費用   

支払利息 43,905 54,826

為替差損 355 21,971

その他 21,616 13,247

営業外費用合計 65,877 90,045

経常利益 28,081 252,432

特別損失   

減損損失 － 1,190

特別損失合計 － 1,190

税金等調整前四半期純利益 28,081 251,242

法人税等 17,606 24,887

少数株主損益調整前四半期純利益 10,475 226,354

少数株主利益 4,067 53,275

四半期純利益 6,407 173,078

日本パワーファスニング㈱　（5950）　平成25年12月期　第３四半期決算短信

ー5ー



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 10,475 226,354

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24,144 50,433

繰延ヘッジ損益 △97 585

為替換算調整勘定 4,412 342,214

持分法適用会社に対する持分相当額 167 29,920

その他の包括利益合計 △19,661 423,154

四半期包括利益 △9,186 649,508

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △13,966 510,017

少数株主に係る四半期包括利益 4,780 139,490
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該当事項はありません。   

   

   

 当社は、平成25年５月９日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議し、普通株式 千株を

千円で取得しました。また、ストックオプションの行使により自己株式を 千株処分しました。当該取引等の結

果、当第３四半期連結会計期間末における自己株式は 千円となっております。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

84 13,307

103

230,259
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