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

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    167円16銭 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。 

平成19年３月期 中間決算短信（連結） 
(財)財務会計基準機構会員

平成18年11月９日

上場会社名 株式会社アルファ 上場取引所 東京証券取引所第一部 

コード番号 ３４３４ 本社所在都道府県 神奈川県 

(URL http://www.kk-alpha.com/ ) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 高橋 欽一 

問合せ先責任者 役職名 代表取締役専務 氏名 折口 幸満 ＴＥＬ  （０４５）７８７－８４０１ 

決算取締役会開催日 平成18年11月９日 

米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 22,808 △0.4 1,051 △28.2 901 △47.6

17年９月中間期 22,901 7.6 1,465 △28.6 1,718 △22.8

18年３月期 47,962  3,307  3,501  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 585 △49.8 57 58 － －

17年９月中間期 1,167 △18.1 114 81 － －

18年３月期 2,342  230 38 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 － 17年９月中間期 － 18年３月期 －

②期中平均株式数 (連結) 18年９月中間期
10,169,927

株
17年９月中間期

10,169,929

株
18年３月期 

10,169,928

株

③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 38,702 20,875 51.4 1,955 96

17年９月中間期 35,298 18,074 51.2 1,777 30

18年３月期 37,320 19,756 52.9 1,942 65

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期
10,169,927

株
17年９月中間期

10,169,927

株
18年３月期 

10,169,927

株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 547 △2,109 1,300 5,345

17年９月中間期 626 △1,418 △629 6,312

18年３月期 1,573 △3,236 △605 5,624

(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 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成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 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通 期 50,000  2,900  1,700  
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１．企業集団の状況 

  

 当社グループ（当社及び当社の関係会社、以下同様）は、当社（株式会社アルファ）、連結子会社７社及び非連

結子会社１社により構成される総合ロックメーカーグループであります。事業内容は、キーとロックを自動車、住

宅、産業機器、省力機器等様々な分野に提供するものであり、また、キーとロックに関連する製品やシステム商

品、サービス分野にその業容を拡大してまいりました。 

 事業系統図は次のとおりであります。 

   無印  連結子会社 

   ※印  非連結子会社  
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２．経営方針 

  

（１） 会社の経営の基本方針 

 当社グループは、『キーアンドキーレス技術で快適なヒューマンライフを創造する』という経営理念のも

と、世界各国からのお客様のニーズにお応えできる新製品の開発・供給を通してより豊かな社会の実現に貢

献すべく、下記の基本方針に基づき事業活動を展開しております。 

①高い技術力に裏付けされたキーとキーレス商品及び付随するサービスにおけるナンバーワンのシェアー

と成長性を実現する。 

②安定した財務体質を維持し、事業環境の変化があっても収益を創造し確保する磐石な企業体質を有する

グローバルな企業を目指す。 

③最高品質のキーとロック商品並びにサービスを提供し、お客様に『安全・安心・利便性』をお届けする

ことにより信頼される企業グループを目指す。 

④社会的公正性を重んじ、社会に貢献する。 

⑤すべての事業活動を通じて地球環境の保全に取組み、自然との調和を目指す。 

  

（２） 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社の利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつ

つ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。内部留保資金につきましては、

今後予想される経営環境の変化に対応すべく、お客様のニーズに応える新技術・新製品の開発体制を強化す

るとともに、グローバル戦略のために有効投資し、収益向上に努めてまいりたいと考えております。 

 以上の方針に基づき、当中間期におきましては『１株当たり18円』（前年対比１円の増配）の配当を実施

する予定であります。 

  

（３） 目標とする経営指標 

 当社グループにおける、企業価値向上のための経営指標といたしましては、連結売上高と売上高経常利益

率を重要指標としております。平成21年３月期を目標に据えた中期計画といたしまして、連結売上高600億

円以上、売上高経常利益率10％以上とし、株主価値の更なる向上に努めてまいります。 

  

（４） 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

 当社グループは、お客様のニーズを満たす魅力ある商品を常に提供しつづけ、収益を安定的に確保するこ

とにより、株主価値の向上を図っていくとともに、地球環境問題についても積極的に取組み、すべての事業

活動を通じて世界中のお客様から、安心・信頼されるオンリ－ワンブランドとしての『アルファブランド』

の地位確立を目指し全社員が切磋琢磨しております。 

 この実現のために次の３点を基本戦略としております。 

①商品開発力の強化 

  キーとキーレス商品及び付随する商品・サービスは無限の可能性を持っております。当社グループの

コア技術（認証・識別・メカトロ技術）を活用し、『お客様から満足していただける商品の開発（次世

代を支える新製品開発）』を基本コンセプトとし、新しい素材、製法、電子化を含めた多機能化等の研

究に真摯に取組み、その実現のために充分な資源を投入してまいります。 

②グローバル競争力の強化 

  自動車業界におきましては、国内外の自動車メーカーは相次いで『世界戦略車構想』を表明し、世界

最適生産体制の確立と集中購買の実施により部品資材の調達コストを大幅に低減する動きに拍車がかか

っております。その結果、部品メーカーのグローバル化を促進するとともに同メーカー間の競争はより

熾烈となってきております。 

 このような環境に対応すべく、当社の群馬工場におけるマザー工場としての機能を強化し、海外子会

社への生産技術、品質管理、生産管理等の技術移転と人材補強にグループの総力を結集して取組んでま

いります。また、セキュリティ機器事業商品の海外調達の拡大等により、当社グループのトータルコス

トの大幅削減を目指してまいります。 
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③販売・サービス体制の構築 

  マーケットインの思想に基づいた効率的な販売・サービス体制の構築により、新規市場の需要開拓を

すすめてまいります。 

  

（５） 親会社等に関する事項 

 該当する事項はありません。 

  

３．経営成績及び財政状態 

  

（１） 経営成績 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、設備投資意欲が中小企業にも波及し、雇用情勢も堅調な改

善を見せる等民間需要を柱として景気回復基調が鮮明になってきており、「いざなぎ景気」超えも視野に入

ってまいりました。一方、原油価格の高騰や原材料価格上昇の長期化、税制・年金制度改革による負担増へ

の不安感の増大、日銀のゼロ金利解除決定による金利上昇予想等、先行きの不透明感は依然として払拭され

ておりません。 

 当社の主要分野である自動車業界におきましては、軽自動車が牽引役となり国内自動車メーカーの国内生

産台数は当中間連結会計期間においても5百万台を超え好調に推移いたしました。また、海外生産台数は、

主としてアジア、北米市場の現地生産拡大により増加傾向が依然として続いております。 

 このような情勢の中で当社グループは、「安全・安心・利便性の追求」をスローガンとし中期経営計画の

実現に向け、基幹商品・技術の競争力Ｎｏ.１化への挑戦、多様化するお客様のニーズに応えるための商品

開発力の強化、品質の向上及びグループ全体の経営管理システムの構築等に取組んでまいりました。しか

し、当中間連結会計期間の業績は、売上高は22,808百万円（前年同期比0.4％減少）、営業利益は1,051百万

円（同28.2％減少）、経常利益は901百万円（同47.6％減少）、中間純利益は585百万円（同49.8％減少）と

なりました。要因は以下のとおりであります。 

  

① 自動車部品事業  

 自動車部品事業におきましては、高付加価値商品の装着率が上昇しているものの、主要得意先のグローバ

ル生産台数、グローバル販売台数が共に減少していることにより売上高は減少いたしました。また、原材料

費の高騰の影響及び、メキシコの製造子会社において生産の歩留り率の改善が進まず、原材料費や経費が計

画以上に発生したため、減収・減益となりました。 

 この結果、売上高は18,901百万円（前年同期比0.6％減少）、営業利益は766百万円（同33.0％減少）とな

りました。 

② セキュリティ機器事業 

 セキュリティ機器事業におきましては、主力分野である住宅用ロック部門が雇用情勢が改善していること

に加え、家計の所得環境が回復基調に推移しているため代理店からの受注が安定し、また、メカトロ錠が着

実に市場に浸透したことにより売上高は増加いたしましたが、産業用ロック部門では売上高は減少となりま

した。ロッカーシステム部門においては販売体制の見直しによる効果が徐々に実現し売上高は増加いたしま

した。しかし、原材料費の高騰の影響により事業全体としては増収・減益となりました。 

 この結果、売上高は4,062百万円（前年同期比0.5％増加）、営業利益は293百万円（同6.4％減少）となり

ました。 

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 日本 

 自動車部品事業におきましては、高付加価値商品の装着率は上昇しましたが、主要得意先の生産台数が減

少したことにより売上高は減少いたしました。また、昨年発生したリコール費用の影響はなくなりました

が、原材料費の高騰の影響は大きく営業利益は微増となりました。セキュリティ機器事業におきましては、

住宅着工件数が安定推移したことにより住宅用ロック部門の受注が安定し売上高は増加し、また産業用ロッ

ク部門では売上高は減少しました。ロッカーシステム部門においては販売体制を見直した効果により売上高

が増加しました。セキュリティ機器事業での営業利益は原材料費の高騰の影響により減益となりました。 

 この結果、売上高は17,782百万円（前年同期比1.2％減少）、営業利益は1,086百万円（同12.0％増加）と

なりました。 
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② 北米 

 北米における主要得意先の自動車生産台数は減少しましたが、円安効果に加え、高付加価値商品の受注増

加により売上高は増加いたしました。しかし、原材料費の高騰の影響及びメキシコの製造子会社ALPHA HI-

LEX  S.A.de C.V.において生産の歩留り率の改善が進まなかったことにより追加費用が嵩み増収・減益とな

りました。 

 この結果、売上高は5,583百万円（前年同期比7.7％増加）、営業損失は181百万円（前年同期は営業利益

225百万円）となりました。 

③ 東南アジア 

 ＡＳＥＡＮ市場における自動車業界の好調により、タイの製造子会社ALPHA INDUSTRY (Thailand)

Co.,LTD.において売上高が順調に増加し、さらに中国の製造子会社ALPHA (GUANGZHOU)  AUTOMOTIVE 

 PARTS Co.,LTD.の操業開始により売上高は大幅に増加しましたが、同社操業開始に伴う赤字及び原材料費

の高騰の影響があり、増収・減益となりました。 

 この結果、売上高は2,053百万円（前年同期比44.0％増加）、営業利益は178百万円（同21.8％減少）とな

りました。 

  

（２） 財政状態 

① 財政状態の分析  

 （資産の部） 

         当中間連結会計期間末における資産の部の残高は、38,702百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,382百万円増加いたしました。 

         流動資産は、現金及び預金は中国の製造子会社での設備投資の実施及び投資有価証券の購入に使用し

たため減少し、また売掛債権も減少しましたが、たな卸資産の増加等により前連結会計年度末に比べ

658百万円増加し、22,273百万円となりました。 

         固定資産は、減価償却の実施が762百万円ありましたが、中国の製造子会社において塗装用設備の建

物を建設する等の設備投資を積極的に実施いたしました。また、時価のあるその他有価証券の含み損が

発生しましたが、投資有価証券の購入を実施したこと等により前連結会計年度末に比べ723百万円増加

し、16,428百万円となりました。 

  

 （負債の部） 

         当中間連結会計期間末における負債の部の残高は、17,826百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,176百万円増加いたしました。 

         流動負債は、製品保証引当金の取崩し等がありましたが、原材料価格の上昇により仕入債務が増加し

たこと、短期借入金が増加したこと等により前連結会計年度末に比べ404百万円増加し、13,819百万円

となりました。 

         固定負債は、中国の製造子会社にて設備資金として長期借入金の調達を実施したこと等により、前連

結会計年度末に比べ771百万円増加し、4,006百万円となりました。 

  

 （純資産の部） 

         当中間連結会計期間末における純資産の部の残高は、20,875百万円となりました。 

         これは、その他有価証券評価差額金が減少しましたが、利益剰余金が増加したこと、及び為替換算調

整勘定が増加したこと等によるものです。 

② 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況  

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローによって資金を得ましたが、投資活動によるキャッ

シュ・フローにて使用した資金がそれを上回り、前連結会計年度末に比べ278百万円減少し、当中間連結

会計期間末には5,345百万円となりました。 

  当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
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 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

         営業活動の結果得られた資金は547百万円で前年同期と比べ79百万円（前年同期比△12.7％）減少と

なりました。この減少の主な要因は、法人税等の支払額が減少し、仕入債務の増減のキャッシュ・フロ

ーの良化が2,149百万円となったものの、税金等調整前中間純利益が893百万円（同△48.0％）と減益に

なったことに加え、たな卸資産の増減額によるキャッシュ・フローの悪化754百万円、製品保証引当金

の増減額によるキャッシュ・フローの悪化582百万円したこと等によるものです。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

         投資活動の結果使用した資金は2,109百万円で前年同期と比べ691百万円（同48.8％）増加となりまし

た。この増加の主な要因は、中国の製造子会社での設備投資等により有形固定資産の取得による支出が

179百万円増加していること、投資有価証券の取得による支出が566百万円増加したこと等によるもので

す。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

         財務活動の結果得られた資金は、1,300百万円となりました（前年同期は使用629百万円）。この増加

の主な要因は、中国の製造子会社における設備資金等の長期借入れによる収入1,606百万円があったこ

と等によるものです。 

  

 当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。 

 （注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の算式により算出しております。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

中間期における債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

         ２．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す

べての負債を対象としております。 

         ３．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書に計上され

ている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

  

  平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

  中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） ４４.９ ４５.９ ５１.２ ５２.９ ５１.４ 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
１３７.０ １１１.０ １１１.８ １３６.８ ９８.０ 

債務償還年数（年） ０.５ ０.６ １.９ １.６ ３.６ 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
１０６.６ ７９.７ ２２.６ ３１.６ ２２.３ 
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（３） 平成19年３月期の見通し 

 今後の見通しといたしましては、世界経済は概ね好調を維持するものと見込まれておりますが、国内経済

は原油価格の高騰や原材料価格上昇の長期化、金利上昇による企業収益への影響、米国経済の減速懸念等の

要素もあり、経営環境は依然として予断を許さない状況にあります。 

 また、当社の主要分野である自動車業界の国内販売台数は概ね横這いとしながらも、海外販売台数は中国

及びＡＳＥＡＮ諸国を中心に増加が見込まれ、引き続き好調な売上高を維持するものと思われます。一方こ

うした自動車メーカーの活発な海外展開に伴い、グローバルでの受注競争がより一層激化するとともに、原

材料価格上昇の長期化による利益が減少することが予想されます。 

 このような情勢の中で当社グループは、経営資源を有効かつ効率的に活用し、他社との競合のなかでも発

展し続ける企業グループを目指し、事業を推進展開してまいります。 

 通期の業績見通しは、以下のとおり見込んでおります。 

① 連結業績の見通し  

売上高        50,000百万円（前連結会計年度比   4.2％増加） 

経常利益        2,900百万円（前連結会計年度比 17.2％減少） 

当期純利益       1,700百万円（前連結会計年度比  27.4％減少） 

② 単独業績の見通し  

売上高        35,200百万円（前事業年度比  0.5％増加） 

経常利益        2,300百万円（前事業年度比  3.8％増加） 

当期純利益       1,400百万円（前事業年度比  5.7％減少） 

  

      （注）前述の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、需要動向等の業績の

変化、為替レートの変動等、多分に不確定要素を含んでおります。そのため、実際の業績は、様々な

要因の変化により業績予想と乖離することもありえますので、ご承知おきいただきますようお願いい

たします。 
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４．中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結貸借対照表 

   
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金 ＊２   6,519 5,436    5,830

２．受取手形及び売掛金 ＊５   8,994 9,438    10,190

３．たな卸資産    3,765 4,937    3,476

４．その他    1,987 2,466    2,122

貸倒引当金    △3 △4    △4

流動資産合計    21,263 60.2 22,273 57.6   21,615 57.9

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ＊１      

(1）建物及び構築物 ＊２ 2,819 3,932  3,375 

(2）機械装置及び運搬具 ＊２ 3,526 3,592  3,672 

(3）土地 ＊２ 1,425 1,591  1,420 

(4）その他  2,408 10,179 3,020 12,136  2,922 11,391

２．無形固定資産    269 386    397

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券  3,327 3,555  3,641 

(2）その他  314 399  322 

貸倒引当金  △56 3,586 △50 3,904  △48 3,915

固定資産合計    14,034 39.8 16,428 42.4   15,704 42.1

資産合計    35,298 100.0 38,702 100.0   37,320 100.0 

        

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形及び買掛金    7,200 7,931    7,751

２．短期借入金 ＊２   178 1,167    884

３．１年以内返済予定の長期
借入金 

＊２   914 765    725

４．１年以内償還予定の社債    340 170    340

５．未払法人税等    684 413    233

６．製品保証引当金    1,178 627    735

７．その他    2,386 2,743    2,745

流動負債合計    12,883 36.5 13,819 35.7   13,414 35.9

Ⅱ 固定負債       

１．社債    170 －    －

２．長期借入金 ＊２   754 1,594    495

３．退職給付引当金    532 542    506

４．長期未払金     2,041 1,780    1,964

５．その他    123 89    269

固定負債合計    3,621 10.3 4,006 10.4   3,235 8.7

負債合計    16,505 46.8 17,826 46.1   16,650 44.6
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（少数株主持分）       

少数株主持分    718 2.0 － －   913 2.5

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    2,760 7.8 － －   2,760 7.4

Ⅱ 資本剰余金    2,952 8.4 － －   2,952 7.9

Ⅲ 利益剰余金    11,954 33.9 － －   12,956 34.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金    729 2.1 － －   928 2.5

Ⅴ 為替換算調整勘定    △297 △0.9 － －   181 0.5

Ⅵ 自己株式    △22 △0.1 － －   △22 △0.1

資本合計    18,074 51.2 － －   19,756 52.9

負債、少数株主持分及び資
本合計 

   35,298 100.0 － －   37,320 100.0 

        

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１．資本金    － － 2,760 7.1   － －

２．資本剰余金     － － 2,952 7.6   － －

３．利益剰余金    － － 13,364 34.5   － －

４．自己株式    － － △22 △0.0   － －

株主資本合計    － － 19,054 49.2   － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価差額
金 

   － － 544 1.4   － －

２．繰延ヘッジ損益     － － 66 0.2   － －

３．為替換算調整勘定    － － 225 0.6   － －

評価・換算差額等合計    － － 837 2.2   － －

Ⅲ 少数株主持分    － － 983 2.5   － －

純資産合計    － － 20,875 53.9   － －

負債純資産合計    － － 38,702 100.0   － －
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(2) 中間連結損益計算書 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    22,901 100.0 22,808 100.0   47,962 100.0 

Ⅱ 売上原価    18,358 80.2 19,112 83.8   38,581 80.4

売上総利益    4,543 19.8 3,695 16.2   9,381 19.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊１   3,077 13.4 2,644 11.6   6,073 12.7

営業利益    1,465 6.4 1,051 4.6   3,307 6.9

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  6 26  26 

２．受取配当金  20 26  31 

３．為替差益  32 25  20 

４．受取保険金  190 －  206 

５．不動産賃貸収入  － 13  － 

６．その他  45 294 1.3 19 111 0.5 89 374 0.8

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  26 35  50 

２．受託購買差損  6 150  102 

３．有価証券評価損  － 52  － 

４．その他  9 41 0.2 22 261 1.1 27 180 0.4

経常利益    1,718 7.5 901 4.0   3,501 7.3

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 ＊２ 10 10 0.0 0 0 0.0 45 45 0.1

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損   0 0  2 

２．固定資産除却損 ＊３ 9 3  14 

３．その他  － 9 0.0 4 8 0.1 － 16 0.0

税金等調整前中間（当
期）純利益 

   1,719 7.5 893 3.9   3,530 7.4

法人税、住民税及び事業
税 

＊４ 775 390  1,171 

法人税等調整額 ＊４ △187 587 2.6 12 402 1.7 46 1,218 2.5

少数株主利益（△損失）    △35 △0.2 △94 △0.4   △30 △0.0

中間（当期）純利益    1,167 5.1 585 2.6   2,342 4.9

           

- 10 -



(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     2,952   2,952 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期
末）残高 

    2,952   2,952 

            

（利益剰余金の部）           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     11,009   11,009 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

１．中間（当期）純利益   1,167 1,167 2,342 2,342 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

１．配当金   172   345   

２．役員賞与   50 222 50 395 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高 

    11,954   12,956 
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中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （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。 

  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    
（百万円） 

2,760 2,952 12,956 △22 18,646 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当     △172   △172 

中間純利益     585   585 

役員賞与（注）     △4   △4 

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         （百万円) 

    408   408 

平成18年９月30日 残高     
（百万円） 

2,760 2,952 13,364 △22 19,054 

 評価・換算差額等 

少数株主 

持分 
純資産合計 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日 残高     
（百万円） 

928 － 181 1,110 913 20,669 

中間連結会計期間中の変動額         

剰余金の配当       △172 

中間純利益       585 

役員賞与（注）       △4 

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） 

△383 66 43 △272 70 △202 

中間連結会計期間中の変動額合
計                （百万円) 

△383 66 43 △272 70 205 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

544 66 225 837 983 20,875 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度の要約連結キャ
ッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

税金等調整前中間（当
期）純利益 

  1,719 893 3,530 

減価償却費   692 762 1,512 

連結調整勘定償却額   0 － 0 

のれん償却額   － △0 － 

貸倒引当金の増減額（減
少：△） 

  7 1 △0 

受取利息及び受取配当金   △27 △53 △57 

支払利息   26 35 50 

投資有価証券評価損及び
評価損戻入益（益：△） 

  △18 52 △24 

固定資産除売却損益
（益：△） 

  △1 3 △29 

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

  28 34 △12 

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△） 

  △212 － △212 

製品保証引当金の増減額
（減少：△） 

  474 △107 31 

売上債権の増減額（増
加：△） 

  1,461 754 394 

たな卸資産の増減額（増
加：△） 

  △711 △1,465 △347 

その他流動資産の増減額
（増加：△） 

  190 △191 △137 

仕入債務の増減額（減
少：△） 

  △1,949 199 △1,478 

その他流動負債の増減額
（減少：△） 

  90 15 384 

長期未払金の増減額（減
少：△） 

  122 △183 45 

役員賞与の支給額   △50 △4 △50 

その他   △83 △18 △36 

小計   1,759 728 3,564 

利息及び配当金の受取額   27 55 55 

利息の支払額   △27 △24 △49 

法人税等の支払額   △1,131 △212 △1,996 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  626 547 1,573 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度の要約連結キャ
ッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

定期預金の預入による支
出 

  △4 － △8 

定期預金の払出による収
入 

  1 0 7 

有形固定資産の取得によ
る支出 

  △1,579 △1,759 △3,603 

有形固定資産の売却によ
る収入 

  248 213 545 

投資有価証券の取得によ
る支出 

  △58 △625 △66 

子会社の清算による配当
収入 

  24 － 24 

貸付けによる支出   △11 △1 △16 

貸付金の回収による収入   5 5 10 

その他   △44 57 △130 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △1,418 △2,109 △3,236 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

短期借入れによる収入   1,156 1,050 3,258 

短期借入金の返済による
支出 

  △1,105 △759 △2,505 

長期借入れによる収入   － 1,606 － 

長期借入金の返済による
支出 

  △471 △478 △936 

社債の償還による支出   △170 △170 △340 

自己株式の取得による支
出 

  △0 － △0 

配当金の支払額   △172 △172 △345 

少数株主への配当金の支
払額 

  － △0 － 

子会社増資に伴う少数株
主による払込収入 

  133 224 262 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △629 1,300 △605 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

  133 △16 293 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額 

  △1,287 △278 △1,975 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

  7,599 5,624 7,599 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

  6,312 5,345 5,624 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

ALPHA TECHNOLOGY  

CORPORATION 

ALPHA INDUSTRY（Thailand）

Co.,LTD. 

ALPHA HI-LEX S.A.de C.V. 

ALPHA (GUANGZHOU) 

AUTOMOTIVE PARTS Co.,LTD. 

群馬アルファ㈱ 

九州アルファ㈱ 

㈱アルファロッカーシステム 

 なお、㈱アルファサービス

は、平成17年７月１日、㈱ア

ルファロッカーシステムへ商

号変更しております。 

(1）連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

ALPHA TECHNOLOGY  

CORPORATION 

ALPHA INDUSTRY（Thailand）

Co.,LTD. 

ALPHA HI-LEX S.A.de C.V. 

ALPHA (GUANGZHOU) 

AUTOMOTIVE PARTS Co.,LTD. 

群馬アルファ㈱ 

九州アルファ㈱ 

㈱アルファロッカーシステム 

  

(1）連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

ALPHA TECHNOLOGY  

CORPORATION 

ALPHA INDUSTRY（Thailand） 

Co.,LTD. 

ALPHA HI-LEX S.A.de C.V. 

ALPHA (GUANGZHOU) 

AUTOMOTIVE PARTS Co.,LTD. 

群馬アルファ㈱ 

九州アルファ㈱ 

㈱アルファロッカーシステム 

 なお、㈱アルファサービス

は、平成17年７月１日、㈱ア

ルファロッカーシステムへ商

号変更しております。 

  (2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

㈱アルファエンタープライズ 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

㈱アルファエンタープライズ 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

㈱アルファエンタープライズ 

  （連結の範囲から除いた理

由） 

 非連結子会社は、小規模で

あり、合計の総資産、売上

高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも

中間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） 

同左 

（連結の範囲から除いた理

由） 

 非連結子会社は、小規模で

あり、総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）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 

(1）持分法適用の非連結子会社 

該当する会社はありません。 

(1）持分法適用の非連結子会社 

同左 

(1）持分法適用の非連結子会社 

同左 

  (2）持分法適用の関連会社 

該当する会社はありません。 

(2）持分法適用の関連会社 

同左 

(2）持分法適用の関連会社 

同左 

  (3）持分法を適用しない非連結子

会社名 

㈱アルファエンタープライズ 

(3）持分法を適用しない非連結子

会社名 

㈱アルファエンタープライズ 

(3）持分法を適用しない非連結子

会社名 

㈱アルファエンタープライズ 

  （持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、中間

純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、重要

性がないため、持分法の適用

範囲から除外しております。 

（持分法を適用しない理由） 

同左 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、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

重要性がないため、持分法の

適用範囲から除外しておりま

す。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社のうち、ALPHA  

INDUSTRY（Thailand）Co.,LTD.と

ALPHA HI-LEX S.A.de C.V.及びAL

PHA (GUANGZHOU) AUTOMOTIVE PAR

TS Co.,LTD.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財

務諸表を使用し、中間連結決算日

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。なお、その他の連結子

会社の中間決算日と中間連結決算

日は一致しております。 

同左  連結子会社のうち、ALPHA  

INDUSTRY（Thailand）Co.,LTD.とA

LPHA HI-LEX S.A.de C.V.及びALPH

A (GUANGZHOU) AUTOMOTIVE PART

S Co.,LTD.の決算日は12月31日で

あります。連結財務諸表の作成に

あたっては同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じ

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。な

お、その他の連結子会社の事業年

度末日と連結決算日は一致してお

ります。 

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 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は部分資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は部分純資

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） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 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

額は部分資本直入法に

より処理し、売却原価

は移動平均法により算

定） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

ａ．製品、仕掛品 

総平均法による原価法 

② たな卸資産 

ａ．製品、仕掛品 

同左 

② たな卸資産 

ａ．製品、仕掛品 

同左 

  ｂ．原材料、貯蔵品 

月別総平均法による原価

法 

ｂ．原材料、貯蔵品 

同左 

ｂ．原材料、貯蔵品 

同左 

  (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 

 定率法を採用しておりま

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。 

 ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定

額法によっております。 

 なお、在外連結子会社は定

額法によっております。 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

(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 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ② 無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

 なお、耐用年数について

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、販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売

数量に基づく償却額と残存見

込販売有効期間（３年）に基

づく均等償却額との、いずれ

か大きい金額を計上しており

ます。 

 また、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっており

ます。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 製品保証引当金 

 販売済製品に対して、将来

発生が見込まれる補修費用に

備えるため、発生見積額を計

上しております。 

② 製品保証引当金 

同左 

② 製品保証引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

 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。なお、提出

会社は退職前払い金制度及び

確定拠出型年金制度に移行し

ているため、中間期末におい

て退職給付引当金は存在して

おりません。また、国内連結

子会社は、簡便法に基づき、

海外連結子会社は、現地の会

計基準に基づき計上しており

ます。 

③ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

 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。なお、提出会社は

退職前払金制度及び確定拠出

型年金制度に移行しているた

め、期末において退職給付引

当金は存在しておりません。

また、国内連結子会社は、簡

便法に基づき、海外連結子会

社は、現地の会計基準に基づ

き計上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお在

外子会社等の資産及び負債は、

中間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は、少数株主持分

及び資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しており

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基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお在

外子会社等の資産及び負債は、

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、

換算差額は、少数株主持分及び

資本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しておりま

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 

(6）重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たし

ておりますので、特例処理を

採用しております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理

によっております。金利スワ

ップ取引については、特例処

理の要件を満たしております

ので、特例処理を採用してお

ります。 

(7）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ

取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ

取引 

商品スワップ

取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

  ヘッジ対象…長期借入金の

支払利息 

ヘッジ対象…長期借入金の

支払利息 

原材料の予定

取引 

 

  ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを

回避するため金利スワップ取

引を利用しております。 

 なお、投機目的によるデリ

バティブ取引は、行わない方

針であります。 

③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを

回避するため金利スワップ取

引を、原材料の価格変動リス

クの軽減を目的として商品ス

ワップ取引を利用しておりま

す。 

 なお、投機目的によるデリ

バティブ取引は、行わない方

針であります。 

③ ヘッジ方針 

同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たし

ているため、有効性の判定を

省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 商品スワップ取引について

は、ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ手段及びヘッジ対

象のキャッシュ・フロー変動

の累計を比較し、両者の変動

額等を基礎にして有効性の判

定を行っております。なお、

金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たし

ているため、有効性の判定を

省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  (7）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

(8）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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、随時引き出し可能な

預金及び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 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、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。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計期間より、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。これによる損益に与える影響

はありません。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は19,825百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間におけ中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連

結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。 

────── 
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表示方法の変更 

追加情報 

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

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

（中間連結貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となること及び「金融商品会計に関する

実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２

月15日付で改正されたことに伴い、当中間連結会計期間

から投資事業有限責任組合への出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるもの）を従来の投資

その他の資産の「その他」（出資金）から「投資有価証

券」として表示する方法に変更いたしました。 

 なお、当中間連結会計期間の「投資有価証券」に含ま

れる当該出資の金額は152百万円であり、前中間連結会計

期間における投資その他の資産の「その他」（出資金）

に含まれる当該出資の金額は209百万円であります。 

────── 

────── （中間連結損益計算書） 

 「不動産賃貸収入」は、前中間連結会計期間まで営業

外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間連結会計期間末において資産の総額の100分の10を超

えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「不動産賃貸収

入」の金額は２百万円であります。 

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「のれん償却額」と表示しております。 

    

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支給に

備えて、内規に基づく期末要支給額を計上し

ておりましたが、平成17年６月29日開催の第

67回定時株主総会において、退職慰労金制度

廃止に伴う退職慰労金贈呈の件についての議

案が承認可決されたため、同制度を株主総会

終結の時をもって廃止しております。この結

果、前連結会計年度末において計上されてい

た役員退職慰労引当金を長期未払金に振り替

えております。 

 なお、当中間連結会計期間末において長期

未払金に含まれる役員退職慰労金の未払額は

190百万円であります。 

──────  当社は、従来、役員の退職慰労金の支給に

備えて、内規に基づく期末要支給額を計上し

ておりましたが、平成17年６月29日開催の第

67回定時株主総会において、退職慰労金制度

廃止に伴う退職慰労金贈呈の件についての議

案が承認可決されたため、同制度を株主総会

終結の時をもって廃止しております。この結

果、前連結会計年度末において計上されてい

た役員退職慰労引当金を長期未払金に振り替

えております。  

 なお、当連結会計年度末において長期未払

金に含まれる役員退職慰労金の未払額は190

百万円であります。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

＊１．有形固定資産の減価償却累計額 ＊１．有形固定資産の減価償却累計額 ＊１．有形固定資産の減価償却累計額 

    23,533百万円      24,603百万円    23,961百万円 

＊２．担保提供資産 ＊２．担保提供資産 ＊２．担保提供資産 

建物及び構築物      629百万円 

  (629百万円)

機械装置及び運搬具    1,207百万円 

  (1,207百万円)

土地    51百万円 

  (51百万円)

合計    1,887百万円 

  (1,887百万円)

建物及び構築物     586百万円 

  (586百万円)

機械装置及び運搬具    1,078百万円 

  (1,078百万円)

土地      51百万円 

  (51百万円)

合計  1,716百万円 

  (1,716百万円)

建物及び構築物    607百万円 

  (607百万円)

機械装置及び運搬具    1,126百万円 

  (1,126百万円)

土地   51百万円 

  (51百万円)

合計    1,785百万円 

  (1,785百万円)

同上に対する債務 同上に対する債務 同上に対する債務 

短期借入金    50百万円 

  (50百万円)

長期借入金     1,245百万円 

  (1,245百万円)

合計     1,295百万円 

  (1,295百万円)

短期借入金      940百万円 

  (940百万円)

長期借入金     1,093百万円 

  (1,093百万円)

合計  2,033百万円 

  (2,033百万円)

短期借入金    680百万円 

  (680百万円)

長期借入金      894百万円 

  (894百万円)

合計  1,574百万円 

  (1,574百万円)

 長期借入金には、１年以内返済予定

の長期借入金720百万円（720百万円）

を含んでおります。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示しております。 

 なお、上記の他、銀行保証の担保と

して預金4百万円を差し入れておりま

す。 

 長期借入金には、１年以内返済予定

の長期借入金454百万円（454百万円）

を含んでおります。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示しております。 

 なお、上記の他、銀行保証の担保と

して預金５百万円を差し入れておりま

す。 

 長期借入金には、１年以内返済予定

の長期借入金546百万円（546百万円）

を含んでおります。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示しております。 

 なお、上記の他、銀行保証の担保と

して預金５百万円を差し入れておりま

す。 

 ３．受取手形割引高  ３．受取手形割引高  ３．受取手形割引高 

  200百万円      200百万円      200百万円 

 ４． 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため、平成17年３月18日付にて取

引金融機関８社とシンジケーション方

式にて総額35億円のコミットメントラ

イン契約を締結いたしております。な

お、当中間連結会計期間末日現在にお

いて、当該契約に基づく資金調達は実

行しておりません。 

 ４． 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため、取引金融機関８社とシンジ

ケーション方式にて総額35億円のコミ

ットメントライン契約を締結いたして

おります。 

貸出コミットメント

の総額 

 3,500百万円 

借入実行額    1,050百万円 

差引額  2,450百万円 

 ４． 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため、取引金融機関８社とシンジ

ケーション方式にて総額35億円のコミ

ットメントライン契約を締結いたして

おります。 

貸出コミットメント

の総額 

 3,500百万円 

借入実行額    700百万円 

差引額  2,800百万円 

────── ＊５．中間連結会計期間末日満期手形 

    中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理をしております。なお、当

中間連結会計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

────── 

 受取手形    122百万円  

────── ６．偶発事象 

   当社の主要得意先である日産自動車株

式会社は、当社が製造し納入した部品に

関連して、国内で販売した車両のうち一

部の車種（対象台数約５万台）について

不具合発生の可能性があるため、点検を

実施し、必要な場合は部品交換を行なう

事を平成18年10月18日に公表いたしまし

た。今後、得意先から当社に対して補修

費用等の求償を受ける可能性があります

が、現在のところ補修費用等の総額及び

得意先との負担割合等が明確になってい

ないため、連結財務諸表に与える影響は

明らかではありません。 

────── 
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（中間連結損益計算書関係） 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

＊１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

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うち主要な費

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うち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

発送諸費    397百万円

製品保証引当金繰入額   568百万円

給料及び諸手当    625百万円

減価償却費   40百万円

発送諸費  494百万円

製品保証引当金繰入額      13百万円

給料及び諸手当    587百万円

減価償却費     49百万円

発送諸費   767百万円

市場クレーム費   744百万円

製品保証引当金繰入額 531百万円

給料及び諸手当   1,268百万円

退職給付費用   42百万円

減価償却費   106百万円

＊２．固定資産売却益の主な内容は、次のと

おりであります。 

＊２．    ───── ＊２．固定資産売却益の主な内容は、次のと

おりであります。 

機械装置及び運搬具 10百万円  工具器具及び備品    33百万円

機械装置及び運搬具    11百万円

   
＊３．固定資産除却損の主な内容は、次のと

おりであります。 

＊３．    ───── ＊３．固定資産除却損の主な内容は、次のと

おりであります。 

工具器具及び備品 4 百万円  工具器具及び備品    8百万円

＊４． 中間連結会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当連結会計年度

において予定している利益処分による

固定資産圧縮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。 

＊４．      同左 ＊４．    ───── 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（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 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
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  10,200 － － 10,200 

合計 10,200 － － 10,200 

 自己株式         

   普通株式  30 － － 30 

合計 30 － － 30 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 172 17  平成18年３月31日  平成18年６月29日

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月９日 

取締役会 
普通株式 183 利益剰余金 18  平成18年９月30日  平成18年12月11日

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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中間期末残高と中間連

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 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定      6,519百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金 

   △207百万円

現金及び現金同等物      6,312百万円

現金及び預金勘定      5,436百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金 

    △205百万円

その他流動資産（預け

金） 

    114百万円

現金及び現金同等物      5,345百万円

現金及び預金勘定      5,830百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金 
     △206百万円

現金及び現金同等物     5,624百万円
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① リース取引 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

  

② 有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  （注） その他有価証券で時価のある株式について、減損処理を行っておりません。 

２．時価のない有価証券の主な内容 

③ デリバティブ取引 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

  

  
前中間連結会計期間 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

  
取得原価 
（百万円） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

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） 

(1）株式 1,422 2,636 1,214 2,131 2,968 837 1,505 3,056 1,551 

(2）債権 － － － － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － － － － 

合計 1,422 2,636 1,214 2,131 2,968 837 1,505 3,056 1,551 

  
前中間連結会計期間 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

  
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

(1）子会社株式       

非上場株式 10 10 10 

(2）その他有価証券       

非上場株式 528 453 453 

コマーシャル・ペ

ーパー 
－ － － 

その他 152 122 121 

合計 690 586 584 
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④ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  
自動車部品 
事業 
（百万円） 

セキュリティ
機器事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高     

(1）外部顧客に対する売上高 18,917 3,983 22,901 － 22,901 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
97 56 154 (154) － 

計 19,015 4,040 23,055 (154) 22,901 

営業費用 17,871 3,727 21,598 (162) 21,436 

営業利益 1,144 313 1,457 8 1,465 

事業区分 主要製品 

自動車部品事業 
キーセット、アウトサイドドアハンドル、インサイドドアハンドル、ルーフレール、ラ

ジエーターグリル、フィニッシャー類 

セキュリティ機器事業 
玄関錠、南京錠、自動販売機用・産業機器用ロック、パチンコ・パチスロ錠、コインロ

ッカー、貴重品ロッカー、宅配ロッカー 

  
自動車部品 
事業 
（百万円） 

セキュリティ
機器事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高     

(1）外部顧客に対する売上高 18,790 4,018 22,808 － 22,808 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
111 43 154 (154) － 

計 18,901 4,062 22,963 (154) 22,808 

営業費用 18,134 3,768 21,903 (146) 21,757 

営業利益 766 293 1,059 (8) 1,051 

事業区分 主要製品 

自動車部品事業 
キーセット、アウトサイドドアハンドル、インサイドドアハンドル、ルーフレール、ラ

ジエーターグリル、フィニッシャー類 

セキュリティ機器事業 
玄関錠、南京錠、自動販売機用・産業機器用ロック、パチンコ・パチスロ錠、コインロ

ッカー、貴重品ロッカー、宅配ロッカー 
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前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………………米国、メキシコ 

(2）東南アジア…………タイ、中国 

 
自動車部品事
業 
（百万円） 

セキュリティ
機器事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 39,789 8,173 47,962 － 47,962 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
199 98 298 (298) － 

計 39,989 8,272 48,261 (298) 47,962 

営業費用 37,379 7,573 44,953 (298) 44,655 

営業利益 2,609 698 3,307 (0) 3,307 

事業区分 主要製品 

自動車部品事業 
キーセット、アウトサイドドアハンドル、インサイドドアハンドル、ルーフレール、ラ

ジエーターグリル、フィニッシャー類 

セキュリティ機器事業 
玄関錠、南京錠、自動販売機用・産業機器用ロック、パチンコ・パチスロ錠、コインロ

ッカー、貴重品ロッカー、宅配ロッカー 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
東南アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 16,660 5,183 1,057 22,901 － 22,901 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,331 3 368 1,703 (1,703) － 

計 17,991 5,186 1,426 24,604 (1,703) 22,901 

営業費用 17,021 4,961 1,198 23,181 (1,745) 21,436 

営業利益 970 225 228 1,423 42 1,465 
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当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………………米国、メキシコ 

(2）東南アジア…………タイ、中国 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………………米国、メキシコ 

(2）東南アジア…………タイ、中国 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
東南アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 15,441 5,577 1,789 22,808 － 22,808 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,341 6 263 2,611 (2,611) － 

計 17,782 5,583 2,053 25,419 (2,611) 22,808 

営業費用 16,695 5,765 1,875 24,336 (2,579) 21,757 

営業利益又は営業損失（△） 1,086 △181 178 1,083 (31) 1,051 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
東南アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 34,228 11,056 2,678 47,962 － 47,962 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
3,137 5 633 3,776 (3,776) － 

計 37,365 11,062 3,311 51,739 (3,776) 47,962 

営業費用 35,132 10,455 2,923 48,511 (3,856) 44,655 

営業利益 2,232 606 388 3,227 80 3,307 
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ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………………米国、メキシコ 

(2）東南アジア…………タイ、韓国、台湾、香港 

(3）その他の地域………上記以外の地域 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………………米国、メキシコ 

(2）東南アジア…………タイ、韓国、台湾、香港、中国 

(3）その他の地域………上記以外の地域 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………………米国、メキシコ 

(2）東南アジア…………タイ、韓国、台湾、香港 

(3）その他の地域………上記以外の地域 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  北米 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,183 1,236 48 6,468 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 22,901 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
22.6 5.4 0.2 28.2 

  北米 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,577 2,020 7 7,605 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 22,808 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
24.4 8.9 0.0 33.3 

  北米 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 11,056 3,052 90 14,198 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 47,962 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
23.0 6.4 0.2 29.6 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,777.30円

１株当たり中間純利益

金額 
114.81円

１株当たり純資産額  1,955.96円

１株当たり中間純利益

金額 
  57.58円

１株当たり純資産額   1,942.65円

１株当たり当期純利益

金額 
230.38円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,167 585 2,342 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
1,167 585 2,342 

期中平均株式数（千株） 10,169 10,169 10,169 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当中間連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりであります。 

 （注）前中間連結会計期間については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

自動車部品事業（百万円） 18,814 99.2 

セキュリティ機器事業（百万円） 3,989 101.1 

合計（百万円） 22,803 99.6 

事業の種類別セグメントの名称 

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

受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％） 

自動車部品事業 19,996 106.0 10,678 111.1 

セキュリティ機器事業 3,660 96.7 410 169.2 

合計 23,657 104.5 11,089 112.5 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

自動車部品事業（百万円） 18,790 99.3 

セキュリティ機器事業（百万円） 4,018 100.9 

合計（百万円） 22,808 99.6 

相手先 

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

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

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

日産自動車株式会社 4,708 20.6 3,959 17.4 

富士重工業株式会社（注） － － 2,440 10.7 
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