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１．18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）

(1）連結経営成績 （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９月中間期 38,375 △15.7 30 － 109 －

17年９月中間期 45,498 2.3 △855 － △759 －

18年３月期 87,801 152 259

中間純利益
１株当たり中間

純利益
潜在株式調整後１株当たり

中間純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 △476 － △41 37 ― ―

17年９月中間期 1,277 － 111 49 88 49

18年３月期 317 27 65 21 96

（注）①期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 11,524,318株 17年９月中間期 11,459,419株 18年３月期 11,489,604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

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 54,462 10,184 18.7 898 28

17年９月中間期 57,445 11,414 19.9 1,052 41

18年３月期 54,877 10,768 19.6 971 70

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 7,994,772株 17年９月中間期 7,995,851株 18年３月期 7,995,067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９月中間期 349 △895 1,354 1,419

17年９月中間期 △1,160 10,288 △9,164 1,919

18年３月期 △763 9,339 △9,197 733

(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） 0社 （除外） 0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

通期 80,000 1,200 1,100 300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 26円03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7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及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 事業内容及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等の開発・製造・販売をしています。国内は(株)アルティア

橋本が、欧州ではHASHIMOTO LIMITEDがそれぞれ事業を行っています。また2006年

６月に（株）アルティア橋本は中国での技術提携先である敏実集団有限公司（香

港証券取引所上場）の投資子会社Forecast Industries Limited（以下F.I.L.とい

う）と、中国浙江省嘉興市での自動車外装部品生産に係る合弁事業契約を締結し

ました。同年10月、両社折半出資にて「嘉興敏橋汽車零部件有限公司」を設立し、

現在2008年３月期生産開始の為の準備を進めています。

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

及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P.T.ALTIA CLASSIC AUTOMOTIVE　MANUFACTURINGが、シートカバーの一部

をフィリピンの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。

　海外では北米の拠点であるAltia Automotive Products Inc.（以下AAPという）

が米国メーカーと提携し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OEM供給すべく活動しています。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・販売などを展開しています。

自動車関連機器

事業

自動車検査・整

備用機器

　自動車検査・整備用機器の企画、設計、販売をしています。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、販売をしていま

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して

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、（株）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〕

 

サッシュ 
部品・製品 

モール 
部品・製品 

部品・製品 

自動車部品 

自動車検査・
整備機器およ
び自動車製造
用設備・機器 

自動車用品・自動車関連機器 

自動車部品 

自動車部品事業 

自動車用品事業 ・ 自動車関連機器事業 

（  ）内は議決権の所有割合を示しており、間接所有割合を含んでおります。 
◎連結子会社、○非連結子会社 
※1 嘉興敏橋汽車零部件有限公司は 2006 年 10 月に設立され 2008 年 3 月期の生産開始を予定しています。 
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自動車検査・
整備機器およ
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用設備・機器 

(100%)  

◎ ニッソーサービス（株）（100％） 
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株
）
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ル
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ッ
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株
会
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◎ Alt ia  Automot ive Products Inc. 
（100％） [米国] 
 

○ P.T. ALTIA CLASSIC AUTOMOTIVE 
MANUFACTURING （60％） 
[インドネシア共和国] 

○  佛山阿迪雅汽車用品有限公司

（70％）[中華人民共和国] 
 

◎ オリオンテクノ（株）（100％） 

◎ HASHIMOTO LIMITED 
 （100％） [英国] 

◎ （株）テクノモール （100％） 

◎ （株）テクノサッシュ（100％） 

○ FAS CEBU CORPORATION  
（100％）[フィリピン共和国] 

 

※1 嘉興敏橋汽車零部件有限公司 
 （50％） [中華人民共和国] 

自動車部品 
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　（株）ファルテック及びファルテックグループは2004年４月１日、自動車外装部品メーカーの橋本フォーミング工

業（株）と自動車用品・自動車関連機器の販売会社（株）アルティアの経営統合により誕生しました。その後、橋本

フォーミング工業（株）と（株）アルティアは経営統合の強化及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、自動車外装部品、自動車用品及び車検・整備用機器の開発・製造・販売を主な事業とし

ており、自動車の開発・生産から販売、整備、廃棄に至るまでの「クルマの一生」を対象とするユニークな事業構造

を有しています。

　（株）ファルテック及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．利益配分に関する基本方針

　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、株主の皆様に対して利益還元を早期に実施できる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が、

具体的な予定はありません。

４．目標とする経営指標

　当社グループは、営業利益率及び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ＲＯＥ12.0％以上」を掲げておりますが、不

採算の北米子会社H.A PRODUCTS OF INDIANA COMPANY（以下ハピコという）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、中期経営計画及び目標値を見直す予定であります。

５．中長期的な経営戦略と対処すべき課題

　　国内自動車販売低迷等の外部環境変化の中、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力向上

　（2）用品事業の抜本的建直し

　（3）子会社の体質改善

　（4）海外への積極的な事業展開

　また、2009年３月期中の東証一部指定を展望し、内部統制システムの一層の強化、経営基盤の更なる強化を図って

います。

（1）部品事業の持続的な収益力向上

　部品事業の収益力は持続的に向上しています。今後も同期生産（※）活動を継続して実施すると共に、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まいります。同期生産活動については、主力工場

である館林工場でのノウハウを他工場にも水平展開し、全社の収益力向上に繋げていきます。

（※）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ミングよく応える事を

　　　志向し、追及する生産方式です。　

（2）用品事業の抜本的建直し

 　用品事業については、商品の競争力強化による着実な受注の確保を目的として事業構造を再構築中です。特に自動

車外装用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、

販路拡大を図ってまいります。

 (3）子会社の体質改善

　　海外子会社の収益改善及び、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、英国子会社

HASHIMOTO LIMITEDの改善が進み、赤字幅が半減する見通しです。また、国内子会社については、５月の会社法施行に

より子会社の機関設計を見直し、意思決定の迅速化を図っております。

－ 4 －



 (4）海外への積極的な事業展開

　2006年６月に（株）アルティア橋本は中国での技術提携先である敏実集団有限公司（香港証券取引所上場）の投資

子会社F.I.L.と中国浙江省嘉興市での自動車外装部品生産に係る合弁事業契約を締結しました。同年10月、両社折半

出資にて「嘉興敏橋汽車零部件有限公司」を設立し、現在2008年３月期生産開始の為の準備を進めています。

　更に日系自動車メーカーの海外生産の拡大及びグローバル最適調達の要請に対応し、アセアン、BRICs諸国への進出

についても調査、検討中です。

６．親会社等に関する事項

　親会社はありません。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

（１）全体の概況

①概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の上昇等があったものの企業収益は回復し設備投資

も増加、更に個人消費の堅調な推移により、緩やかながら回復基調にあります。

　一方、当社グループの業績に影響を与える自動車需要は、ガソリン価格上昇等の影響を受け、国内登録車総合計で

新車販売台数は1,740千台（前年同期比7.5％減）となりました。

　このような事業環境のもと、当中間連結会計期間の業績は、売上高38,375百万円（前年同期比15.7％減）、営業利

益30百万円（前年同期比改善幅886百万円）、経常利益109百万円（前年同期比改善幅868百万円）、中間純利益△476

百万円（前年同期比△1,754百万円）となりました。

②売上高

　当中間期の売上高は38,375百万円（前年同期比15.7％減）となりました。前期に実施した北米子会社ハピコの解散

及び国内登録車販売台数が落ち込んだ事による影響が売上減少の主な要因です。

　なお、事業セグメント別の売上構成は自動車部品49.5％、自動車用品22.5％、自動車関連機器27.5％、その他事業

0.5％、所在地別セグメントでは、国内92.2％、北米0.1％、欧州7.7％となっています。

③利益

　当中間期の営業利益は30百万円（前年同期比改善幅886百万円）となりました。自動車部品事業での合理化効果や

海外子会社収益改善が利益確保に寄与しました。経常利益は営業外収益215百万円（前年同期比△250百万円）、営業

外費用136百万円（前年同期比△232百万円）を計上した結果、109百万円（前年同期比改善幅868百万円）となりまし

た。営業外収益並びに営業外費用の前年比較では、前者では為替差益、後者では支払利息のそれぞれが減少の主因と

なっています。営業利益、経常利益共に中間期としては、ファルテックグループ発足３期目にして初の連結黒字を達

成しました。しかしながら当期純利益に関しては、特別利益39百万円（前年同期比△6,135百万円）、特別損失538百

万円（前年同期比△5,216百万円）を計上した結果、△476百万円（前年同期比△1,754百万円）となりました。特別

損失の主なものは、（株）アルティア橋本において実施した希望退職に伴う特別割増退職金や貸倒引当金の積み増し

計上によるものです。なお前年度の特別損益には、固定資産の処分益や子会社整理損が含まれております。  

（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においては、売上高18,988百万円（前年同期比22.1％減）、営業利益△9百万円（前年同期

比改善幅787百万円）となりました。不採算事業であった北米子会社ハピコの解散、国内自動車販売の低迷等の影響

があり売上高は大幅に減少しましたが、2005年度に実施したリストラ効果、同期生産活動であるHashimoto Production 

System活動（以下「ＨＰＳ活動」という）による合理化効果により営業利益は大きく改善することが出来ました。

　ＨＰＳ活動については、国内主力工場の館林工場にて実施しておりますが、グループ内他工場に活動を拡大してい

くことでより大きな効果を挙げるように努めていきます。

　また10月には、中国においてF.I.L.との合弁子会社（出資比率　当社子会社（株）アルティア橋本50％、F.I.L.

50％）である嘉興敏橋汽車零部件有限公司を設立しました。2008年３月期の生産開始を計画しております。

（自動車用品）

  自動車用品セグメントは、売上高8,642百万円（前年同期比15.6％減）、営業利益99百万円（前年同期比56.6％減）

となりました。

　国内自動車販売の低迷による自動車メーカー純正用品の売上減少の影響があり売上高・営業利益共に前年を下回り

ました。カーディーラーの店舗設計やＣＩ（Corporate Identity）マニュアル等の作成をしている店舗事業を縮小し

たことも売上減少の一因となっております。

　上半期には、大量生産樹脂用品として初めて北米スカライライン向けマッドガードを内製化しましたが、今後更に

内製化を促進することで価格競争力を強化し利益確保に繋げていきます。

（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10,545百万円（前年同期比2.1％減）、営業利益△58百万円（前年同期比改

善幅225百万円）となりました。

　発電機等に使用する産業用エンジンについては、売上高を順調に伸ばしておりますが、国内自動車販売の低迷等の

影響で販売会社の設備投資が抑制され、自動車整備関連機器の売上高は減少しました。

　営業利益については、環境関連機器やＩＴ関連機器の拡販による利益確保に努めた結果、売上高減少の影響を補い

改善することが出来ました。
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　下半期は競争力のある新商品投入や取扱商品の原価低減、既存納入機器のメンテナンス業務に重点を置いて取り組

むことで売上高の拡大、利益の確保に努めていきます。

（その他事業）

　その他事業には倉庫荷役、ビル管理等のサービス事業を含めています。ニッソーサービス（株）が（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、オフィス管理業務及びグ

ループ外の業務まで広がっております。

②所在地別セグメントの業績は次のとおりです。

（日本）

　国内は「自動車部品」、「自動車用品」、「自動車関連機器」の主要３事業で構成されています。売上高は35,371

百万円（前年同期比8.1％減）、営業利益は269百万円（前年同期比118.7％増）となりました。

（北米）

　北米は、自動車用品事業のAAPが事業展開しております。売上高39百万円（前年同期比△4,343百万円）、営業利益

△62百万円（前年同期比改善幅928百万円）となりました。なお前年には北米子会社ハピコの業績を含んでおります。

（欧州）

　欧州は、自動車部品事業のHASHIMOTO LIMITEDが事業展開しております。売上高は2,964百万円（前年同期比13.6％

増）、営業利益△193百万円（前年同期比改善幅89百万円）となりました。

２．財政状態

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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、686百万円増加しまし

た。営業活動において349百万円、財務活動において1,354百万円の資金を獲得しましたが、投資活動において895百万

円使用したことによるものです。

　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。

（営業活動によるキャッシュフロー）

税金等調整前当期純損失は389百万円でしたが、減価償却費1,295百万円、賞与引当金の増加額220百万円、売上債

権の減少額834百万円等の資金増加要因と仕入債務の減少額1,173百万円等の資金減少要因があり、営業活動における

キャッシュフローは349百万円の獲得となりました。

（投資活動によ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1,011百万円等がありましたが、有形・無形固定資産取得による支出1,916百

万円等があり、結果として投資活動によるキャッシュフローは895百万円の使用となりました。

（財務活動によるキャッシュフロー）

短期借入金の純増加額で1,525百万円の資金を獲得しましたが、長期借入金の返済による支出172百万円等があり、

財務活動におけるキャッシュフローは1,354百万円の獲得となりました。

３．通期の見通し

　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下半期の見通しは、得意先の国内販売低迷や原油・原材

料価格の高騰等のリスク要因もあり予断を許さない状況が続くと考えられます。

　このような情勢の中、通期の業績見通しにつきましては、売上高80,000百万円（前年同期比8.9％減）、営業利益

1,200百万円（前年同期比689.5％増）、経常利益1,100百万円（前年同期比324.7％増）、当期純利益300百万円（前

年同期比5.4％減）を予想しております。

４．事業等のリスク

　当社グループでは、リスク管理委員会を設置し、各種リスクを適時、適切に把握・管理する体制の整備に取組んで

おりますが、制御困難且つ経営成績及び財政状態に大きく影響を及ぼすリスクは、以下のようなものがあります。

①　経済的な環境変化

　当社グループの経営成績は、得意先である自動車メーカーの自動車販売台数、生産台数、販売車種構成、及び販

売・生産地域の影響を受けております。自動車メーカーの動向は、当社経営成績にも影響を及ぼす可能性がありま

す。
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②　原材料・部品の供給

　当社製品・商品は、外部から調達する原材料・部品の価格、及び調達市場の需給バランスの影響を受けておりま

す。材料価格の高騰、調達市場の需要増に伴う調達難により、当社経営成績にも影響を及ぼす可能性があります。

③　特定の得意先への依存

　当社の得意先である日産グループへの売上高は、当社売上高の約７割を占めております。よって、当社の経営成

績は、日産グループの販売・生産台数、購買方針、デザイン指向（車両構造）の影響を受けており、当社売上高に

影響を及ぼす可能性があります。

④　地震等の災害

　想定以上の地震等災害が発生することにより、当社生産稼動の停止、情報ネットワークの損傷、原材料・部品の

調達困難、製品・商品の納入困難等により、当社経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金  2,007 1,508  821

２　受取手形及び売掛金 18,164 17,402  18,209

３　たな卸資産 4,637 5,141  4,862

４　その他 3,285 2,741  2,578

５　貸倒引当金 △9 △425  △192

流動資産合計 28,085 48.9 26,369 48.4 △1,716 26,280 47.9

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産
※１
※２

 

(1）建物及び構築物 5,341 5,290  5,232

(2）機械装置及び運搬
具

6,332 6,289  5,922

(3）工具器具及び備品 3,945 3,204  3,582

(4）土地 8,769 8,739  8,765

(5）その他 289 24,678 241 23,765 △913 765 24,268

２　無形固定資産 754 804 49 759

３　投資その他の資産  

(1）投資その他の資産 4,992 4,607  4,646

(2）貸倒引当金 △1,098 3,894 △1,106 3,500 △393 △1,105 3,541

固定資産合計 29,327 51.0 28,070 51.6 △1,257 28,569 52.1

Ⅲ　繰延資産 32 0.1 23 0.0 △9 28 0.0

資産合計 57,445 100.0 54,462 100.0 △2,983 54,877 100.0
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　支払手形及び買掛金 16,875 15,560  16,723

２　短期借入金 ※２ 9,000 11,661  9,753

３　賞与引当金 943 772  567

４　その他 4,871 3,459  3,704

流動負債合計 31,691 55.2 31,454 57.8 △236 30,748 56.0

Ⅱ　固定負債  

１　長期借入金 ※２ 5,570 3,398  3,913

２　退職給付引当金 7,132 7,697  7,703

３　役員退職慰労引当金 56 82  71

４　再評価に係る繰延税
金負債

1,367 1,362  1,367

５　その他 212 283  305

固定負債合計 14,339 25.0 12,823 23.5 △1,516 13,360 24.4

負債合計 46,031 80.1 44,278 81.3 △1,753 44,108 80.4

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 4,000 7.0 － － △4,000 4,000 7.3

Ⅱ　資本剰余金 2,402 4.2 － － △2,402 2,402 4.3

Ⅲ　利益剰余金 3,869 6.7 － － △3,869 2,574 4.7

Ⅳ　土地再評価差額金 1,643 2.8 － － △1,643 1,643 3.0

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

333 0.6 － － △333 177 0.3

Ⅵ　為替換算調整勘定 △830 △1.4 － － 830 △26 △0.0

Ⅶ　自己株式 △3 △0.0 － － 3 △3 △0.0

資本合計 11,414 19.9 － － △11,414 10,768 19.6

負債及び資本合計 57,445 100.0 － － △57,445 54,877 100.0
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

 （純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金 － － 4,000 7.3 4,000 － －

２　資本剰余金 － － 2,402 4.4 2,402 － －

３　利益剰余金 － － 2,105 3.9 2,105 － －

４　自己株式 － － △4 △0.0 △4 － －

 株主資本合計 － － 8,503 15.6 8,503 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差
額金

－ － 118 0.2 118 － －

２　繰延ヘッジ損益 － － △14 △0.0 △14 － －

３　土地再評価差額金 － － 1,636 3.0 1,636 － －

４　為替換算調整勘定 － － △62 △0.1 △62 － －

 評価・換算差額等合計 － － 1,677 3.1 1,677 － －

Ⅲ　新株予約権 － － 2 0.0 2 － －

純資産合計 － － 10,184 18.7 10,184 － －

 負債純資産合計 － － 54,462 100.0 54,462 － －
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 45,498 100.0 38,375 100.0 △7,122 87,801 100.0

Ⅱ　売上原価 40,366 88.7 32,599 84.9 △7,767 75,978 86.5

売上総利益 5,131 11.3 5,776 15.1 645 11,822 13.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

 

１　荷造運搬費 782 937  1,564

２　給料手当 2,272 2,256  4,404

３　賞与引当金繰
入額

19 10  267

４　退職給付引当
金繰入額

222 107  423

５　役員退職慰労
引当金繰入額

26 14  53

６　その他 2,662 5,986 13.2 2,419 5,745 15.0 △241 4,957 11,670 13.3

営業利益又は
営業損失(△)

△855 △1.9 30 0.1 886 152 0.2

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 17 19  25

２　受取配当金 9 10  10

３　技術供与収入 54 97  120

４　為替差益 301 42  386

５　雑収入 82 465 1.0 44 215 0.6 △250 84 627 0.7

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 297 132  442

２　雑損失 71 369 0.8 4 136 0.4 △232 77 520 0.6

経常利益又は
経常損失(△)

△759 △1.7 109 0.3 868 259 0.3

Ⅵ　特別利益  

１　固定資産売却
益

※１ 6,175 32  6,187

２　賞与引当金戻
入益

 ― 4  ―

３　その他 ― 6,175 13.6 2 39 0.1 △6,135 261 6,448 7.4

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産除売
却損

※２ 54 29  437

２　減損損失 ※３ 1,586 8  1,515

３　子会社整理損 ※４ 2,691 ―  3,623

４　退職給付制度
移行損失

※５ 1,147 ―  1,147

５　貸倒引当金繰
入額

 ― 234  189

６　特別割増退職
金 

 ― 262  41

７　その他 273 5,754 12.6 3 538 1.4 △5,216 614 7,570 8.6

税金等調整前
中間（当期）
純損失

338 △0.7 389 △1.0 50 861 △0.9

法人税、住民
税及び事業税

33 36  62

法人税等調整
額

△1,650 △1,616 △3.5 51 87 0.2  △1,242 △1,179 △1.3

中間（当期）
純利益又は純
損失(△)

1,277 2.8 △476 △1.2 △1,754 317 0.4
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(3) 中間連結剰余金計算書

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
（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 2,378 2,378

Ⅱ　資本剰余金増加高

１　自己株式処分差益 24 24 24 24

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

2,402 2,402

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 2,446 2,446

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　中間（当期）純利益 1,277 317

２　新規連結による増加
額

― 86

３　土地 再評価差額金取
崩による増加額

730 2,007 730 1,134

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　英国子会社の退職給
付債務処理額

584 584 1,005 1,005

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

4,453 2,574
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(4) 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）

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） 4,000 2,402 2,574 △3 8,973

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失（△）   △476  △476

自己株式の取得    △0 △0

土地再評価差額金の取崩   7  7

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）
― ― △469 △0 △469

平成18年９月30日　残高(百万円） 4,000 2,402 2,105 △4 8,503

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高(百万円） 177 ― 1,643 △26 1,795 ― 10,768

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失（△）     ―  △476

自己株式の取得     ―  △0

土地再評価差額金の取崩     ―  7

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）
△59 △14 △7 △35 △117 2 △115

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円）
△59 △14 △7 △35 △117 2 △584

平成18年９月30日　残高（百万円） 118 △14 1,636 △62 1,677 2 10,184
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(5) 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）

対前中間
期比 

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）
増減

(百万円)
金額（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損失（△） △338 △389  △861
２　減価償却費 1,738 1,295  3,163
３　減損損失 3,283 8  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 451 220  49
６　退職給付引当金の増加額(又は減少

額（△））
1,390 △40  1,515

７　役員退職慰労引当金の増加額 12 11  21
８　債務保証損失引当金の増加額(又は

減少額（△））
― △38  38

９　受取利息及び受取配当金 △26 △30  △36
10　支払利息 297 132  442
11　為替差益 △404 70  △343
12　投資有価証券売却益 ― △0  △183
13　有形・無形固定資産除売却損 53 29  438
14　有形・無形固定資産売却益 △6,173 △32  △6,187
15　特別割増退職金 ― 181  41
16　売上債権の減少額（又は増加額

（△））
△15 834  △149

17　たな卸資産の減少額（又は増加額
（△））

333 △180  142

18　仕入債務の減少額 △1,899 △1,173  △2,131
19　その他 538 △253  447

小計 △758 646 1,405 △107

20　利息及び配当金の受取額 21 35  31
21　利息の支払額 △416 △125  △607
22　特別割増退職金の支払額 ― △181  △41
23　法人税等の支払額 △6 △26  △37

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,160 349 1,509 △763

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 △18 △18  △37
２　定期預金の払戻による収入 17 18  35
３　有形・無形固定資産取得による支出 △2,520 △1,916  △5,122
４　有形・無形固定資産売却による収入 12,850 1,011  14,097
５　投資有価証券の取得支出 △0 △0  △0
６　投資有価証券の売却収入 ― 0  239
７　貸付けによる支出 ― △30  ―
８　貸付金の回収による収入 11 33  337
９　長期前払費用にかかる支出 △5 ―  △9
10　差入保証金にかかる支出 ― ―  △207
11　その他の投資にかかる支出 △76 △0  ―
12　その他の投資の回収による収入 29 1  ―
13　その他 ― 5  7

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,288 △895 11,184 9,339

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（△））

△2,638 1,525  △3,145

２　長期借入れによる収入 50 ―  1,220
３　長期借入金の返済による支出 △6,648 △172  △7,344
４　自己株式の売却による収入 73 ―  73
５　自己株式の取得による支出 △0 △0  △1
６　その他 ― 2  ―

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,164 1,354 10,519 △9,197

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 67 △122 190 △254

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
　　（又は減少額（△））

31 686 654 △875

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,887 733 △1,154 1,887

Ⅶ　新規連結による現金及び現金同等物増
加高

― ― ― 120

Ⅷ 連結除外による現金及び現金同等物減
少高

― ― ― △400

Ⅸ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

1,919 1,419 500 733
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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

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）連結の範囲に関する事項 (1）連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数 ７社 ①連結子会社の数 ７社 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］

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］

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は精算中であり、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非連結子会社名

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非連結子会社名

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非連結子会社名

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、

中間純損益及び利益剰余金（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

　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、

中間純損益及び利益剰余金（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

　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

(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、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)

　同左

(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等に関する事項

中間決算日が中間連結決算日と異なる場

合の内容等

　H.A.PARTS PRODUCTS OF INDIANA 

COMPANY、HASHIMOTO LIMITED及び

ALTIA AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.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当たって

は同日現在の中間財務諸表を使用し、

中間連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を

行っております。

(3）連結子会社の中間決算日等に関する事項

中間決算日が中間連結決算日と異なる場

合の内容等

　HASHIMOTO LIMITED及び

ALTIA AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.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当たって

は同日現在の中間財務諸表を使用し、

中間連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を

行っております。

(3）連結子会社の決算日等に関する事項

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）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

中間決算日の市場価格等に基づく

時価法

（評価差額は、全部資本直入法に

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

(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

(イ）有価証券

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、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(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

(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）

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

(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

(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

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

仕掛品・部分品・原材料

同左

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

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、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

建物及び構築物 

７～50年

機械装置及び運搬具 

４～12年

工具器具及び備品 

２～10年

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

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

有形固定資産

同左

無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左
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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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

③　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。

③　重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同左

③　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、当中間連

結会計期間負担額を計上しておりま

す。

(ロ）賞与引当金

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

計期間負担額を計上しております。

(ハ）退職給付引当金

従業員及び業務執行責任者の退職金

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、当中間連

結会計期間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。

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により費

用処理しております。

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、業務執行責任者部分について

は、業務執行責任者の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく中

間連結会計期間末要支給額を計上し

ております。 

(会計方針の変更）

連結子会社であるASHIMOTO LIMITED

は当中間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。この変更による

営業利益への影響は軽微であります。

また、会計基準時変更時差異を利益

剰余金から減額したことにより、利

益剰余金は584百万円減少しておりま

す。

(ハ）退職給付引当金

従業員及び業務執行責任者の退職金

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、当中間連

結会計期間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。

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により費

用処理しております。

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、業務執行責任者部分について

は、業務執行責任者の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく中

間連結会計期間末要支給額を計上し

ております。

(ハ）退職給付引当金

従業員及び業務執行責任者の退職金

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。

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により費

用処理しております。

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。な

お、英国の連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

余計算書に利益剰余金の増減額とし

て計上しております。

また、業務執行責任者部分について

は、業務執行責任者の退職慰労金の

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。

（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利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益に与

える影響は軽微であります。

なお、セグメント情報に与える影響

は当該箇所に記載しております。

(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、内規に基づく中間連結会計期間

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

(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。
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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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 　　　　―――――

 

 　　　　　―――――

 

(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、

被保証先の財務状態を勘案し、個別

に必要と認められる額を計上してお

ります。

④　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。

④　重要なリース取引の処理方法

同左

④　重要なリース取引の処理方法

同左

⑤　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。

⑤　重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

⑤　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

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

・ヘッジ対象

借入金

・ヘッジ対象

同左

・ヘッジ対象

同左

(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

(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

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

⑥　その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

⑥　その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理方法

　同左

⑥　その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理方法

　同左

(5）中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

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

期的な投資であります。

(5）中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

同左

(5）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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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

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。これにより税金等調整

前中間純損失は3,283百万円増加しております。

しかしながら該当資産は当中間連結会計期

間に売却しており、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。

――――― （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。

 

 

 

（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」（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10,196百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

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。

 

 

 

 

 

 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準）

 当中間連結会計期間より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号　平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第11号　平成18年

５月31日）を適用しております。

　これにより営業利益及び経常利益がそれぞ

れ２百万円減少し、税金等調整前中間純損失

は２百万円増加しております。
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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）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

58,043百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      57,371百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      56,222百万円

※２　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。

※２　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。

※２　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。

担保提供資産（百万円）

工場財団

土地 3,324

建物 633

機械及び装置 1,755

合計 5,713

債務金額（百万円）

短期借入金 296

長期借入金 2,738

一年以内に返済予定の長
期借入金

764

担保提供資産（百万円）

工場財団

土地 3,324

建物 676

機械及び装置 2,206

合計 6,208

債務金額（百万円）

長期借入金 2,285

一年以内に返済予定の長
期借入金

1,701

担保提供資産（百万円）

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（百万円）

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。

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。

担保提供資産（百万円）

土地 2,843

建物 1,566

合計 4,409

債務金額（百万円）

短期借入金 24

長期借入金 1,943

一年以内に返済予定の長
期借入金

731

担保提供資産（百万円）

土地 3,268

建物 1,456

合計 4,725

債務金額（百万円）

短期借入金 1,459

長期借入金 750

一年以内に返済予定の長
期借入金

776

担保提供資産（百万円）

土地 2,843

建物 1,506

合計 4,349

債務金額（百万円）

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771百万円は、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715百万円は、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。

３　偶発債務

保証債務

３　偶発債務

保証債務

３　偶発債務

保証債務

保証先 種類
金額

(百万円)

三井不動産㈱
債務保証に対す
る再保証

1,259

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

11

合計 1,306

保証先 種類
金額

(百万円)

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

9

合計 9

保証先 種類
金額

(百万円)

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
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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　固定資産売却益の内訳 ※１　固定資産売却益の内訳 ※１　固定資産売却益の内訳

土地 4,879百万円

建物及び構築物他 1,295百万円

合計 6,175百万円

土地      7百万円

借地権     24百万円

合計     32百万円

土地 4,879百万円

建物及び構築物他 1,307百万円

合計  6,187百万円

※２　固定資産除売却損の内訳

固定資産売却損

※２　固定資産除売却損の内訳

固定資産売却損

※２　固定資産除売却損の内訳

固定資産売却損

機械装置及び運搬具 1百万円 機械装置及び運搬具  2百万円

土地  3百万円

合計     5百万円

機械装置及び運搬具  3百万円

固定資産除却損 固定資産除却損 固定資産除却損

建物及び構築物 2百万円

機械装置及び運搬具 15百万円

工具器具及び備品 0百万円

無形固定資産

（ソフトウェア）
24百万円

その他 11百万円

合計 53百万円

機械装置及び運搬具   9百万円

工具器具及び備品  4百万円

その他   9百万円

合計   23百万円

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

※３　減損損失

当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。

※３　減損損失

当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。

※３　減損損失

当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについ

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

1,586

H.A.PAR
TS PROD
UCTS OF
INDIANA
COMPANY

土地
建物他

米国 1,696

用途 種類 場所
金額

(百万円)

 ALTIA 
AUTOMOT
IVE 
PRODUCT
S,INC.

器具備品 米国 8

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.PAR
TS PROD
UCTS 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ます。

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。

北米子会社ALTIA AUTOMOTIVE 

PRODUCTS,INC.につきましては、業績の

低迷が続いており収益による回収が困

難と判断されるため、有形固定資産の

帳簿価格を全額減損処理しました。

 

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ます。

※４　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。

※４　　　　　　―――――

 

※４　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 1,696百万円

その他撤退費用 995百万円

合計    2,691百万円

減損損失     1,693百万円

他撤退費用等    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
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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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※５　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。

※５　　　　　　―――――

 

 

※５　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。

（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年30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普 通 株 式 7,998,643 0 0 7,998,643

Ａ種優先株式 3,529,400 0 0 3,529,400

合計 11,528,043 0 0 11,528,043

自己株式

普 通 株 式（注） 3,576 295 0 3,871

合計 3,576 295 0 3,871

 　　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

 ２．配当に関する事項

 　　　　　該当する事由はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成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

現金及び預金勘定 2,007百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△87百万円

現金及び現金同等物 1,919百万円

現金及び預金勘定    1,508百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
   △89百万円

現金及び現金同等物    1,419百万円

現金及び預金勘定      821百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△88百万円

現金及び現金同等物      733百万円
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①　リース取引

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　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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

中間期末

残高相当

額

(百万円)

建物及び

構築物
19 15 3

機械装置

及び運搬具
164 121 43

工具器具

及び備品
1,017 414 602

無形固定

資産（ソフ

トウェア）

433 290 143

合計 1,635 842 793

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

中間期末

残高相当

額

(百万円)

建物及び構

築物
－ － －

機械装置及

び運搬具
162 122 39

工具器具

及び備品
1,992 854 1,137

無形固定資

産（ソフト

ウェア）

252 196 56

合計 2,407 1,173 1,234

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

期末残高

相当額

(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未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額等

　未経過リース料中間期末残高相当額

②未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 469百万円

１年超 352百万円

合計 822百万円

１年以内 820百万円

１年超 429百万円

合計 1,249百万円

１年以内 589百万円

１年超   287百万円

合計 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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

③支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料 209百万円

減価償却費相当額 193百万円

支払利息相当額 11百万円

支払リース料   387百万円

減価償却費相当額   368百万円

支払利息相当額 10百万円

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

同左

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

同左

・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

同左

・利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引 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 19百万円

１年超 50百万円

合計 70百万円

未経過リース料

１年以内 130百万円

１年超 154百万円

合計 284百万円

未経過リース料

１年以内   58百万円

１年超   123百万円

合計    182百万円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１　時価のある有価証券

区分 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）

その他有価証券

①　株式 269 733 464

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

計 269 733 464

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

①　非上場株式 366

②　割引金融債 19

計 386

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１　時価のある有価証券

区分 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）

その他有価証券

①　株式 214 390 176

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 214 390 176

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

①　非上場株式 140

②　割引金融債 19

計 160
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１　時価のある有価証券

区分 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）

その他有価証券

①　株式 213 489 275

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 213 489 275

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

①　非上場株式 166

②　割引金融債 19

計 185

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金利 金利キャップ 5 0 △5

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

　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。

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

　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　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）

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）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
24,360 10,242 10,772 123 45,498 ― 45,498

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― 132 132 (132) ―

計 24,360 10,242 10,772 255 45,630 (132) 45,498

営業費用 25,156 10,014 11,055 210 46,437 (84) 46,353

営業利益又は営業損失(△) △796 228 △283 44 △807 (48) △855

　（注）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、倉庫荷役、ビル管理業等

(3）営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は92百万円であり、これは持株会社

である連結財務諸表提出会社で発生したものであります。

(4）会計処理方法の変更

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。 

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）

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）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
18,988 8,642 10,545 197 38,375 ― 38,375

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 3 ― 237 241 (241) ―

計 18,988 8,646 10,545 435 38,616 (241) 38,375

営業費用 18,998 8,547 10,603 426 38,576 (231) 38,344

営業利益又は営業損失(△) △9 99 △58 9 40 (9) 30

　（注）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。
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(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、倉庫荷役、ビル管理業等

 

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）

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）

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

　（注）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、倉庫荷役、ビル管理業等

(3）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）

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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 38,505 4,382 2,609 45,498 ― 45,498

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
621 ― ― 621 (621) ―

計 39,127 4,382 2,609 46,119 (621) 45,498

営業費用 39,004 5,372 2,892 47,269 (916) 46,353

営業利益又は営業損失(△) 123 △990 △282 △1,149 294 △855

　（注）　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

(3）会計処理方法の変更

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。この変更による欧州の営業利益に与える影響は軽微であります。 

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）

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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 35,371 39 2,964 38,375 ― 38,375

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
285 ― ― 285 (285) ―

計 35,657 39 2,964 38,661 (285) 38,375

営業費用 35,387 102 3,158 38,647 (303) 38,344

営業利益又は営業損失(△) 269 △62 △193 13 17 30

　（注）　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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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）

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）

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

　（注）　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

(3）会計処理方法の変更

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。この変更による欧州の営業利益に与える影響は軽微であります。 

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）

北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,987 2,699 943 7,630

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 45,498

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
8.8 5.9 2.1 16.8

　（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
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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）

北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 223 3,026 540 3,791

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 38,375

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
0.6 7.9 1.4 9.8

　（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

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）

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
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（１株当たり情報）

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）

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 1,052.41円

１株当たり中間純利益 111.49円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
88.49円

１株当たり純資産額   898.28円

１株当たり中間純損失    41.37円

１株当たり純資産額   971.70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

り中間純利益
21.96円

１株当たり純資産額については、期

末純資産額から「中間連結会計期間末

優先株式数×850円」を控除した金額

を中間連結会計期間末発行済普通株式

数（「自己株式」を除く）で除して計

算しております。

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、潜在株式は

あるものの、1株当たり中間純損失で

あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額については、期末

純資産額から「中間連結会計期間末優

先株式数×850円」を控除した金額を

中間連結会計期間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株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の基礎

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株当たり中間（当期）純利益

又は中間純損失（△）金額

中間（当期）純利益

又は中間純損失（△）（百万円）
1,277 △476 317

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

係る中間（当期）純利益又は中間純損

失（百万円）

1,277 △476 317

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 7,930,019 7,994,918 7,960,204

Ａ種優先株式 3,529,400 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）
11,459,419 11,524,318 11,489,604

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額

中間純利益調整額（百万円） ― ― ―

普通株式増加数（株） 2,978,170 2,978,170 2,978,170

Ａ種優先株式について

は、期首転換価額を基

に計算しております。

Ａ種優先株式について

は、期首転換価額を基

に計算しております。

Ａ種優先株式について

は、期首転換価額を基

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株当たり中間（当期）純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権の数(個)

4,670

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。

新株予約権の数(個)

2,500

平成18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。

新株予約権の数(個)

4,670

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）

――――― ――――― 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減額処理するこ

ととしております。

―――――  連結子会社の中国における合弁会社

設立について

　連結子会社である株式会社アルティ

ア橋本は、本年10月、中国での技術

提携先である敏実集団有限公司の投

資会社Forecast Industries Limited

(以下F.I.Lという）との間において、

中国の浙江省嘉興市に自動車外装部

品の製造会社である嘉興敏橋汽車零

部件有限公司を合弁(出資比率各

50％）で設立しました。2008年３月

期には生産を開始する予定です。

　――――― 
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