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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 87,801 △5.0 152 △55.5 259 －

17年３月期 92,438 － 342 － 14 －

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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％  円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 317 △14.4 27 65 21 96 3.0 0.5 0.3

17年３月期 371 － 32 45 ― ― 3.4 0.0 0.0

（注）①期中平均株式数 18年３月期 11,489,604株 17年３月期 11,433,933株

②会計処理の方法の変更 有

 
 当連結会計期間より英国の退職給付債務に係る新しい会計基準を適用しており
ます。

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

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円  ％ 円 銭

18年３月期 54,877 10,768 19.6 971 70

17年３月期 65,219 10,815 16.6 988 83

（注）期末発行済株式数 18年３月期 11,524,467株 17年３月期 11,433,157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３月期 △763 9,339 △9,197 733

17年３月期 2,913 △503 △6,218 1,887

(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 7社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） 1社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

中間期 39,300 △300 △400 △500

通　期 81,000 1,100 900 200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　17円 41銭

※　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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可

能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資

料の連結短信の8頁をご参照下さい。
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１．企業集団の状況

　ファルテックグループは、当社と子会社11社で構成されており、自動車部品事業、自動車用品事業、

自動車関連機器事業を主な事業としています。当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該

事業に係わる位置付けは以下のとおりです。

事業セグメント 商品・サービス 事業内容および関係会社との位置付け

自動車部品

事業

自動車外装

部品

　樹脂成形や金属加工によりフロントグリル、プロテクターモール、

ドアサッシュなど自動車外装部品の開発・製造・販売をしています。

国内は（株）アルティア橋本が、ヨーロッパではHASHIMOTO 

LIMITEDがそれぞれ事業を行っています。北米子会社H.A.PARTS 

PRODUCTS OF INDIANA COMPANYについては、平成１７年１２月に解

散決議し、現在清算手続き中です。

自動車用品

事業

自動車

用品

　エアロパーツ、バイザー、フロアカーペットなどの自動車用品

（メーカー純正およびオリジナルブランド）の開発・製造（一部）・

販売をしています。国内の販売は（株）アルティア橋本が行ってお

り、製造はフロアカーペットの一部をインドネシアの子会社

P.T.ALTIA CLASSIC AUTOMOTIVE MANUFACTURINGが、シートカバーの

一部をフィリピンの子会社FAS CEBU CORPORATIONがそれぞれ行い、

それ以外の商品は外部より仕入れています。

　また、海外では北米の拠点であるALTIA AUTOMOTIVE 

PRODUCTS,INC. が樹脂部品やフロアカーペットなどを中心に米国自

動車メーカーへのOEM供給すべく活動しており、また中国では佛山

阿迪雅汽車用品有限公司が中国自動車メーカー向けに純正用品の開

発・生産・販売などを行っています。

店舗開発

　カーディーラーやサービス工場などの店舗および工場などの設計

施工、CI（コーポレート・アイデンテティ）マニュアル等の制作、

什器・サイン類の開発を行っています。

自動車検査・

整備用機器

　「NISSALCO（ニッサルコ）」ブランドの自動車検査・整備機器の

企画、設計、販売を行っています。主力商品の製造はオリオンテク

ノ（株）が行っています。

自動車関連

機器事業

自動車製造用

設備・機器

　自動車メーカー向けの自動車製造用設備・機器の企画、開発、販

売を行っています。

パワー

システム

　非常用動力装置、空調用ガスエンジン、ガスコージェネシステム

の販売を行っています。

その他事業

サービス事業

（倉庫荷役、

ビル管理等）

  ニッソーサービス（株）が、アルティア橋本の物流、商品化をサ

ポートし、その他として人材派遣業、損害保険代理店業務、オフィ

ス管理業務を行っています。
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〔事業系統図〕
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 注1  北米子会社H.A. PARTS PRODUCTS OF INDIANA COMPANY については、平成17年12月に解散決議し、

      現在清算手続き中であり、連結の範囲から除いております。

 注2  ニッソーサービス(株)については、これまで連結財務諸表への影響が僅少のため連結の範囲から外しておりまし

      たが、通期では連結の範囲に含めております。
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２．経営方針

１．経営の基本方針

　（株）ファルテックおよびファルテックグループは、2004年4月1日、自動車用品・自動車関連機器

の販売会社（株）アルティアと自動車外装部品メーカーの橋本フォーミング工業（株）の経営統合に

より誕生しました。その後、（株）アルティアと橋本フォーミング工業（株）は経営統合の強化およ

び経営の効率化を目的として2005年2月1日に合併し、（株）アルティア橋本になっております。

　ファルテックグループは、自動車の開発・製造から販売、整備、廃棄に至るまでの「クルマの一

生」を対象に、部品・用品、機器などのハードから部品・用品のデザイン・開発やカーディーラーの

店舗設計などのソフトまでを総合的に供給する「自動車部品・用品、関連機器の総合プロバイダー」

というユニークな事業構造を有しています。

　（株）ファルテックおよびファルテックグループは、時代をリードする価値ある商品・サービスを

提供し、美しく豊かな車社会の実現に貢献することを経営の基本方針としております。

２．利益分配に関する基本方針

　当社グループは株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題のひとつとしています。そのためにも

収益力の向上と財務体質の強化を図り、株主の皆様のご期待に沿うよう努力していく所存です。

３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　投資単位の引き下げに関しては、株価・株式数・財務状況等を総合的に判断して検討したいと考え

ております。なお、具体的な方針・時期等については未定であります。

４．目標とする経営指標　

　当社グループは、営業利益率およびＲＯＥを経営上重要な指標と位置付けております。2005年度

～2007年度中期経営計画の中で、最終年の2007年度目標として「連結営業利益率4.5％、連結ＲＯＥ

12.0％以上」を掲げておりますが、不採算の北米子会社の撤退による収益体質の改善、乗用車国内販

売の低迷等内外の事業環境が変化しているため、中期経営計画および目標値を見直す予定であります。

５．中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　当期（2006年3月期）は、不採算の北米子会社撤退による収益体質の改善、資産売却等による有利

子負債の削減等を図り、当社成長路線への基盤整備に取組む一方、当期下期以降の乗用車国内販売低

迷等の外部環境変化をも踏まえ、今後の継続的成長を実現すべく、以下の課題に取組んでおります。

（1）部品事業の持続的な収益向上

（2）用品事業の抜本的建直し

（3）子会社の体質改善

（4）海外への事業展開

 

　また、2009年3月期中に東証一部上場を目標としております。そのためには、継続的な収益力向上

と財務体質強化が必須であり、合併のシナジーを一層促進させ、開発から生産までの一貫体制を強化

しつつ、コスト競争力に優れた効率的な生産体制を構築することで、2006年度以降の経営基盤の更な

る強化を図っています。
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（1）部品事業の持続的な収益力向上

　部品事業の収益力が持続的に向上しており、同期生産（※）活動を継続的に実施するとともに、

メッキ設備の本格稼動による内製利益向上により、収益力向上を更に加速していきます。特に主力工

場である館林工場では、同期生産活動が定着し、第2期の活動（間接業務の効率化）に進んでおります。

 

（2）用品事業の抜本的建直し

　用品事業については、入札に伴いコスト競争が激化しており、これまでの商社機能主体の事業構造

を製造機能をも備えた事業構造に再構築中です。特に自動車外装等の樹脂製商品については、部品事

業の製造ラインを共有化し、コスト競争力ある製品を顧客に訴求しつつ、販路拡大する予定です。

2006年度のキーワードは「商社からメーカーへの転換」です。

　

（3）子会社の体質改善

　海外子会社の収益改善および、国内子会社の組織体制強化を図っております。

海外子会社については、本社からの販売や合理化支援を強化し収益性の大幅改善を見込んでおります。

また、国内子会社については、５月の会社法施行により機関設計を見直し、意思決定の迅速化を図り

ます。

 

（4）海外への事業展開

　　当期（2006年3月期）はタイに駐在員事務所を開設し、アセアン市場における自動車関連機器事

業の市場調査を開始しました。

また、中国への部品事業展開を計画しており、中国企業との合弁事業を立上げる予定であります。

 

※1）同期生産

　同期生産とは、受注から納品までの活動において、物・情報・人の停滞・ロスを削減し、お客様の要望にタイムリーに応えることを

可能とする生産方式です。

 

６．親会社等に関する事項

　　当社には親会社等はありません。
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３．経営成績および財政状態

１．経営成績

(1）全体の概況

①　概況

　当連結会計年度のわが国経済は、原油価格の高騰等の懸念材料もありましたが、企業収益の回

復を背景に設備投資の増勢が続き、個人消費も堅調に推移するなど穏やかな回復が進みました。

一方、当社グループの業績に影響を与える自動車需要は、国内登録車総合計の新車販売台数が前

年同期比99.3％の3,913千台と減少傾向となりました。

　このような環境のもと当社グループの第２期となった当連結会計年度の売上高は87,801百万

円(前年同期比5.0％減)、営業利益は152百万円(前年同期比55.5％減)、経常利益は259百万円(前

年同期比改善幅245百万円)、当期純利益317百万円(前年同期比14.4％減)となりました。

　当社グループは2004年4月1日の経営統合以来、経営課題であったコスト競争力向上のための諸

施策を実施すると共に、不採算の北米子会社撤退による収益体質の改善、資産売却等による有利

子負債の削減を図り、当社成長路線への基盤整備に取組んでおります。

②　売上高

　当期の連結売上高は87,801百万円(前年同期比5.0％減)となりました。自動車部品セグメント

は、特に上半期において主要取引先の自動車メーカーでニューモデルの市場投入が続いたため前

年および当初の計画を上回る売上を達成しましたが、下半期において北米不採算事業撤退の影響

や主要取引先の国内登録車新車販売台数の急激な落ち込みにより、通期において前年同期比

0.5％減となりました。自動車用品および自動車関連機器のセグメントは競争入札化拡大や主要

取引先の設備投資減少により計画を達成することはできませんでした。

　なお、事業セグメント別の売上構成は自動車部品51.8％(前年同期比2.4％増)、自動車用品

23.4％(前年同期比3.7％減)、自動車関連機器24.5％(前年同期比1.2％増)、その他事業0.3％(前

年同期比0.1％増)、所在地別セグメントでは、国内が88.5％(前年同期比0.7%増)、北米5.6％(前

年同期比1.3％減)、欧州5.9％(前年同期比0.6％増)となっています。

③　利益

　当期の連結利益は営業利益152百万円(前年同期比55.5％減)、経常利益259百万円(前年同期比

改善幅245百万円)、当期純利益317百万円(前年同期比14.4％減)となりました。

営業損益は自動車用品セグメントが817百万円の利益を計上しましたが、自動車部品は主に北米

子会社ハピコにおける事業清算及び欧州での不振が原因で607百万円の損失、自動車関連機器は

主要顧客であるカーディーラーの需要減少により104百万円の損失となりました。営業外損益で

は主な営業外費用として支払利息442百万円を計上しましたが、借入の返済を主因に計上額は前

年同期比358百万円減となりました。また、特別損益では、特別利益として主にアルティア橋本

の大崎事業所売却に伴う固定資産売却益6,187百万円を含む6,448百万円を、特別損失としては、

主に北米子会社H.A. PARTS PRODUCTS OF INDIANA COMPANY（以下略称ハピコ）整理損3,623百万

円、退職給付制度移行損失1,147百万円及びその他減損損失1,515百万円を含む7,570百万円をそ

れぞれ計上しました。

(2）セグメント別の概況

①　事業の種類別セグメント

（自動車部品）

　自動車部品セグメントは、懸案であった北米事業の撤退も予定通り順調に進展し、売上高45,447

百万円（前年同期比0.5％減）、営業損益607百万円の損失（前年同期比改善幅528百万円）とな

りました。 しかしながら、主力製品であるラジエータグリル、ドアサッシュは、受注も好調で

売上高前年同期比10.6％増の実績になっております。

主な、設備投資としては、メッキラインの新設に約10億円の投資を実施いたしました。
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（自動車用品）

自動車用品セグメントは、売上高20,510百万円（前年同期比18.1％減）、営業利益817百万円

（同52.5％減）となりました。

　主力商品であるカーペットマットをはじめとする自動車メーカー純正用品の売上が、新車販売

会社の販売台数の減少や、軽自動車等の低価格車種への販売シフトにより低下したことや、新車

台当り販売単価の下落により、結果として売上・粗利ともに前年同期比を下回りました。

　一方、純正以外のカスタマイズ商品等は、販売も好調で売上高前年同期比約20％増の実績に

なっております。また、今まで取引のなかった国内自動車メーカー各社の用品を受注し、顧客拡

大に努力しております。

（自動車関連機器事業）

　自動車関連機器セグメントは、売上高21,540百万円（前年同期比0.2％増）、営業損益は104百

万円の損失となりましたが前年同期比改善幅163百万円と回復基調になっております。

　売上高につきましては、主要取引先の新車販売会社サービス工場への設備投資の抑制が厳しく、

前年比を下回りましたが、新たに石油関連会社、整備専門学校等への積極的な営業活動を実施し

たことや、原動機であるエンジンの拡販、自動車メーカー各社の生産ラインでの検査用機器の拡

販努力により微減に止めることができました。　また、営業利益では、原低活動等での粗利率の

改善や、営業費の選択と集中による効果的な運用により、大幅な改善を果たしました。

　新商品につきましても、昨年6月に開催されました「オートサービスショー」に照準を合わせ、

車検整備ＩＴ化機器の充実や、環境対応型機器の市場への投入を行いました。また、売れ筋商品

としては、主力商品の「メガパワーリフト」、車検計測機器「スーパーコンビテスター」「ヘッ

ドライトテスター」、自動車故障診断スキャンツールなどが注目されております。

（その他事業）

　これまで、連結財務諸表への影響が僅少のため連結の範囲から除外していたサービス事業（倉

庫荷役、ビル管理等）のニッソーサービス(株)は、（株）アルティア橋本の物流、商品化をサ

ポートしており、事業領域は人材派遣業、損害保険代理店業務、オフィス管理業務およびグルー

プ外の業務まで広がっております。

なお今般、連結基準に該当することとなったことから通期では連結の範囲に含めています。

②　所在地別セグメントの概況

（国内）

　国内セグメントは「自動車部品」、「自動車用品」、「自動車関連機器」および主にサービス

事業等を行う「その他」の4事業で構成されています。売上は77,719百万円（前年同期比4.2％

減）、営業損益は、自動車関連機器事業が104百万円（前年同期比改善幅163百万円）の損失とな

りましたが、それ以外の事業は全て利益を計上しており、国内セグメント全体の営業利益は1,555

百万円（前年同期比14．6％減）となっています。

（北米）

　当期、北米セグメントはハピコが行う自動車部品事業およびALTIA AUTOMOTIVE 

PRODUCTS,INC. が行う自動車用品事業で構成されており、売上高は4,875百万円（前年同期比

23.7％減）、営業損益は1,068百万円の損失となりました。自動車部品の売上高は4,808百万円

(前年同期比24.1%減)、営業損益は、892百万円の損失となりました。　なお、ハピコについては、

平成17年12月に解散決議し、現在清算手続き中です。

（欧州）

　欧州セグメントは英国子会社のHASHIMOTO LIMITEDが行う自動車部品事業のみで構成されてい

ます。売上高は主要得意先の英国日産自動車製造の減産の影響により減少したものの、ホンダ・
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オブ・ザ・ＵＫ・マニファクチャリング向けが拡大し5,206百万円（前年同期比5.7％増）となり

ました。営業損益については、ニューモデル部品製造でロスが発生したことに加え、物流費の増

大や主原料の価格高騰の影響もあり447百万円の損失となりました。

(3）次期の見通し

　当社グループの業績に直接的に影響を与える自動車業界の次期見通しについては、国内市場で

は、軽自動車などの小型車中心へのシフト、メーカー間格差の拡大、輸入車の好調など変化の大

きい動きが見られます。海外市場では、アメリカでのビッグ3の不振、原油価格の高騰による原

材料の高騰など不透明さはあるのものの、中国市場などの成長も期待されております。

　　当社の2007年3月期の業績予想は次ページのとおりとしました。
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①　2007年３月期の連結業績見通し

■通期

 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

2007年３月期予想 81,000 1,100 900 200

2006年３月期実績 87,801 152 259 317

対前年伸び率（％） △7.7 623.7 247.5 △36.9

■中間期

 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

2007年３月中間期予想 39,300 △300 △400 △500

2006年３月中間期実績 45,498 △855 △759 1,277

対前年伸び率（％） △13.6 － － －

２．財政状態

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は875百万円減

少しました。投資活動において9,339百万円の資金を獲得しましたが、営業活動において763百万

円、財務活動において9,197百万円使用したことによるものです。

（営業活動におけるキャッシュフロー）

　税金等調整前当期純損失は861百万円でしたが、減価償却費3,163百万円、減損損失3,285百万円、

有形・無形固定資産売却益6,183百万円、退職給付引当金の増加額1,515百万円、仕入債務の減少

額2,131百万円等があり,営業活動によるキャッシュフローは763百万円の使用となりました。

（投資活動におけるキャッシュフロー）

　有形・無形固定資産の売却による収入14,097百万円、投資有価証券の売却による収入239百万円、

貸付金の回収337百万円等がありましたが、有形・無形固定資産取得による支出5,122百万円、差

入保証金にかかる支出207百万円等があり、結果として投資活動におけるキャッシュフローは9,339

百万円の獲得となりました。

（財務活動におけるキャッシュフロー）

 長期借入による収入で1,220百万円の資金を獲得しましたが、短期借入金の純減少額3,145百万

円、長期借入金の返済よる支出7,344百万円等があり、財務活動におけるキャッシュフローは9,197

百万円の使用となりました。

－ 9 －



４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   1,975   821   

２　受取手形及び売掛金   18,089   18,209   

３　たな卸資産   4,936   4,862   

４　繰延税金資産   620   671   

５　その他   2,400   1,907   

６　貸倒引当金   △7   △192   

流動資産合計   28,014 42.9  26,280 47.9 △1,734

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産
※２
※４

       

(1) 建物及び構築物   9,242   5,232   

(2) 機械装置及び運搬具   7,331   5,922   

(3) 工具器具及び備品   4,153   3,582   

(4) 土地 ※３  12,390   8,765   

(5) 建設仮勘定   93   765   

有形固定資産合計   33,210 50.9  24,268 44.2 △8,942

２　無形固定資産   837 1.3  759 1.4 △77

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※１  1,186   950   

(2) 長期貸付金   33   22   

(3) 繰延税金資産   1,550   2,232   

(4) その他   1,494   1,442   

(5) 貸倒引当金   △1,146   △1,105   

投資その他の資産合計   3,119 4.8  3,541 6.5 422

固定資産合計   37,167 57.0  28,569 52.1 △8,598

Ⅲ　繰延資産   37 0.1  28 0.0 △9

資産合計   65,219 100.0  54,877 100.0 △10,341
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   18,752   16,723   

２　短期借入金 ※４  12,945   9,753   

３　未払法人税等   31   88   

４　賞与引当金   492   567   

５　その他   3,996   3,616   

流動負債合計   36,218 55.5  30,748 56.0 △5,470

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※４  10,865   3,913   

２　退職給付引当金   5,145   7,703   

３　役員退職慰労引当金   44   71   

４　債務保証損失引当金   ―   38   

５　繰延税金負債   7   ―   

６　再評価に係る
繰延税金負債

※３  1,721   1,367   

７　その他   400   267   

固定負債合計   18,185 27.9  13,360 24.4 △4,824

負債合計   54,403 83.4  44,108 80.4 △10,294

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※６  4,000 6.1  4,000 7.3 ―

Ⅱ　資本剰余金   2,378 3.6  2,402 4.3 24

Ⅲ　利益剰余金   2,446 3.8  2,574 4.7 128

Ⅳ　土地再評価差額金 ※３  2,518 3.9  1,643 3.0 △875

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  166 0.3  177 0.3 11

Ⅵ　為替換算調整勘定   △643 △1.0  △26 △0.0 616

Ⅶ　自己株式 ※７  △51 △0.1  △3 △0.0 47

資本合計   10,815 16.6  10,768 19.6 △46

負債及び資本合計   65,219 100.0  54,877 100.0 △10,341
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   92,438 100.0  87,801 100.0 △4,637

Ⅱ　売上原価
※１
※２

 80,856 87.5  75,978 86.5 △4,877

売上総利益   11,582 12.5  11,822 13.5 240

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２        

１　荷造運搬費  1,365   1,564    

２　給料手当  3,913   4,404    

３　賞与引当金繰入額  18   △3    

４　退職給付費用  468   423    

５　役員退職慰労引当金
　　繰入額

 45   53    

６　その他  5,428 11,239 12.1 5,228 11,670 13.3 430

営業利益   342 0.4  152 0.2 △190

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  36   25    

２　受取配当金  188   10    

３　技術供与収入  159   120    

４　為替差益  19   386    

５　雑収入  169 573 0.6 84 627 0.7 53

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  800   442    

２　雑損失  101 902 1.0 77 520 0.6 △381

経常利益   14 0.0  259 0.3 245

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ 3,420   6,187    

２　その他  200 3,621 3.9 261 6,448 7.4 2,827

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※４ 1   3    

２　固定資産除却損 ※５ 930   434    

３　減損損失 ※６ ―   1,515    

４　子会社整理損 ※７ ―   3,623    

５　退職給付制度移行損失 ※８ ―   1,147    

６　貸倒引当金繰入額  ―   189    

７　債務保証損失引当金繰
入額

 ―   38    

８　特別割増退職金  583   41    

９　その他  327 1,842 2.0 576 7,570 8.6 5,727

税金等調整前当期純利
益

  1,792 1.9  △861 △0.9 △2,654

法人税、住民税及び
事業税

 68   62    

法人税等調整額  1,352 1,421 1.5 △1,242 △1,179 △1.3 △2,601

当期純利益   371 0.4  317 0.4 △53
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   5,230  2,378 △2,852

Ⅱ　資本剰余金増加高       

  １　自己株式処分差益  ― ― 24 24 24

Ⅲ　資本剰余金減少高       

１　欠損填補による減少高  2,852 2,852 ― ― △2,852

Ⅳ　資本剰余金期末残高   2,378  2,402 24

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △725  2,446 3,172

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１　当期純利益  371  317   

２　新規連結による増加高  ―  86   

３　土地再評価差額金取崩
による増加高

 ―  730   

４　資本剰余金取崩による
増加高

 2,852 3,223 ― 1,134 △2,088

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１　新規連結による減少高  51  ―   

２  英国子会社の退職給付
債務処理額

 ― 51 1,005 1,005 954

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,446  2,574 128
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・

フロー
    

１　税金等調整前当期純利益

（又は税金等調整前当期純

損失（△））

 1,792 △861  

２　減価償却費  3,592 3,163  

３　減損損失  ― 3,285  

４　大崎新都心ビル解散損失  ― 200  

５　賞与引当金の増加額（又は

減少額（△））
 △99 49  

６　退職給付引当金の増加額  177 1,515  

７　役員退職慰労引当金の増加

額（又は減少額（△））
 △90 21  

８　債務保証損失引当金の増加

額
 ― 38  

９　受取利息及び受取配当金  △225 △36  

10　支払利息  800 442  

11　為替差益  △240 △343  

12　投資有価証券売却益  △175 △183  

13　有形・無形固定資産除却損  930 434  

14　有形・無形固定資産売却益  △3,420 △6,183  

15　特別割増退職金  583 41  

16　売上債権の減少額（又は増

加額（△））
 740 △149  

17　たな卸資産減少額（又は増

加額（△））
 △59 142  

18　仕入債務の減少額  △53 △2,131  

19　その他  95 447  

小計  4,350 △107 △4,457

20　利息及び配当金の受取額  214 31  

21　利息の支払額  △756 △607  

22　特別割増退職金の支払額  △583 △41  

23　法人税等の支払額  △311 △37  

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 2,913 △763 △3,677

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・

フロー
    

１　定期預金の預入による支出  △74 △37  

２　定期預金の払戻による収入  669 35  

３　有形・無形固定資産取得に

よる支出
 △5,680 △5,122  

４　有形・無形固定資産売却に

よる収入
 4,479 14,097  

５　投資有価証券の取得による

支出
 △92 △0  

６　投資有価証券の売却による

収入
 252 239  

７　貸付けによる支出  △5 ―  

８　貸付金の回収による収入  1 337  
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

９　長期前払費用にかかる支出  △2 △9  

10　差入保証金にかかる支出  ― △207  

11　その他  △51 7  

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △503 9,339 9,843

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・

フロー
    

１　短期借入金の純増加額（又

は減少額（△））
 2,416 △3,145  

２　長期借入れによる収入  480 1,220  

３　長期借入金の返済による支

出
 △6,112 △7,344  

４　社債の償還による支出  △3,000 ―  

５　自己株式の売却による収入  ― 73  

６　自己株式の取得による支出  △2 △1  

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
 △6,218 △9,197 △2,979

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換

算差額
 244 △254 △498

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △3,564 △875 2,688

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残

高
 5,452 1,887 △3,564

１　重要性新規のキャッシュの

増加
 ― 120 120

２　連結除外によるキャッシュ

の減少
 ― △400 △400

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残

高
 1,887 733 △1,154
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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連結子会社の数 ７社

連結子会社の名称

株式会社アルティア橋本

株式会社テクノサッシュ

株式会社テクノモール

オリオンテクノ株式会社

H.A.PARTS PRODUCTS OF INDIANA

 COMPANY[米国]

HASHIMOTO LIMITED[英国]

ALTIA AUTOMOTIVE PRODUCTS,INC.[米国]

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数 ７社

連結子会社の名称

株式会社アルティア橋本

株式会社テクノサッシュ

株式会社テクノモール

オリオンテクノ株式会社

ニッソーサービス株式会社

HASHIMOTO LIMITED[英国]

ALTIA AUTOMOTIVE PRODUCTS,INC.[米国]

 

前連結会計年度において連結子会社でありまし

たH.A.PARTS PRODUCTS OF INDIANA COMPANYは清

算中であり、重要性がなくなったため、連結の範

囲から除いております。ただし、損益計算書項目

については連結しております。

また、前連結会計年度において非連結子会社で

あったニッソーサービス株式会社は、重要性が増

したことにより当連結会計年度より連結の範囲に

含めております。

②非連結子会社の名称

ニッソーサービス株式会社

FAS CEBU CORPORATION[比国]

P.T. ALTIA CLASSIC AUTOMOTIVE

 MANUFACTURING[インドネシア共和国]

佛山阿迪雅汽車用品有限公司[中国]

②非連結子会社の名称

FAS CEBU CORPORATION[比国]

P.T. ALTIA CLASSIC AUTOMOTIVE

MANUFACTURING[インドネシア共和国]

 佛山阿迪雅汽車用品有限公司[中国]

 

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社４社は、いずれも小規模会社であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社３社は、いずれも小規模会社であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社の名称

ニッソーサービス株式会社

FAS CEBU CORPORATION

P.T. ALTIA CLASSIC AUTOMOTIVE

 MANUFACTURING

佛山阿迪雅汽車用品有限公司

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社の名称

FAS CEBU CORPORATION

P.T. ALTIA CLASSIC AUTOMOTIVE

MANUFACTURING

佛山阿迪雅汽車用品有限公司

 

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため持分法の適用から除外

しております。

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため持分法の適用から除外

しております。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算期は、H.A.PARTS PRODUCTS OF 

INDIANA COMPANY、HASHIMOTO LIMITED及びALTIA 

AUTOMOTIVE PRODUCTS,INC.を除き、連結財務諸表提出

会社と同一であります。

なお、H.A.PARTS PRODUCTS OF INDIANA COMPANY、

HASHIMOTO LIMITED及びALTIA AUTOMOTIVE 

PRODUCTS,INC.の決算期は12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当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生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算期は、HASHIMOTO LIMITED及びALTIA 

AUTOMOTIVE PRODUCTS,INC.を除き、連結財務諸表提出

会社と同一であります。

なお、HASHIMOTO LIMITED及びALTIA AUTOMOTIVE 

PRODUCTS,INC.の決算期は12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当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生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。

(4) 株主移転に伴う資本連結手続に関する事項

当社(株式会社ファルテック)は、平成16年４月１日、

商法に定める株式移転により、橋本フォーミング工業

株式会社(※)と株式会社アルティア(※)を完全子会社

とする持株会社として設立されました。この企業結合

に関する資本連結手続は、「株式交換及び株式移転制

度を利用して完全親子会社関係を創設する場合の資本

連結手続」(日本公認会計士協会会計制度委員会研究

報告第６号)に準拠し、持分プーリング法を適用して

おります。持分プーリング法とは、企業結合が生じた

事業年度において、その結果が事業会社のどの時点で

生じたかにかかわらず、基本的に結合当事会社の財務

諸表を合算する方法であります。

普通株式の株式移転比率は当社：橋本フォーミング工

業株式会社：株式会社アルティア＝1.8：18：１、Ａ

種優先株式の株式移転比率は当社：橋本フォーミング

工業株式会社＝１：10であります。

(※)株式会社アルティアは、平成17年２月１日に橋本

フォーミング工業株式会社を吸収合併いたしました。

また、株式会社アルティアは同日に社名を株式会社ア

ルティア橋本に変更いたしました。

―――――

 

 

 

(5) 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

(イ）有価証券

その他有価証券

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）

(5) 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

(イ）有価証券

同左 

 

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

 

(ロ）デリバティブ

時価法

(ロ）デリバティブ

同左

(ハ）たな卸資産

商品

主として移動平均法による原価法

(ハ）たな卸資産

商品

同左

製品

主として移動平均法による低価法

製品

同左

仕掛品・部分品・原材料

主として移動平均法による原価法

仕掛品・部分品・原材料

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

（イ）有形固定資産

主として定率法によっております。ただし、平

成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備

は除く)については、定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

（イ）有形固定資産

同左

 

（ロ）無形固定資産

定額法によっております。

なお、償却年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。

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。

（ロ）無形固定資産

同左

 

 

③　重要な繰延資産の処理方法

創立費

商法施行規則の規定する期間(５年間)で均等償却

しております。

③　重要な繰延資産の処理方法

創立費

同左

④　重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

債権の貸倒れによる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。

④　重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）賞与引当金

従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給

見込額のうち、当連結会計年度負担額を計上し

ております。

(ロ）賞与引当金

同左

－ 18 －



前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ハ）退職給付引当金

従業員及び執行役員の退職金の支給に備えるた

め設定しております。従業員部分については、

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。

会計基準変更時差異（3,534百万円）については、

主として15年による按分額を費用処理しており

ます。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(13年)による定額法により按分した額を

それぞれ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。

また、執行役員部分については、執行役員の退

職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連

結会計年度末要支給額を計上しております。

(ハ）退職給付引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、英国の連結子会社については当連結会計

年度における発生額を連結剰余金計算書に利益

剰余金の増減額として計上しております。

（会計方針の変更）

連結子会社であるHASHIMOTO LIMITEDは当連結会

計年度より英国の退職給付債務に係る新しい会

計基準を適用しております。この結果、会計基

準変更時差異及び数理計算上の差異を利益剰余

金から直接減額したことにより、利益剰余金は

1,005百万円減少しました。なお、従来の方法に

よった場合と比較して営業費用への影響は軽微

であります。

(ニ）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく連結会計年度末要支給額を計上しており

ます。

(ニ）役員退職慰労引当金

同左

 ―――――

 

（ホ）債務保証損失引当金

債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先

の財政状態を勘案し、個別に必要と認められる

額を計上しております。なお、当該引当金は、

商法施行規則第43条に規定する引当金でありま

す。

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。

⑤　重要なリース取引の処理方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

⑥　重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

⑥　重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

金利スワップ及び金利キャップ

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

・ヘッジ対象

長期借入金

・ヘッジ対象

借入金

(ハ）ヘッジ方針

将来の金利の変動によるリスクを回避するため

に行っております。

(ハ）ヘッジ方針

同左

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が

同一であり、継続して金利の変動による影響を

相殺又は一定の範囲に限定する効果が明らかに

見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略

しております。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

⑦　その他連結財務諸表作成のための重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

⑦　その他連結財務諸表作成のための重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

同左

(6) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。

(6) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

(7) 連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定は、発生内容の分析に基づき、20年以内

の合理的期間により償却することとしております。

(7) 連結調整勘定の償却に関する事項

同左

(8) 利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結会社の利益処分は、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

(8) 利益処分項目等の取扱いに関する事項

同左

(9) 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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない

短期的な投資からなっております。

(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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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

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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）

 当連結会計年度より、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。これにより税金等調整前当期純損失は3,209百万円

増加しております。

 しかしながら該当資産は当連結会計年度に売却してお

り、減損処理をしなかった場合は同額の売却損を計上す

る事になることから、実質的には損益に影響を与えてお

りません。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 312百万円 投資有価証券（株式） 300百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

61,767百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

56,222百万円

※３　国内連結子会社である株式会社アルティア橋本は、

橋本フォーミング工業株式会社を平成17年２月１日

に吸収合併しており、「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)に基づいて

再評価された事業用土地を引き継ぎ、土地再評価差

額金から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、

合併会社がこれを引き継いでおります。

※３　国内連結子会社である株式会社アルティア橋本は、

橋本フォーミング工業株式会社を平成17年２月１日

に吸収合併しており、「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)に基づいて

再評価された事業用土地を引き継ぎ、土地再評価差

額金から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、

合併会社がこれを引き継いでおります。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額

△1,718百万円

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額

△1,730百万円

再評価の方法

「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項に定める地価

税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎とな

る土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて

公表した方法により算定した価額に合理的な調整を

行って算定する方法。

再評価の方法

「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項に定める地価

税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎とな

る土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて

公表した方法により算定した価額に合理的な調整を

行って算定する方法。

※４　担保資産及び担保付債務

下記の資産を、下記債務金額の担保に供しておりま

す。

※４　担保資産及び担保付債務

下記の資産を、下記債務金額の担保に供しておりま

す。

 (単位：百万円)

担保

提供

資産

工場

財団

土地 5,218

建物 2,892

機械及び装置 1,821

合計 9,931

債務

金額

短期借入金 4,105

長期借入金 300

 (単位：百万円)

担保

提供

資産

工場

財団

土地 3,324

建物 607

機械及び装置 1,723

合計 5,654

債務

金額

長期借入金 2,471

一年以内に返済予定の長期借

入金
1,405

なお、このほか下記資産を下記債務金額の担保に供

しております。

なお、このほか下記資産を下記債務金額の担保に供

しております。

 (単位：百万円)

担保

提供

資産

土地 2,843

建物 1,196

合計 4,040

債務

金額

短期借入金 136

長期借入金 3,914

一年以内に返済予定の

長期借入金
1,061

 (単位：百万円)

担保

提供

資産

土地 2,843

建物 1,506

合計 4,349

債務

金額

短期借入金 934

長期借入金 1,201

一年以内に返済予定の

長期借入金
705

上記の土地のうち1,060百万円、建物のうち794百万

円は、財団抵当の共同担保に供しております。

上記の土地のうち1,060百万円、建物のうち741百万

円は、財団抵当の共同担保に供しております。
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

５　偶発債務

保証債務

５　偶発債務

保証債務

 (単位：百万円)

保証先 種類 金額

三井不動産㈱
債務保証に対す

る再保証
1,276

静和工業㈱ 銀行借入金 35

従業員

自動車ローン及

び社員貸付金規

定による銀行借

入保証

13

合計 1,325

 (単位：百万円)

保証先 種類 金額

従業員

自動車ローン及

び社員貸付金規

定による銀行借

入保証

12

合計 12

※６　発行済株式総数 普通株式 7,998千株

 Ａ種優先株式 3,529千株

※６　発行済株式総数 普通株式 7,998千株

 Ａ種優先株式 3,529千株

※７　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

※７　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

普通株式 94千株 普通株式 3千株
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　売上原価に算入した低価法による評価減の金額

208百万円

※１　売上原価に算入した低価法による評価減の金額

210百万円

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

1,993百万円

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

2,211百万円

※３　固定資産売却益の内訳 ※３　固定資産売却益の内訳

土地 3,420百万円

合計 3,420百万円

土地 4,868百万円

建物及び構築物 1,318百万円

合計 6,187百万円

※４　固定資産売却損の内訳 ※４　固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 1百万円

合計 1百万円

機械装置及び運搬具 3百万円

合計 3百万円

※５　固定資産除却損の内訳 ※５　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 35百万円

機械装置及び運搬具 516百万円

工具器具及び備品 358百万円

無形固定資産(ソフトウェア) 14百万円

その他 5百万円

合計 930百万円

建物及び構築物 37百万円

機械装置及び運搬具 216百万円

工具器具及び備品 128百万円

無形固定資産(ソフトウェア) 24百万円

その他 28百万円

合計 434百万円

――――― ※６　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グ

ループについて減損損失を計上しました。 

 
用途 種類 場所

金額

（百万円）

旧本社
土地

建物

横浜市

戸塚区
1,515

H.A.PARTS PRODUCTS

 OF INDIANA COMPANY

土地

建物他
米国 1,693

 当社グループは資産を自動車部品事業について工場毎

に、自動車用品事業その他については、支店毎にグルー

ピングしております。

 旧本社については、新本社への本社機能移転に伴い売

却が決まり遊休資産となりましたので、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、その減少額を減損損失として特別

損失に計上しました。

 北米子会社H.A.PARTS PRODUCTS OF INDIANA COMPANYに

ついても、生産停止を決めましたので、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、その減少額を「子会社整理損」と

して特別損失に計上しております。

 回収可能価額は、ともにその正味売却可能価額により

測定しており、売却契約価額により評価しておりす。 
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

――――― ※７　子会社整理損 

 北米子会社H.A.PARTS PRODUCTS OF INDIANA COMPANYの

生産停止に伴う損失を計上しております。

 減損損失 1,693百万円

撤退費用等 1,070百万円

為替換算調整勘定他 859百万円

合計 3,623百万円

 

――――― ※８　退職給付制度移行損失

 当社の子会社である株式会社アルティア橋本が加入し

ている日産プリンス連合厚生年金基金は平成17年９月１

日に代行部分の過去分返上の認可を受け、全国日産自動

車販売企業年金基金に移行しました。

 それに伴う退職給付引当金の増加額を特別損失に計上

しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,975

預入期間が３か月を超える

定期預金
△87

現金及び現金同等物 1,887百万円

現金及び預金勘定 821

預入期間が３か月を超える

定期預金
△88

現金及び現金同等物 733百万円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　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

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１　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

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額

相当額

減価償却累

計額相当額

期末残高

相当額

 百万円 百万円 百万円

建物及び

構築物
19 14 5

機械装置

及び運搬具
430 379 50

工具器具

及び備品
561 300 260

無形固定資

産(ソフト

ウェア)

433 249 183

合計 1,444 944 500

 
取得価額

相当額

減価償却累

計額相当額

期末残高

相当額

 百万円 百万円 百万円

建物及び

構築物
19 17 1

機械装置

及び運搬具
164 132 32

工具器具

及び備品
1,369 638 730

無形固定資

産(ソフト

ウェア)

326 237 89

合計 1,880 1,025 854

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 242百万円

１年超 290百万円

計 532百万円

１年以内 589百万円

１年超 287百万円

計 877百万円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 299百万円

減価償却費相当額 265百万円

支払利息相当額 28百万円

支払リース料 512百万円

減価償却費相当額 482百万円

支払利息相当額 23百万円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 28百万円

１年超 73百万円

計 101百万円

１年以内 58百万円

１年超 123百万円

計 182百万円
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②　有価証券

前連結会計年度

１　売買目的有価証券(平成17年３月31日現在)

該当事項はありません。

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成17年３月31日現在)

該当事項はありません。

３　その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日現在)

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

(連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの)
   

(1) 株式 188 414 225

(2) 債券 ― ― ―

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 188 414 225

(連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの)
   

(1) 株式 80 72 △8

(2) 債券 ― ― ―

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 80 72 △8

合計 269 486 217

４　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　　至　平成17年３月31日）

売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

254 176 0

５　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(平成17年３月31日現在)

(1) 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

(2) その他有価証券

非上場株式 366百万円

割引金融債 19百万円

６　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券のうち今後の償還予定額

（平成17年３月31日現在）

 割引金融債　　一年超五年以内 19百万円 
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当連結会計年度

１　売買目的有価証券(平成18年３月31日現在)

該当事項はありません。

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年３月31日現在)

該当事項はありません。

３　その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日現在)

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

(連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの)
   

(1) 株式 213 489 275

(2) 債券 ― ― ―

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 213 489 275

(連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの)
   

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券 ― ― ―

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 213 489 275

４　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
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

55 183 ―

５　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(平成18年３月31日現在)

(1) 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

(2) その他有価証券

非上場株式 166百万円

割引金融債 19百万円

６　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券のうち今後の償還予定額

（平成18年３月31日現在）

 割引金融債　　一年超五年以内 19百万円 
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1) 取引内容

当社グループが行っているデリバティブ取引は金利ス

ワップ及び金利キャップであります。

(1) 取引内容

当社グループが行っているデリバティブ取引は金利ス

ワップ及び金利キャップであります。

(2) 取引に対する取組方針

実質金利引下げにつながる取引に限定する方針であり

ます。

(2) 取引に対する取組方針

実質金利引下げにつながる取引に限定する方針であり

ます。

(3) 取引の利用目的

金利スワップ及び金利キャップは、長期借入金を固定

金利で調達する際に実質金利を引き下げるために利用

しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3) 取引の利用目的

金利スワップ及び金利キャップは、長期借入金を固定

金利で調達する際に実質金利を引き下げるために利用

しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(イ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ及び金利キャップ

ヘッジ対象

長期借入金

(イ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

(ロ）ヘッジ方針

将来の金利の変動によるリスクを回避するために

行っております。

(ロ）ヘッジ方針

将来の金利の変動によるリスクを回避するために

行っております。

(ハ）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であり、継続して金利の変動による影響を相殺

又は一定の範囲に限定する効果が明らかに見込ま

れるため、ヘッジの有効性の判定は省略しており

ます。

(ハ）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であり、継続して金利の変動による影響を相殺

又は一定の範囲に限定する効果が明らかに見込ま

れるため、ヘッジの有効性の判定は省略しており

ます。

(4) 取引に係るリスク内容

当社グループが利用している金利スワップ及び金利

キャップは、固定調達金利の引き下げを図ったもので

あり、リスクはありません。

(4) 取引に係るリスク内容

当社グループが利用している金利スワップ及び金利

キャップは、固定調達金利の引き下げを図ったもので

あり、リスクはありません。

(5) 取引に係るリスク管理体制

当社グループはデリバティブ取引を調達金利引き下げ

の目的で行っており、各取引に係る契約締結業務は財

務部が担当しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

当社グループはデリバティブ取引を調達金利引き下げ

の目的で行っており、各取引に係る契約締結業務は財

務部が担当しております。

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(平成17年３月31日現在)

デリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しているため記載すべきものはありません。

当連結会計年度(平成18年３月31日現在)

デリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しているため記載すべきものはありません。
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④　退職給付

前連結会計年度
（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。また、株式会社アルティア橋本は連合型の厚生年

金基金(日産プリンス連合厚生年金基金)に加入してお

りますが、自社の拠出に対応する年金資産が合理的に

計算できないため、「２．退職給付債務に関する事

項」の計算には含めず、当該年金基金への要拠出額を

退職給付費用として処理しております。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてお

ります。また、株式会社アルティア橋本は連合型の厚

生年金基金(日産プリンス連合厚生年金基金)に加入し

ておりましたが、平成１７年９月１日に代行部分の過

去分返上の認可を受け、全国日産自動車販売企業年金

基金に移行いたしました。

　なお、株式会社アルティア橋本は平成18年4月1日よ

り退職金に関する規程を改定し、適格年金を廃止、全

国日産自動車販売企業年金基金を脱退し、新たに確定

給付型年金制度(キャッシュバランスプラン)に移行い

たしました。これによる影響は重要な後発事象に記載

しております。

 

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △11,571百万円

②年金資産 1,801百万円

③未積立退職給付債務

(①＋②)
△9,770百万円

④会計基準変更時差異の未処理

額
2,309百万円

⑤未認識数理計算上の差異 2,316百万円

⑥退職給付引当金 △5,145百万円

①退職給付債務 △15,386百万円

②年金資産 4,395百万円

③未積立退職給付債務

(①＋②)
△10,991百万円

④会計基準変更時差異の未処理

額
2,078百万円

⑤未認識数理計算上の差異 1,776百万円

⑥過去勤務債務の未処理額 △566百万円

⑦退職給付引当金 △7,703百万円

 (注)日産プリンス連合厚生年金基金においては自社の

拠出に対応する年金資産が合理的に計算できないため、

当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理

しておりましたが、全国日産自動車販売企業年金基金

への移行に伴う退職給付引当金増加を特別損失として

処理しております。

 

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

退職給付費用 1,243百万円

①勤務費用 562百万円

②利息費用 272百万円

③数理計算上の差異の費用処理

額
186百万円

④会計基準変更時差異の費用処

理額
230百万円

⑤期待運用収益 △92百万円

⑥連合型の厚生年金基金への拠

出金
82百万円

退職給付費用 1,328百万円

①勤務費用 696百万円

②利息費用 337百万円

③数理計算上の差異の費用処理

額
224百万円

④会計基準変更時差異の費用処

理額
230百万円

⑤過去勤務債務の費用処理額 △35百万円

⑤期待運用収益 △155百万円

⑥連合型の厚生年金基金への拠

出金
29百万円
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前連結会計年度
（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.0％

③期待運用収益率 4.0％

④数理計算上の差異の処理年数  

発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数
13年

⑤会計基準変更時差異の処理年数 15年

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.0％

③期待運用収益率 3.0％

④数理計算上の差異の処理年数  

発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数

(英国の連結子会社ついては当

連結会計年度における発生額を

連結剰余金計算書に利益剰余金

の増減額として計上しておりま

す。)

13年

⑤会計基準変更時差異の処理年数

（当連結会計年度において、英

国の連結子会社において発生し

た会計基準変更時差異について

は全額を利益剰余金から減額し

ております。） 

15年

  　⑥過去勤務債務の償却年数　　　　　　 　10年
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

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

（繰延税金資産）  

繰越欠損金 2,924百万円

退職給付引当金損金算入限度

超過額
2,021百万円

賞与引当金損金算入限度超過

額
189百万円

固定資産未実現利益 109百万円

減価償却超過額 103百万円

棚卸資産評価損 119百万円

その他 614百万円

繰延税金資産小計 6,082百万円

評価性引当額 △3,188百万円

繰延税金資産合計 2,894百万円

  

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 586百万円

その他有価証券評価差額金 50百万円

その他 94百万円

繰延税金負債合計 730百万円

  

繰延税金資産の純額 2,163百万円

（繰延税金資産）  

繰越欠損金 332百万円

退職給付引当金損金算入限度

超過額
2,710百万円

賞与引当金損金算入限度超過

額
225百万円

固定資産未実現利益 109百万円

減価償却超過額 百万円

棚卸資産評価損 120百万円

その他 408百万円

繰延税金資産小計 3,905百万円

評価性引当額 △425百万円

繰延税金資産合計 3,479百万円

  

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 494百万円

その他有価証券評価差額金 81百万円

その他 百万円

繰延税金負債合計 575百万円

  

繰延税金資産の純額 2,904百万円

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 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
3.4％

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△7.2％

住民税均等割等 1.8％

評価性引当額の増減 37.5％

たな卸資産未実現利益 1.1％

固定資産未実現利益 △0.2％

その他 2.2％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
79.3％

  

税金等調整前当期純損失を計上

しているため、記載しておりませ

ん。
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　　至　平成17年３月31日）

 
自動車部品

事業
（百万円）

自動車用品
事業

（百万円）

自動車関連
機器事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
45,681 25,042 21,493 221 92,438 ― 92,438

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
(2) ― ― ― (2) 2 ―

計 45,678 25,042 21,493 221 92,436 2 92,438

営業費用 46,814 23,322 21,761 212 92,110 (14) 92,096

営業利益（又は営業

損失(△)）
△1,135 1,719 △267 8 325 17 342

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
 

 
     

資産 41,512 9,973 10,428 1,040 62,955 2,263 65,219

減価償却費 3,192 162 199 38 3,592 ― 3,592

資本的支出 4,395 55 83 6 4,540 ― 4,540

　（注）１　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,067百万円であり、その主なものは、親子会社

での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。

２　事業区分の方法及び各事業の主な商品又は製品の名称

(1）事業区分の方法

商品又は製品の種類別区分によっております。

(2）各事業の主な商品又は製品の名称

①　自動車部品事業………樹脂部品等

②　自動車用品事業………カーアクセサリー類等

③　自動車関連機器事業…自動車整備用機械工具、自動車生産用機器等

④　その他の事業…………不動産賃貸業等
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当連結会計年度（自　平成17年４月１日　　至　平成18年３月31日）

 
自動車部品

事業
（百万円）

自動車用品
事業

（百万円）

自動車関連
機器事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
45,447 20,510 21,540 302 87,801 ― 87,801

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 13 ― 801 815 (815) ―

計 45,447 20,524 21,540 1,104 88,617 (815) 87,801

営業費用 46,055 19,706 21,645 1,023 88,431 (782) 87,649

営業利益（又は営業

損失(△)）
△607 817 △104 80 185 (32) 152

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 33,007 8,010 9,470 738 51,226 3,650 54,877

減価償却費 2,813 144 182 22 3,163 ― 3,163

資本的支出 4,982 129 162 64 5,338 ― 5,338

　（注）１　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は463百万円であり、その主なものは、親子会社で

の余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。

２　事業区分の方法及び各事業の主な商品又は製品の名称

(1）事業区分の方法

商品又は製品の種類別区分によっております。

(2）各事業の主な商品又は製品の名称

①　自動車部品事業………樹脂部品等

②　自動車用品事業………カーアクセサリー類等

③　自動車関連機器事業…自動車整備用機械工具、自動車生産用機器等

④　その他の事業…………倉庫荷役、ビル管理業等

会計処理方法の変更

連結子会社であるHASHIMOTO LIMITED社は当連結会計年度より英国の退職給付債務に係る新しい会計基準を適

用しております。この変更による自動車部品事業の営業利益に与える影響は軽微であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　　至　平成17年３月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
計

（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する

売上高
81,123 6,389 4,925 92,438 ― 92,438

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,450 2 ― 1,452 (1,452) ―

計 82,573 6,392 4,925 93,891 (1,452) 92,438

営業費用 80,753 8,006 4,975 93,734 (1,638) 92,096

営業利益(又は営業

損失(△))
1,820 △1,614 △49 156 186 342

Ⅱ　資産 67,660 4,767 3,373 75,801 (10,581) 65,219

　（注) １　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,067百万円であり、その主なものは、親子会社

での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

①　北米………………アメリカ

②　欧州………………イギリス
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当連結会計年度（自　平成17年４月１日　　至　平成18年３月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
計

（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する

売上高
77,719 4,875 5,206 87,801 ― 87,801

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
868 51 0 919 (919) ―

計 78,587 4,927 5,206 88,721 (919) 87,801

営業費用 77,032 5,995 5,653 88,681 (1,031) 87,649

営業利益(又は営業

損失(△))
1,555 △1,068 △447 40 112 152

Ⅱ　資産 52,802 268 3,707 56,778 (1,901) 54,877

　（注) １　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は463百万円であり、その主なものは、親子会社で

の余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

①　北米………………アメリカ

②　欧州………………イギリス

会計処理方法の変更

連結子会社であるHASHIMOTO LIMITED社は当連結会計年度より英国の退職給付債務に係わる新しい会計基準を

適用しております。この変更による欧州の営業利益に与える影響は軽微です。 
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　　至　平成17年３月31日）

 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 5,865 5,130 1,379 12,375

Ⅱ　連結売上高(百万円)    92,438

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
6.3 5.6 1.5 13.4

　（注) １　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国又は地域

①　北米………………アメリカ

②　欧州………………イギリス、ドイツ、スペイン、フランス、ポルトガル

③　その他の地域……台湾、メキシコ、インドネシア、カナダ他

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　　至　平成18年３月31日）

 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 4,788 5,363 1,241 11,393

Ⅱ　連結売上高(百万円)    87,801

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
5.5 6.1 1.4 13.0

　（注) １　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国又は地域

①　北米………………アメリカ

②　欧州………………イギリス、ドイツ、スペイン、フランス、ポルトガル

③　その他の地域……台湾、メキシコ、インドネシア、カナダ他

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度(自　平成16年４月１日　　至　平成17年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自　平成17年４月１日　　至　平成18年３月31日)

該当事項はありません。

－ 37 －



（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 988.83円 １株当たり純資産額 971.70円

１株当たり当期純利益 32.45円 １株当たり当期純利益 27.65円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
21.96円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しており

ません。

１株当たり純資産額については、期末純資産額から「期

末優先株式数×850円」を控除した金額を期末発行済普通

株式数（「自己株式」を除く）で除して計算しております。

１株当たり純資産額については、期末純資産額から「期

末優先株式数×850円」を控除した金額を期末発行済普通

株式数（「自己株式」を除く）で除して計算しております。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純利益(百万円) 371 317

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式及び普通株式と同等の株式に

係る当期純利益(百万円)
371 317

普通株式及び普通株式と同等の株式の

期中平均株式数の種類別の内訳(株)
  

普通株式 7,904,533 7,960,204

Ａ種優先株式 3,529,400 3,529,400

普通株式及び普通株式と同等の株式に

係る期中平均株式数(株)
11,433,933 11,489,604

   

 潜在株式調整後1株当たり

 当期純利益金額(百万円）
  

 当期純利益調整額（百万円）

 
― ―

 普通株式増加数(株）

 

―

 

 

2,978,170

Ａ種優先株式については期首転換価

格を基に計算しております。

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

Ａ種優先株式  

潜在株式の数(千株) 3,529

新株予約権の数(個) 4,820

新株予約権の数(個)  

 4,670

  

なお、上記のＡ種優先株式による潜

在株式の数は当初転換価額850円を

もとに、算出しております。また、

Ａ種優先株式の概要は第４提出会社

の状況１株式等の状況(１)株式の総

数等②発行済株式に、新株予約権の

概要は第４提出会社の状況１株式等

の状況(２)新株予約権等の状況に記

載のとおりであります。

平成17年6月29日定時株主総会決議

に基づくストックオプションであり

ます。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　　至　平成17年３月31日）

連結子会社の生産停止・資産譲渡について

平成17年６月３日開催の取締役会において、平成17年８月をもって当社の連結子会社であるH.A.PARTS 

PRODUCTS OF INDIANA COMPANY(HAPPICO)の生産を停止し、保有資産の譲渡を行うことを決議致しました。

(1)生産停止の理由

HAPPICOは自動車部品事業の北米拠点として自動車外装部品の製造・販売を行ってきましたが、生産効率

の悪化から赤字が継続し、平成17年３月末現在4,224百万円の債務超過となっております。同社に対しては

以前より日本から技術者・監督者を派遣し再建に取り組んでまいりましたが、業績回復の見通しが立たない

ため生産を停止し、保有資産の譲渡を行うこととしました。資産譲渡の完了後は同社を清算し、別子会社

ALTIA AUTOMOTIVE PRODUCTS,INC.(AAP)を中心に北米事業を展開することを計画しております。

(2)資産譲渡の内容

HAPPICOが所有する土地(96,000㎡)、建物(38,475㎡)及び樹脂成型・塗装設備については株式会社千代田

製作所(住所；群馬県太田市)に、その他のモールディング関連設備については取引先自動車メーカーの指定

する現地部品メーカーに譲渡予定であり現在折衝中です。

(3)日程

平成17年７月下旬 資産譲渡契約締結(予定)

平成17年８月 資産譲渡完了・生産停止(予定)

(4)当該資産譲渡等の連結損益に与える影響

当該連結子会社の生産停止に伴い今後発生する損失は現在集計中です。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　　至　平成18年３月31日）

連結子会社の退職金制度の改定について

国内連結子会社である株式会社アルティア橋本は平成18年４月１日より退職金制度を改定しており、同日を

もって適格退職年金制度を廃止、全国日産自動車販売企業年金基金を脱退し、新たに確定給付企業年金法に

よる規約型確定給付企業年金制度に移行、キャッシュバランスプランを採用するとともにポイント制を導入

し給付水準の見直しを行なっております。

　これらの改定により、退職給付会計における退職給付債務額が1,010百万円減少し、同額の過去勤務債務が

発生しております。なお、過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残存勤務期間内の10年による定額法によ

り按分した額を費用処理することとしております。
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