
１．平成18年９月中間期の業績（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）    137円66銭 

３．配当状況 

  

※ 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 個別中間財務諸表の概要 
(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 配当支払開始日 平成18年12月11日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 100株）     

(1）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 16,544 △5.1 909 7.0 963 △19.7

17年９月中間期 17,431 2.9 850 △41.7 1,200 △28.7

18年３月期 35,025  1,802  2,216  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 613 △27.5 60 32

17年９月中間期 845 △15.0 83 15

18年３月期 1,485  146 06

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 無 

③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）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 31,276 17,174 54.9 1,688 78

17年９月中間期 30,663 16,384 53.4 1,611 10

18年３月期 30,834 17,050 55.3 1,676 59

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年９月中間期 30,073株 17年９月中間期 30,073株 18年３月期 30,073株

２．平成19年３月期の業績予想（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 35,200  2,300  1,400  

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － 17.00 － 17.00 － 34.00

19年３月期（実績） － 18.00 － － － 
36.00

19年３月期（予想） － － － 18.00 － 
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６．個別中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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 2,417 1,807  2,253 

２．受取手形 ＊７ 1,263 1,090  995 

３．売掛金 6,987 7,496  7,436 

４．たな卸資産 1,515 1,843  1,371 

５．その他 1,826 2,164  1,841 

貸倒引当金 △2 △1  △1 

流動資産合計   14,007 45.7 14,400 46.0   13,895 45.1

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産 ＊１      

(1）建物 ＊２ 1,913 1,777  1,832 

(2）機械及び装置 ＊２ 2,237 2,026  2,125 

(3）土地 ＊２ 960 943  943 

(4）その他 1,529 1,556  1,554 

有形固定資産合計 6,641 6,305  6,456 

２．無形固定資産 223 259  297 

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 3,317 3,544  3,631 

(2）関係会社株式 3,850 4,218  3,985 

(3) 関係会社出資金 2,146 2,146  2,146 

(4）その他 523 449  469 

貸倒引当金 △48 △49  △48 

投資その他の資産合計 9,790 10,310  10,184 

固定資産合計   16,655 54.3 16,875 54.0   16,938 54.9

資産合計   30,663 100.0 31,276 100.0   30,834 100.0 

       

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．支払手形 455 349  276 

２．買掛金 6,330 6,934  6,683 

３．短期借入金 ＊２ 50 1,100  750 

４．１年以内返済予定の長期
借入金 

＊２ 790 538  593 

５．１年以内償還予定の社債 340 170  340 

６．未払法人税等 620 283  76 

７．製品保証引当金 1,178 627  735 

８．その他 ＊５ 1,626 1,461  1,732 

流動負債合計   11,392 37.2 11,465 36.7   11,186 36.3
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前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

Ⅱ 固定負債       

１．社債  170 －  － 

２．長期借入金 ＊２ 568 808  364 

３．長期未払金  2,041 1,780  1,964 

４．その他   106 46  267 

固定負債合計    2,886 9.4 2,635 8.4   2,596 8.4

負債合計    14,278 46.6 14,101 45.1   13,783 44.7

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    2,760 9.0 － －   2,760 9.0

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金  2,952 －  2,952 

資本剰余金合計    2,952 9.6 － －   2,952 9.6

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金  192 －  192 

２．任意積立金  8,703 －  8,703 

３．中間（当期）未処分利益  1,070 －  1,537 

利益剰余金合計    9,965 32.5 － －   10,432 33.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金    729 2.4 － －   928 3.0

Ⅴ 自己株式    △22 △0.1 － －   △22 △0.1

資本合計    16,384 53.4 － －   17,050 55.3

負債資本合計    30,663 100.0 － －   30,834 100.0 

        

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１．資本金    － － 2,760 8.8   － －

２．資本剰余金       

(1) 資本準備金  －   2,952   －   

資本剰余金合計    － － 2,952 9.5   － －

３．利益剰余金       

(1) 利益準備金  －   192   －   

(2) その他利益剰余金             

固定資産圧縮積立金  －   634   －   

別途積立金  －   9,134   －   

繰越利益剰余金  －   912   －   

利益剰余金合計    － －  10,873 34.8   － －

４ 自己株式    － －  △22 △0.1     

株主資本合計    － －  16,562 53.0   － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１ その他有価証券評価差額

金 
  － －  544 1.7   － － 

２ 繰延ヘッジ損益   － －  66 0.2  －  

評価・換算差額等合計   － －  611 1.9  －  

純資産合計   － －  17,174 54.9  －  

負債純資産合計   － －  31,276 100.0  －  

        －
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(2) 中間損益計算書 

   
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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    17,431 100.0 16,544 100.0   35,025 100.0 

Ⅱ 売上原価    14,244 81.7 13,972 84.5   28,849 82.4

売上総利益    3,187 18.3 2,572 15.5   6,176 17.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    2,337 13.4 1,662 10.0   4,373 12.5

営業利益    850 4.9 909 5.5   1,802 5.1

Ⅳ 営業外収益 ＊１   407 2.3 314 1.9   616 1.8

Ⅴ 営業外費用 ＊２   56 0.3 259 1.6   202 0.6

経常利益    1,200 6.9 963 5.8   2,216 6.3

Ⅵ 特別利益     146 0.8 0 0.0   147 0.4

Ⅶ 特別損失     8 0.0 3 0.0   14 0.0

税引前中間（当期）純利
益 

   1,338 7.7 960 5.8   2,349 6.7

法人税、住民税及び事業
税 

＊４ 600 265  730 

法人税等調整額 ＊４ △107 493 2.8 82 347 2.1 133 863 2.5

中間（当期）純利益    845 4.9 613 3.7   1,485 4.2

前期繰越利益    225 －    225

中間配当額    － －    172

中間（当期）未処分利益    1,070 －    1,537
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分による任意積立金取崩項目は次のとおりであります。 

任意積立金取崩額 

１．固定資産圧縮積立金取崩額        23百万円 

２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分は次のとおりであります。 

利益処分額 

１．配当金                 172百万円 

２．任意積立金 

 （１）別途積立金            1,100百万円    

    合計                     1,272百万円 

 

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 資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

固定資 
産圧縮 
積立金 

別途  
 積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

       （百万円） 
2,760 2,952 2,952 192 669 8,034 1,537 10,432 △22 16,122 

中間会計期間中の変動額           

固定資産圧縮積立金の

取崩し（注）１. 
        △34   34 －   － 

別途積立金の積立て

（注）２. 
          1,100 △1,100 －   － 

剰余金の配当（注）

２. 
            △172 △172   △172 

中間純利益             613 613   613 

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     （百万円） 
－ － － － △34 1,100 △625 440 － 440 

平成18年９月30日 残高 

       （百万円） 
2,760 2,952 2,952 192 634 9,134 912 10,873 △22 16,562 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

       （百万円） 
928 － 928 17,050 

中間会計期間中の変動額     

固定資産圧縮積立金の

取崩し（注）１. 
      － 

別途積立金の積立て

（注）２. 
      － 

剰余金の配当（注）

２. 
      △172 

中間純利益       613 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

△383 66 △316 △316 

中間会計期間中の変動額 

合計     （百万円） 
△383 66 △316 123 

平成18年９月30日 残高 

       （百万円） 
544 66 611 17,174 
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中間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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

同左 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

同左 

  ② その他有価証券 

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） 

② その他有価証券 

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） 

② 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 

製品、仕掛品 

総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

製品、仕掛品 

同左 

(3）たな卸資産 

製品、仕掛品 

同左 

  原材料、貯蔵品 

月別総平均法による原価法 

原材料、貯蔵品 

同左 

原材料、貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却方法 (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

降に取得した建物（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。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  (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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(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 

４．外貨建の資産及び負債の

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。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

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。 

５．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.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。 

(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。 

(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 

  (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.その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

(1）消費税等の処理方法 

同左 

(1）消費税等の処理方法 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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） 

 当事業年度より、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

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17,107百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

────── 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 「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「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。 

────── 
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追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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、前事業年度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、前事業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、当事業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 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（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 

      19,864百万円      20,700百万円   20,360百万円 

＊２．担保提供資産 ＊２．担保提供資産 ＊２．担保提供資産 

建物      629百万円 

  (629百万円)

機械及び装置    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       586百万円 

  (586百万円)

機械及び装置     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    607百万円 

  (607百万円)

機械及び装置    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。 

 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。 

 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。 

 ３．偶発債務 

 次の関係会社について金融機関からの

借入に対して債務保証をおこなっており

ます。 

 ３．偶発債務 

 次の関係会社について、金融機関から

の借入及び仕入先への支払債務に対し保

証書、経営指導念書を差し入れておりま

す。 

 ３．偶発債務 

 次の関係会社について、金融機関から

の借入及び仕入先への支払債務に対し保

証書、経営指導念書を差し入れておりま

す。 

保証債務 

経営指導念書 

ALPHA HI-

LEX S.A.de C.V. 

   113百万円 

(1百万米ドル)

ALPHA INDUSTRY

（Thailand）CO.,LTD. 

   116百万円 

(42百万タイバー

ツ)

借入に対する保証債務 

借入に対する経営指導念書 

支払債務に対する保証債務 

ALPHA HI-

LEX S.A.de C.V. 

      117百万円 

(0百万米ドル)

ALPHA（GUANGZHOU）

AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.

  834百万円 

(56百万元)

ALPHA INDUSTRY

（Thailand）CO.,LTD. 

      73百万円 

(23百万タイバー

ツ)

株式会社アルファロッ

カーシステム 
   177百万円 

借入に対する保証債務 

借入に対する経営指導念書 

支払債務に対する保証債務 

ALPHA HI-

LEX S.A.de C.V. 

      113百万円 

(0百万米ドル)

ALPHA（GUANGZHOU）

AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.

  820百万円 

(56百万元)

ALPHA INDUSTRY

（Thailand）CO.,LTD. 

      99百万円 

(32百万タイバー

ツ)

株式会社アルファロッ

カーシステム 
   159百万円 

 ４．受取手形割引高  ４．受取手形割引高  ４．受取手形割引高 

     200百万円         200百万円      200百万円 

＊５．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

＊５．消費税等の取扱い 

同左 

＊５．    ───── 

 ６． 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。 

 ６． 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 

 ６． 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 
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（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

────── ＊７．中間期末日満期手形 

 中間期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、次の中間期末日満期手形が中間期

末残高に含まれております。 

────── 

 受取手形    122百万円  

────── ８．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、当社の財務諸表に与える影響

は明らかではありません。 

────── 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

＊１．営業外収益のうち主要なもの ＊１．営業外収益のうち主要なもの ＊１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息  3百万円

受取配当金   31百万円

不動産等賃貸収入   27百万円

受取ロイヤリティ   56百万円

受取保険金   190百万円

為替差益   74百万円

受取利息   4百万円

受取配当金     137百万円

不動産等賃貸収入     32百万円

受取ロイヤリティ     84百万円

為替差益     16百万円

   

受取利息   7百万円

受取配当金     41百万円

不動産等賃貸収入     61百万円

受取ロイヤリティ     128百万円

受取保険金     206百万円

為替差益   102百万円

＊２．営業外費用のうち主要なもの ＊２．営業外費用のうち主要なもの ＊２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息   16百万円

社債利息  3百万円

不動産等賃貸費用   21百万円

   

支払利息     14百万円

社債利息   1百万円

不動産等賃貸費用     29百万円

受託購買差損     150百万円

投資有価証券評価損     52百万円

支払利息     30百万円

社債利息    5百万円

不動産等賃貸費用     52百万円

受託購買差損     102百万円

 ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額 

有形固定資産    455百万円

無形固定資産   20百万円

有形固定資産   436百万円

無形固定資産     30百万円

有形固定資産     994百万円

無形固定資産     45百万円

＊４． 中間会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当期において予定し

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、当中間会

計期間に係る金額を計算しておりま

す。 

＊４．    ───── ＊４．    ───── 

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

 普通株式  30 － － 30 

     合計 30 － － 30 
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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 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありませ

ん。 

（１株当たり情報） 

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

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 1,611.10円

１株当たり中間純利益金額 83.15円

１株当たり純資産額 1,688.78円

１株当たり中間純利益金額 60.32円

１株当たり純資産額 1,676.59円

１株当たり当期純利益金額 146.06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)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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） 845 613 1,485 

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） 
845 613 1,485 

期中平均株式数（千株） 10,169 10,169 10,169 
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