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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年３月期 80,520 △8.3 1,476 868.6 1,583 510.4 891 180.6

18年３月期 87,801 △5.0 152 △55.5 259 － 317 △14.4

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 77 36 61 48 7.8 2.9 1.8

18年３月期 27 65 21 96 3.0 0.5 0.2

（参考）持分法投資損益 19年３月期 ― 百万円 18年３月期 ― 百万円

(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

19年３月期 53,094 11,964 22.5 1,120 33

18年３月期 54,877 10,768 19.6 971 70

（参考）自己資本 19年３月期 11,956 百万円 18年３月期 10,768 百万円

(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

19年３月期 4,770 △1,139 △3,752 728

18年３月期 △763 9,339 △9,197 733

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 ― ― ― ― 0 00 0 0.0 0.0

19年３月期 ― ― ― ― 0 00 0 0.0 0.0

20年３月期（予想） ― ― 3 00 3 00 － 5.8 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 37,000 △3.6 0 △100.0 △100 ― △300 ― △26 03

通期 79,000 △1.9 1,500 1.6 1,300 △17.9 600 △32.7 52 07
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有　

②　①以外の変更　　　　　　　　無　

（注）詳細は、22ページ「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」をご覧下さい。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 7,998,643株 18年３月期 7,998,643株

②　期末自己株式数 19年３月期 4,231株 18年３月期 3,576株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43ページ「１株当たり情報」をご覧

下さい。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年３月期 253 1.6 16 △68.6 7 △81.0 2 △90.8

18年３月期 249 △66.5 51 71.8 37 83.6 23 206.9

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 0 19 0 15

18年３月期 2 04 1 62

(2）個別財政状態

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

19年３月期 14,510 11,379 78.4 1,047 16

18年３月期 16,782 11,369 67.7 1,046 85

（参考）自己資本 19年３月期 11,371 百万円 18年３月期 11,369 百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

個別業績予想数値につきましては、投資情報としての重要性が大きくないと判断されるため記載を省略しております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の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４ページをご参照下さい。
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１．経営成績
１）経営成績に関する分析

（１）概況

　当期におけるわが国経済は、昨年に引き続き原油価格高騰による原材料価格上昇の影響はありましたが、企業

収益の改善を背景とした設備投資の拡大や個人消費の緩やかな増加などにより、景気は引き続き回復基調を持続

しました。

　当社グループの業績に影響を与える自動車生産台数と自動車販売台数について、国内四輪車生産台数は前年同

期比5.6％増の11,501千台と増加しましたが、国内登録車合計の新車販売台数は前年同期比8.3％減の3,587千台と

大幅に減少しました。

　このような事業環境のもと当社グループの第３期となった当連結会計年度の売上高は80,520百万円(前年同期比

8.3％減)、営業利益は1,476百万円(前年同期比868.6％増)、経常利益は1,583百万円(前年同期比510.4％増)、当

期純利益891百万円(前年同期比180.6％増)となり、売上高は減少したものの大幅増益を達成することが出来まし

た。この結果、１株当たり当期純利益は77円36銭となりましたが、当社が発行するＡ種優先株に係る潜在株式を

加えた潜在株式調整後１株当たり当期純利益は61円48銭となっております。

（２）売上高 

　当期の連結売上高は80,520百万円(前年同期比8.3％減)となりました。事業セグメント別の売上構成は自動車部

品事業49.5％(前年同期比2.3ポイント減)、自動車用品事業22.2％(前年同期比1.2ポイント減)、自動車関連機器

事業28.1％(前年同期比3.6ポイント増)、その他の事業0.2％(前年同期比0.1ポイント減)となっております。所在

地別セグメントでは、国内が92.5％(前年同期比4.0ポイント減)、北米0.1％(前年同期比5.5ポイント減)、欧州

7.4％(前年同期比1.5ポイント増)となっております。

（３）利益

　 当期の連結利益は営業利益1,476百万円(前年同期比868.6％増)、経常利益1,583百万円(前年同期比510.4％増)、

当期純利益891百万円(前年同期比180.6％増)となりました。

　 営業利益は大幅に改善することが出来ました。不採算事業であった北米子会社H.A. PARTS PRODUCTS OF INDIANA 

COMPANY（以下ハピコという）の撤退、２期目を迎えた同期生産（※１）活動「ＨＰＳ活動（※２）」による国内

工場の生産性向上、国内外グループ会社の収益改善等の効果が寄与しております。営業外損益では主な営業外費用

として支払利息251百万円を計上しましたが、借入の返済を主因に計上額は前年同期比190百万円減となりました。

また特別損益では、特別利益として固定資産売却益382百万円を含む853百万円を、特別損失としては（株）アル

ティア橋本等において実施した希望退職に伴う特別割増退職金316百万円、固定資産除却損343百万円を含む1,151

百万円をそれぞれ計上しました。

　 ※1　同期生産活動

        　同期生産とは受注から納品までの活動において、物・情報・人の停滞・ロスを削減し、お客様の要望に

　　　　　タイムリー応えることを可能とする生産方式です。

　 ※2　ＨＰＳ（Hashimoto Production System）活動

　　　　　ＨＰＳ活動とは当社で取り組んでいる同期生産活動です。

（４）事業セグメント別の概況 

（自動車部品事業）

　自動車部品事業セグメントは、売上高39,853百万円（前年同期比12.3％減）、営業利益1,085百万円（前年同期

は607百万円の営業損失）となり、営業利益の対前年同期比増加額は1,692百万円と大幅な収益改善となりました。

　売上高は、北米不採算部品事業からの撤退、国内自動車販売の低迷等の影響があり減少しました。

　営業利益は、①国内におけるＨＰＳ活動および2006年４月稼動の館林工場メッキ設備等による合理化推進、②

海外部品事業での大幅体質改善（ハピコ撤退による赤字解消、英国HASHIMOTO LIMITEDの本社技術支援、合理化活

動等による赤字幅縮小）により、当社設立以来初の黒字化を達成することが出来ました。　

（自動車用品事業）

　自動車用品事業セグメントは、売上高17,857百万円（前年同期比12.9％減）、営業利益385百万円（前年同期比

52.9％減）となりました。

　国内自動車販売台数の低迷に加え、軽自動車販売比率の増加による車両一台当たりの売上高は減少傾向にある

中、自動車メーカー向け純正用品並びにラジエターグリルを中心としたカスタマイズ商品（一部車種を除き）に

ついても、売上高は減少しました。

　さらに、自動車メーカー向け純正用品の競争入札が進み、購入価格低減要請も厳しさを増したことから売上高

減少に加え、利益率が圧迫される形となりました。
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 このため、自動車用品事業の収益体質強化を展望し、業務の効率化推進、営業費用の削減に積極的に取り組むと

ともに、2007年３月期上期末には、希望退職優遇制度を実施いたしました。　

　一方では、北米向け車種のフロアカーペットを初めて受注する等、将来の巻き返しを期待できる成果を上げる

ことが出来ました。

（自動車関連機器事業）

　自動車関連機器事業セグメントは、売上高22,665百万円（前年同期比5.2％増）、営業損失１百万円（前年同

期は104百万円の営業損失）となりました。

　売上高は官公庁関係、石油業界関係等への新規顧客獲得や風水力市場向けエンジンユニットの業績が好調であ

り順調に増加させることが出来ました。

　営業利益については、原価低減活動等での利益率改善や国内子会社オリオンテクノ（株）の収益改善により、

営業損失を縮小し、黒字化を視野に入れることが出来ました。

（５）次期の見通し

　今後の経済の見通しにつきましては、世界経済・日本経済ともに景気は当面底堅く推移するものと予想されま

すが、原油価格高騰等による原材料価格の高騰や米国経済の景気減速懸念等、不安定な要素も抱えております。

　自動車業界の見通しにつきましては、国内自動車販売の低迷・低価格車の需要増に伴う販売価格下落等あり、

当社グループの次期売上高は減少する見込みとなります。

現時点での次期連結業績見通しについては次のとおりとなります。 

売上高

（百万円）

営業利益

（百万円）

経常利益

（百万円）

当期純利益

（百万円）

 2008年３月期予想 79,000 1,500 1,300 600

 2007年３月期実績 80,520 1,476 1,583 891

 対前年伸び率（％） △1.9 1.6 △17.9 △32.7

２）財政状態に関する分析

（１）資産、負債、純資産の状況

　当連結会計年度末における総資産は53,094百万円となり前連結会計年度末と比較して1,782百万円減少しました。

流動資産が、受取手形および売掛金が782百万円減少したこと等により、1,238百万円減少、固定資産も535百万円

減少しました。

　当連結会計年度末における負債は41,130百万円となり前連結会計年度末と比較して2,978百万円の減少となりま

した。流動負債が、短期借入金の減少3,314百万円等により、2,376百万円減少、また、固定負債も、長期借入金

の減少214百万円等により、601百万円減少しました。

　当連結会計年度末における純資産は11,964百万円となり前連結会計年度末と比較して1,195百万円増加しました。

主として期中の利益剰余金増加によるものです。

（２）キャッシュフローの状況

　当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物(以下「資金」という)は4百万円減少しました。営

業活動において4,770百万円の資金を獲得しましたが、投資活動において1,139百万円、財務活動において3,752百

万円使用したことによるものです。

（営業活動におけるキャッシュフロー）

　営業活動におけるキャッシュフローは、税金等調整前当期純利益1,285百万円、減価償却費2,627百万円、売

上債権の減少888百万円等により4,770百万円の資金の獲得となりました。

（投資活動におけるキャッシュフロー）

　投資活動におけるキャッシュフローは有形・無形固定資産の売却による収入1,831百万円、貸付金の回収によ

る収入847百万円等がありましたが、有形・無形固定資産取得による支出3,743百万円等があり、結果として

1,139百万円の資金の使用となりました。

（財務活動におけるキャッシュフロー）

　財務活動におけるキャッシュフローは、長期借入による収入1,030百万円等がありましたが、短期借入金の純

減少額1,997百万円、長期借入金の返済よる支出2,784百万円等があり、結果として3,752百万円の資金の使用と

なりました。
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当グループのキャッシュフローの指標のトレンドは以下のとおりです。

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

 自己資本比率（％） 16.6 19.6 22.5

 時価ベースの自己資本比率（％） 8.8 11.7 10.3

 債務償還年数（年） 8.2 － 2.1

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.8 △1.3 18.9

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

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

１. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数( 自己株式、優先株式控除後）により算出しており　

ます。

３．キャッシュフローは営業キャッシュフローを利用しております。

４.平成18年３月期は営業キャッシュフローがマイナスのため債務償還年数は記載しておりません。

３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

　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一つと認識しています。そのためにも収益力の向

上と財務体質の強化に引き続き注力し、株主の皆様のご期待に沿うよう努力していく所存です。

　内部留保資金につきましては、将来の事業展開に向けての投資および出資による収益基盤の強化並びに中長期的

成長に向けた財務体質の強化に充てていきます。

　なお、当期につきましては事業基盤の充実をもう一段促進する為に配当につきましては見送らせていただきます。

次期につきましては事業環境に大きな改善は見込めないものの、最重要課題である株主の皆様への利益還元を達成

すべく一株当たり３円の配当を実施する予定です。

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およ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、およ

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。

（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、およ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自動車（株）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、日産自動車（株）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。 

－ 5 －

（株）ファルテック （7215） 平成19年３月期決算短信



２．企業集団の状況
 ファルテックグループは、当社と子会社10社で構成されており、自動車部品事業、自動車用品事業、自動車関連機器事

業を主な事業としています。当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係わる位置付けは以下のとお

りです。

 

事業セグメント 商品・サービス 事業内容および関係会社との位置付け

自動車部品事業 自動車外装部品 　樹脂成形や金属加工によりフロントグリル、プロテクターモール、ドアサッ

シュなど自動車外装部品等の開発・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10月に（株）アルティア橋本は中国での技術提携先である敏實集團

有限公司（香港証券取引所上場）の投資子会社Forecast Industries Limited

との出資にて中国浙江省嘉興市での自動車外装部品生産会社「嘉興敏橋汽車零

部件有限公司」を設立し、現在2008年３月期中の生産開始に向けて準備を進め

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

正およびオリジナルブランド）の開発・製造（一部）・販売をしています。国

内の販売は(株)アルティア橋本が行っており、製造はフロアカーペットの一部

をインドネシアの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.がテキスタイル

商品を中心に米国の日系自動車メーカーへ供給しています。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、人材派遣等)

　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、その他にも人材派遣業、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 

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 

（  ）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 

サービス業務 

（荷役、ビル管理、人材

派遣等） 

サービス業務 

（倉庫荷役等） 

カーペット 

製品 

シートカバー 
製品 

◎(

株)

ア
ル
テ
ィ
ア
橋
本(

事
業
会
社)

 
(100%) 

得
意
先(

国
内
・
海
外)  

（
株
）
フ
ァ
ル
テ
ッ
ク
（
持
株
会
社
） 

 

◎ ALTIA AUTOMOTIVE 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）テクノサッシュ（100％） 

※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 

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 

自動車用品 

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

自動車用品事業 ・ 自動車関連機器事業 

自動車部品事業 

◎ ニッソーサービス（株）（100％） 

 
 注１　従来、連結子会社であった（株）テクノモールは、2007年３月22日に（株）アルティア橋本に吸収合併されました。

 注２　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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３．経営方針
１）会社の経営の基本方針

　（株）ファルテックおよびファルテックグループは、2004年４月１日、自動車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および経営の効率化を目的として2005年２

月１日に合併し、（株）アルティア橋本になっております。

　当社グループは、「自動車部品・用品、関連機器の総合プロバイダー」として自動車の設計・開発・製造段階か

ら販売、更には整備・廃棄に至るまでの「クルマの一生」に携わりながら事業を展開しています。

　また当社グループは、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）中長期的な会社の経営戦略

　新中期経営計画「ファルテック　チャレンジ８３０」では、（１）業容拡大への基盤作り、（２）収益力の強化、

（３）リスク管理の強化を中期経営方針として、2010年代の飛躍に向けた堅固な成長基盤を構築してまいります。

また中期経営計画最終年度（2010年３月期）には（１）連結売上高830億円、（２）連結営業利益30億円、（３）連

結経常利益28億円、（４）連結当期純利益15億円を目指します。

３）目標とする経営指標

　新中期経営計画「ファルテック　チャレンジ８３０」の中において、2010年３月期の達成課題として以下の経営

指標を掲げております。

（１） 営業利益率 3.6 ％ 

（２） ＲＯＥ 10 ％以上 

（３） 自己資本比率 25 ％以上  

（４） Ｄ／Ｅ比率 0.8 　以下  

４）会社の対処すべき課題

　当社グループは新中期経営計画「ファルテック　チャレンジ８３０」達成に向けて、以下の課題に取り組んでお

ります。

 （１）グローバルビジネスの拡大

　自動車国内販売の低迷、日系自動車メーカーの世界展開、中国・アセアン諸国等での自動車需要増加に対応、

グローバルビジネスの拡大を当社永続的成長の必須条件と認識し、この課題に取り組んでいきます。

既存海外拠点の売上拡大を図ると共に中国・アセアン・インド・米国等の地域を中心に当社グローバル供給体制

実現に向けた諸施策を検討していきます。

 （２）取引顧客の拡充

　今後の揺るぎ無い成長基盤を構築する為に、本中期経営計画では、取引顧客の拡充を最重点施策の一つとして

位置付け、①コア技術を活用した商品開発、②部品・用品事業のシナジー強化（デザイン・商品企画力、生産技

術力、コスト競争力等）、更には③九州カーアイランド構想の好機を活用する等により、取引顧客の拡充を図り

ます。

 （３）商品および技術開発力の強化

　「ＯＮＬＹ-１商品・技術の創造」を目指し、2007年度４月に、連結子会社である（株）アルティア橋本に自動

車部品事業・自動車用品事業共通の新商品・技術開発部署を設置しました。同部署は①現行コア技術の改善開発、

②製品の先行開発（デザイン、設計、試作、実験）、③新コア生産技術開発等メーカーの生命線である「商品・

技術開発力」を事業横断的に増強します。

 （４）コスト競争力の強化と効率性の向上

　自動車メーカーの原価低減要請やグローバル最適調達動向に対応するため、コスト競争力を更に強化していき

ます。具体的な施策として、①製造原価低減、②商品の選択と集中、③購入品原価低減、④内製技術の活用、⑤

原価企画の強化に取り組んでいきます。
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 （５）内部統制の整備

　2006年6月施行の金融商品取引法により2009年３月期から義務付けられた「財務報告に係る内部統制の評価業

務」に対応する為、その体制整備に着手しております。全社業務の可視化により、業務の標準化・効率化・コス

ト削減を実現、可視化過程にて確認された業務のリスクに係る予防策を明確化し、マニュアル化を推進すること

により、業務プロセスに係る内部統制を確立し、財務報告の網羅性・適切性を確保して参ります。

（６）リスク管理委員会の機能強化

　当社は業務等から生じるリスクのコントロールが、健全なる企業経営の為の重要課題の一つと認識しておりま

す。その為、リスク管理委員会を軸として、事業戦略リスク、事業運営リスク、環境リスク、災害リスク等の各

種リスク管理に注力すると共に、リスク認識・コンプライアンスの全社的マインド醸成を図っております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   821   800   

２　受取手形及び売掛金   18,209   17,427   

３　たな卸資産   4,862   4,823   

４　繰延税金資産   671   715   

５　その他   1,907   1,277   

貸倒引当金   △192   △2   

流動資産合計   26,280 47.9  25,042 47.2 △1,238

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産
※２
※４

       

(1) 建物及び構築物   5,232   5,551   

(2) 機械装置及び運搬具   5,922   6,018   

(3) 工具器具及び備品   3,582   3,571   

(4) 土地 ※３  8,765   8,585   

(5) 建設仮勘定   765   42   

有形固定資産合計   24,268 44.2  23,768 44.8 △499

２　無形固定資産   759 1.4  758 1.4 △0

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※１  950   895   

(2) 長期貸付金   22   36   

(3) 繰延税金資産   2,232   2,310   

(4) その他   1,442   1,374   

貸倒引当金   △1,105   △1,110   

投資その他の資産合計   3,541 6.5  3,506 6.6 △34

固定資産合計   28,569 52.1  28,033 52.8 △535

Ⅲ　繰延資産   28 0.0  18 0.0 △9

資産合計   54,877 100.0  53,094 100.0 △1,782
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   16,723   16,734   

２　短期借入金 ※４  9,753   6,439   

３　未払法人税等   88   478   

４　賞与引当金   567   872   

５　その他   3,616   3,846   

流動負債合計   30,748 56.0  28,371 53.5 △2,376

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※４  3,913   3,698   

２　退職給付引当金   7,703   7,404   

３　役員退職慰労引当金   71   96   

４　債務保証損失引当金   38   ―   

５　再評価に係る
繰延税金負債

※３  1,367   1,362   

６　その他   267   196   

固定負債合計   13,360 24.4  12,758 24.0 △601

負債合計   44,108 80.4  41,130 77.5 △2,978

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※６  4,000 7.3  －  △4,000

Ⅱ　資本剰余金   2,402 4.3  －  △2,402

Ⅲ　利益剰余金   2,574 4.7  －  △2,574

Ⅳ　土地再評価差額金 ※３  1,643 3.0  －  △1,643

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  177 0.3  －  △177

Ⅵ　為替換算調整勘定   △26 △0.0  －  26

Ⅶ　自己株式 ※７  △3 △0.0  －  3

資本合計   10,768 19.6  －  △10,768

負債及び資本合計   54,877 100.0  －  △54,877
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  4,000 7.5 4,000

２　資本剰余金   － －  2,402 4.5 2,402

３　利益剰余金   － －  3,793 7.2 3,793

４　自己株式   － －  △4 △0.0 △4

株主資本合計   － －  10,192 19.2 10,192

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  101 0.2 101

２　繰延ヘッジ損益   － －  △12 △0.0 △12

３　土地再評価差額金 ※３  － －  1,636 3.1 1,636

４　為替換算調整勘定   － －  39 0.0 39

評価・換算差額等合計   － －  1,764 3.3 1,764

Ⅲ　新株予約権   － －  7 0.0 7

純資産合計   － －  11,964 22.5 11,964

負債純資産合計   － －  53,094 100.0 53,094
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   87,801 100.0  80,520 100.0 △7,281

Ⅱ　売上原価
※１
※２

 75,978 86.5  68,028 84.5 △7,950

売上総利益   11,822 13.5  12,491 15.5 668

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２        

１　荷造運搬費  1,564   1,680    

２　給料手当  4,404   4,361    

３　賞与引当金繰入額  267   314    

４　退職給付費用  423   215    

５　役員退職慰労引当金
　　繰入額

 53   29    

６　その他  4,957 11,670 13.3 4,413 11,015 13.7 △654

営業利益   152 0.2  1,476 1.8 1,323

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  25   35    

２　技術供与収入  120   156    

３　為替差益  386   88    

４　雑収入  94 627 0.7 114 394 0.5 △233

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  442   251    

２　雑損失  77 520 0.6 35 287 0.3 △233

経常利益   259 0.3  1,583 2.0 1,323

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ 6,187   382    

２　貸倒引当金戻入益  ―   423    

３　その他  261 6,448 7.4 48 853 1.0 △5,594

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※４ 3   17    

２　固定資産除却損 ※５ 434   343    

３　減損損失 ※６ 1,515   8    

４　子会社整理損 ※７ 3,623   ―    

５　退職給付制度移行損失 ※８ 1,147   ―    

６　貸倒引当金繰入額  189   238    

７　債務保証損失引当金繰
入額

 38   ―    

８　特別割増退職金  41   316    

９　生産拠点再編費用  ―   160    

　 10　その他  576 7,570 8.6 67 1,151 1.4 △6,418

税金等調整前当期純利
益（又は損失）

  △861 △0.9  1,285 1.6 2,147

法人税、住民税及び
事業税

 62   464    

法人税等調整額  △1,242 △1,179 △1.3 △71 393 0.5 1,573

当期純利益   317 0.4  891 1.1 573
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
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）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,378

Ⅱ　資本剰余金増加高    

  １　自己株式処分差益  24 24

Ⅲ　資本剰余金期末残高   2,402

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,446

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　当期純利益  317  

２　新規連結による増加高  86  

３　土地再評価差額金取崩に
よる増加高

 730 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

 1,005 1,005

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,574
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

連結会計年度中の変動額

当期純利益   891  891

英国子会社の退職給付債務処理
額

  320  320

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連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

  1,219 △0 1,218

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,000 2,402 3,793 △4 10,192

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

連結会計年度中の変動額

当期純利益       891

英国子会社の退職給付債務処理額       320

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連結会計年
度中の変動額（純額）

△76 △12 △7 65 △31 7 △23

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△76 △12 △7 65 △31 7 1,195

平成19年３月31日　残高
（百万円）

101 △12 1,636 39 1,764 7 11,964
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１　税金等調整前当期純利益（又は税金

等調整前当期純損失（△））
 △861 1,285  

２　減価償却費  3,163 2,627  

３　減損損失  3,285 8  

４　大崎新都心ビル解散損失  200 －  

５　賞与引当金の増加額  49 320  

６　退職給付引当金の増加額（又は減少

額（△））
 1,515 △112  

７　役員退職慰労引当金の増加額  21 29  

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  △36 △47  

10　支払利息  442 251  

11　為替差益  △343 △79  

12　投資有価証券売却益  △183 △0  

13　有形・無形固定資産除売却損  438 360  

14　有形・無形固定資産売却益  △6,187 △382  

15　特別割増退職金  41 316  

16　売上債権の減少額（又は増加額

（△））
 △149 888  

17　たな卸資産減少額  142 78  

18　仕入債務の減少額  △2,131 △27  

19　その他  447 △113  

小計  △107 5,365 5,473

20　利息及び配当金の受取額  31 62  

21　利息の支払額  △607 △252  

22　特別割増退職金の支払額  △41 △316  

23　法人税等の支払額  △37 △89  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △763 4,770 5,533

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  △37 △19  

２　定期預金の払戻による収入  35 35  

３　有形・無形固定資産取得による支出  △5,122 △3,743  

４　有形・無形固定資産売却による収入  14,097 1,831  

５　投資有価証券の取得による支出  △0 △97  

６　投資有価証券の売却による収入  239 20  

７　貸付けによる支出  ― △30  

８　貸付金の回収による収入  337 847  

９　長期前払費用にかかる支出  △9 △1  

10　長期前払費用の売却収入  － 3  

11　差入保証金にかかる支出  △207 －  

12　その他  7 13  

投資活動によるキャッシュ・フロー  9,339 △1,139 △10,479
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　短期借入金の純減少額  △3,145 △1,997  

２　長期借入れによる収入  1,220 1,030  

３　長期借入金の返済による支出  △7,344 △2,784  

４　自己株式の売却による収入  73 －  

５　自己株式の取得による支出  △1 △0  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △9,197 △3,752 5,444

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △254 117 372

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △875 △4 871

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,887 733 △1,154

Ⅶ　新規連結による現金及び現金同等物増

加高
 120 － △120

Ⅷ　連結除外による現金及び現金同等物減

少高
 △400 － 400

Ⅸ　現金及び現金同等物の期末残高  ※ 733 728 △4
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数 ７社

連結子会社の名称

株式会社アルティア橋本

株式会社テクノサッシュ

株式会社テクノモール

オリオンテクノ株式会社

ニッソーサービス株式会社

HASHIMOTO LIMITED[英国]

ALTIA AUTOMOTIVE PRODUCTS,INC.[米国]

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数 ６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

オリオンテクノ株式会社

ニッソーサービス株式会社

HASHIMOTO LIMITED[英国]

ALTIA AUTOMOTIVE PRODUCTS,INC.[米国]

　前連結会計年度において連結子会社でありまし

たH.A.PARTS PRODUCTS OF INDIANA COMPANYは清

算中であり、重要性がなくなったため、連結の範

囲から除いております。ただし、損益計算書項目

については連結しております。

　また、前連結会計年度において非連結子会社で

あったニッソーサービス株式会社は、重要性が増

したことにより当連結会計年度より連結の範囲に

含めております。

　株式会社テクノモールについては、平成19年３

月22日付で株式会社アルティア橋本と合併したた

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。

②非連結子会社の名称

FAS CEBU CORPORATION[比国]

P.T. ALTIA CLASSIC AUTOMOTIVE

MANUFACTURING[インドネシア共和国]

 佛山阿迪雅汽車用品有限公司[中国]

②非連結子会社の名称

FAS CEBU CORPORATION[比国]

P.T. ALTIA CLASSIC AUTOMOTIVE

MANUFACTURING[インドネシア共和国]

 佛山阿迪雅汽車用品有限公司[中国]

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社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。

（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(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

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及び関連会社の名称

 　　　（非連結子会社）

FAS CEBU CORPORATION

P.T. ALTIA CLASSIC AUTOMOTIVE

MANUFACTURING

佛山阿迪雅汽車用品有限公司

 　　　（関連会社）

 　　　　嘉興敏橋汽車零部件有限公司［中国]

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため持分法の適用から除

外しております。

（持分法を適用しない理由）

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算期は、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。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　同左

(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）

(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

時価のないもの

移動平均法による原価法

(ロ）デリバティブ

時価法

(ロ）デリバティブ

同左

(ハ）たな卸資産

商品

主として移動平均法による原価法

(ハ）たな卸資産

商品

同左

製品

主として移動平均法による低価法

製品

同左

仕掛品・部分品・原材料

主として移動平均法による原価法

仕掛品・部分品・原材料

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

（イ）有形固定資産

　主として定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備は除く）については、定額法によってお

ります。

　なお、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

（イ）有形固定資産

 同左

（ロ）無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

（ロ）無形固定資産

同左

③　重要な繰延資産の処理方法

創立費

　商法施行規則の規定する期間(５年間)で均等償

却しております。

③　重要な繰延資産の処理方法

創立費

毎期均等額（５年）で償却しております。
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

④　重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。

④　重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支

給見込額のうち、当連結会計年度負担額を計上

しております。

(ロ）賞与引当金

同左

(ハ）退職給付引当金

　従業員及び執行役員の退職金の支給に備える

ため設定しております。従業員部分については、

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

　会計基準変更時差異（3,534百万円）について

は、主として15年による按分額を費用処理して

おります。

　過去勤務債務については、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）

による按分額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(13年)による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。なお、英国の連結子

会社については当連結会計年度における発生額

を連結剰余金計算書に利益剰余金の増減額とし

て計上しております。

　また、執行役員部分については、執行役員の

退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく

連結会計年度末要支給額を計上しております。

（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。

(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。

　過去勤務債務については、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）

による按分額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(13年)による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。なお、英国の連結子

会社については当連結会計年度における発生額

を連結株主資本等変動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。

（ニ）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく連結会計年度末要支給額を計上してお

ります。

（ニ）役員退職慰労引当金

同左

（ホ）債務保証損失引当金

　債務保証等に係る損失に備えるため、被保証

先の財政状態を勘案し、個別に必要と認められ

る額を計上しております。

（ホ）　　　　　　―――――
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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　重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

⑥　重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

金利スワップ及び金利キャップ

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

金利スワップ

・ヘッジ対象

借入金

・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

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件

が同一であり、継続して金利の変動による影響

を相殺又は一定の範囲に限定する効果が明らか

に見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省

略しております。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

⑦　その他連結財務諸表作成のための重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

 　 （ロ）　　　　―――――

⑦　その他連結財務諸表作成のための重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

同左

 　 （ロ）海外連結子会社が採用している会計処理基準

 英国連結子会社の財務諸表は英国の会計基準に基

づき、退職給付債務の数理計算上の差異を発生年度

に認識しております。

(5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。

(5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

(6) 連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定は、発生内容の分析に基づき、20年以

内の合理的期間により償却することとしております。

（6）　　　　　　　　　―――――

 

（7）　　　　　　　　―――――

 

(7) のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、５年間の定額法により償

却を行っております。

(8) 利益処分項目等の取扱いに関する事項

　連結会社の利益処分は、連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。

（8）　　　　　　　　―――――

 

(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。

(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

－ 21 －

（株）ファルテック （7215） 平成19年３月期決算短信



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）  

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税金等調整前当期純損失は3,209百万円

増加しております。

 しかしながら該当資産は当連結会計年度に除売却して

おり、減損処理をしなかった場合は同額の除売却損を計

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等）　

 当連結会計年度より、「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11,969百

万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の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等）

 当連結会計年度より、「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、経常利益及び税金等調整前当期

純利益はそれぞれ７百万円減少しております。

 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。
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表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（連結損益計算書）

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取配当

金」（当連結会計年度は10百万円）は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、営業外収益の「雑収入」に

含めて表示することにしました。 

―――――

追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　　　　　　　　――――― 　中間連結会計期間において、後発事象として記載いた

しました、平成18年11月13日に締結した連結子会社株式

会社テクノモール所有不動産の売買契約ですが、売買の

最終合意に至らず物件の売却を中止しました。なお、株

式会社テクノモールは、平成19年３月22日付で連結子会

社株式会社アルティア橋本に吸収合併されています。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

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

りであります。

投資有価証券（株式） 300百万円 投資有価証券（株式）    397百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

56,222百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

      56,068百万円

※３　国内連結子会社である株式会社アルティア橋本は、

橋本フォーミング工業株式会社を平成17年２月１日

に吸収合併しており、「土地の再評価に関する法

律」(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づいて

再評価された事業用土地を引き継ぎ、土地再評価差

額金から再評価に係る繰延税金負債を控除した金額

を土地再評価差額金として資本の部に計上しており、

合併会社がこれを引き継いでおります。

※３　国内連結子会社である株式会社アルティア橋本は、

橋本フォーミング工業株式会社を平成17年２月１日

に吸収合併しており、「土地の再評価に関する法

律」(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づいて

再評価された事業用土地を引き継ぎ、土地再評価差

額金から再評価に係る繰延税金負債を控除した金額

を土地再評価差額金として純資産の部に計上してお

り、合併会社がこれを引き継いでおります。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額
△1,730百万円

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額
   △1,838百万円

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第４項に定める地価

税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎とな

る土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて

公表した方法により算定した価額に合理的な調整を

行って算定する方法。

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第４項に定める地価

税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎とな

る土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて

公表した方法により算定した価額に合理的な調整を

行って算定する方法。

※４　担保資産及び担保付債務

下記の資産を、下記債務金額の担保に供しておりま

す。

※４　担保資産及び担保付債務

下記の資産を、下記債務金額の担保に供しておりま

す。

 (単位：百万円)

担保

提供

資産

工場

財団

土地 3,324

建物 607

機械及び装置 1,723

合計 5,654

債務

金額

長期借入金 2,471

一年以内に返済予定の長期借

入金
1,405

 (単位：百万円)

担保

提供

資産

工場

財団

土地 3,324

建物 692

機械及び装置 2,071

合計 6,088

債務

金額

長期借入金 2,099

一年以内に返済予定の長期借

入金
620

なお、このほか下記資産を下記債務金額の担保に供

しております。

なお、このほか下記資産を下記債務金額の担保に供

しております。

 (単位：百万円)

担保

提供

資産

土地 2,843

建物 1,506

合計 4,349

債務

金額

短期借入金 934

長期借入金 1,201

一年以内に返済予定の

長期借入金
705

 (単位：百万円)

担保

提供

資産

土地 2,255

建物 1,251

合計 3,506

 債務

金額

長期借入金 237

一年以内に返済予定の

長期借入金
188

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。

上記の土地のうち1,060百万円、建物のうち694百万

円は、財団抵当の共同担保に供しております。
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

５　偶発債務

保証債務

５　偶発債務

保証債務

 (単位：百万円)

保証先 種類 金額

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

 (単位：百万円)

保証先 種類 金額

従業員

自動車ローン及

び社員貸付金規

定による銀行借

入保証

7

合計 7

※６　発行済株式総数 普通株式 7,998千株

 Ａ種優先株式 3,529千株

 ※６　　　　　　―――――

※７　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

 ※７　　　　　　―――――

普通株式 3千株
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　売上原価に算入した低価法による評価減の金額

210百万円

※１　売上原価に算入した低価法による評価減の金額

   100百万円

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

2,211百万円

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

     2,133百万円

※３　固定資産売却益の内訳 ※３　固定資産売却益の内訳

土地 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

土地      356百万円

建物及び構築物他      26百万円

合計      382百万円

※４　固定資産売却損の内訳 ※４　固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 3百万円

合計 3百万円

機械装置及び運搬具  14百万円

土地  3百万円

合計  17百万円

※５　固定資産除却損の内訳 ※５　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 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

建物及び構築物   26百万円

機械装置及び運搬具    195百万円

工具器具及び備品    110百万円

その他   11百万円

合計    343百万円

※６　減損損失 ※６　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所
金額

（百万円）

旧本社
土地

建物

横浜市

戸塚区
1,515

H.A.PARTS PRODUCTS

 OF INDIANA COMPANY

土地

建物他
米国 1,693

用途 種類 場所
金額

（百万円）

 ALTIA AUTOMOTIVE 
PRODUCTS,INC.

器具備

品
米国 8

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。

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額を全額減損

処理しました。

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

ついても、生産停止を決めましたので、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、その減少額を「子会社整理損」と

して特別損失に計上しております。

回収可能価額は、ともにその正味売却可能価額により

測定しており、売却契約価額により評価しております。 
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※７　子会社整理損  ※７　　　　　　　　―――――

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

生産停止に伴う損失を計上しております。

 

減損損失 1,693百万円

撤退費用等 1,070百万円

為替換算調整勘定他 859百万円

合計 3,623百万円

 

 

※８　退職給付制度移行損失  ※８　　　　　　　　―――――

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。 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 7,998,643 ― ― 7,998,643

 Ａ種優先株式 3,529,400 ― ― 3,529,400

合計 11,528,043 ― ― 11,528,043

自己株式

普通株式 3,576 655 ― 4,231

合計 3,576 655 ― 4,231

 　　　（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．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストックオプションとしての

新株予約権
普通株式 467 250 467 250 7

 （注）ストックオプションとしての新株予約権の増加は平成18年ストックオプションの付与、減少は平成17年ストックオ

プションの失効によるものです。

 

３．配当に関する事項

該当する事項はありません。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 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 

現金及び預金勘定 800 百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △71 百万円

現金及び現金同等物 728 百万円 
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、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

減価償却累

計額相当額

期末残高

相当額

 百万円 百万円 百万円

建物及び

構築物
19 17 1

機械装置

及び運搬具
164 132 32

工具器具

及び備品
1,369 638 730

無形固定資

産(ソフト

ウェア)

326 237 89

合計 1,880 1,025 854

 
取得価額

相当額

減価償却累

計額相当額

期末残高

相当額

 百万円 百万円 百万円

機械装置

及び運搬具
63 31 32

工具器具

及び備品
1,944 1,099 845

無形固定資

産(ソフト

ウェア)

150 113 36

合計 2,158 1,244 914

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

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 589百万円

１年超 287百万円

計 877百万円

１年以内    679百万円

１年超    246百万円

計    926百万円

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 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

支払リース料    876百万円

減価償却費相当額    842百万円

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

・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

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 58百万円

１年超 123百万円

計 182百万円

１年以内   99百万円

１年超    124百万円

計    223百万円

（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）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

前連結会計年度

１　売買目的有価証券(平成18年３月31日現在)

該当事項はありません。

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年３月31日現在)

該当事項はありません。

３　その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日現在)

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

(連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの)
   

(1) 株式 213 489 275

(2) 債券 ― ― ―

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 213 489 275

(連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの)
   

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券 ― ― ―

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 213 489 275

４　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　　至　平成18年３月31日）

売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

239 183 ―

５　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日現在)

(1) 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

(2) その他有価証券

非上場株式 166百万円 

割引金融債 19百万円 

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

（平成18年３月31日現在）

割引金融債　　一年超五年以内 19百万円 
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当連結会計年度

１　売買目的有価証券(平成19年３月31日現在)

該当事項はありません。

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成19年３月31日現在)

該当事項はありません。

３　その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日現在)

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

(連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの)
   

(1) 株式 214 357 142

(2) 債券 － － －

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 214 357 142

(連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの)
－ － －

(1) 株式 － － －

(2) 債券 － － －

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 － － －

合計 214 357 142

４　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日）

売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

20 0 －

５　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年３月31日現在)

(1) 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

(2) その他有価証券

非上場株式 237百万円 
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1) 取引内容

当社グループが行っているデリバティブ取引は金利ス

ワップ及び金利キャップであります。

(1) 取引内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

実質金利引下げにつながる取引に限定する方針であり

ます。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

金利スワップ及び金利キャップは、借入金を固定金利

で調達する際に実質金利を引き下げるために利用して

おります。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3) 取引の利用目的

金利スワップ及び金利キャップは、借入金を固定金利

で調達する際に実質金利を引き下げるために利用して

おります。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(イ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ及び金利キャップ

ヘッジ対象

借入金

(イ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

(ロ）ヘッジ方針

将来の金利の変動によるリスクを回避するために

行っております。

(ロ）ヘッジ方針

同左

(ハ）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であり、継続して金利の変動による影響を相殺

又は一定の範囲に限定する効果が明らかに見込ま

れるため、ヘッジの有効性の判定は省略しており

ます。

(ハ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4) 取引に係るリスク内容

当社グループが利用している金利スワップ及び金利

キャップは、固定調達金利の引き下げを図ったもので

あり、リスクはありません。

(4) 取引に係るリスク内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

当社グループはデリバティブ取引を調達金利引き下げ

の目的で行っており、各取引に係る契約締結業務は財

務部が担当しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(平成18年３月31日現在)

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

当連結会計年度(平成19年３月31日現在)

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

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてお

ります。また、一部の海外連結子会社でも確定給付型

の制度を設けております。なお、株式会社アルティア

橋本は連合型の厚生年金基金(日産プリンス連合厚生

年金基金)に加入しておりましたが、平成17年９月１

日に代行部分の過去分返上の認可を受け、全国日産自

動車販売企業年金基金に移行いたしました。

　なお、株式会社アルティア橋本は平成18年４月１日

より退職金に関する規程を改定し、適格年金を廃止、

全国日産自動車販売企業年金基金を脱退し、新たに確

定給付型年金制度(キャッシュバランスプラン)に移行

いたしました。これによる影響は重要な後発事象に記

載しております。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社株式会社アルティア橋本は、

確定給付型年金制度（キャッシュバランスプラン）及

び退職一時金制度を設けております。また、一部の海

外連結子会社でも確定給付型の制度を設けております。

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △15,386百万円

②年金資産 4,395百万円

③未積立退職給付債務

(①＋②)
△10,991百万円

④会計基準変更時差異の未処理額 2,078百万円

⑤未認識数理計算上の差異 1,776百万円

⑥過去勤務債務の未処理額 △566百万円

⑦退職給付引当金 △7,703百万円

①退職給付債務 △14,779百万円

②年金資産   5,172百万円

③未積立退職給付債務

(①＋②)
 △9,607百万円

④会計基準変更時差異の未処理額    1,835百万円

⑤未認識数理計算上の差異      188百万円

⑥過去勤務債務の未処理額  178百万円

⑦退職給付引当金 △7,404百万円

(注)日産プリンス連合厚生年金基金においては自社の

拠出に対応する年金資産が合理的に計算できないため、

当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理

しておりましたが、全国日産自動車販売企業年金基金

への移行に伴う退職給付引当金増加額を特別損失とし

て処理しております。

 

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

退職給付費用 1,328百万円

①勤務費用 696百万円

②利息費用 337百万円

③数理計算上の差異の費用処理額 224百万円

④会計基準変更時差異の費用処理額 230百万円

⑤過去勤務債務の費用処理額 △35百万円

⑥期待運用収益 △155百万円

⑦連合型の厚生年金基金への拠出金 29百万円

退職給付費用    1,113百万円

①勤務費用    699百万円

②利息費用    359百万円

③数理計算上の差異の費用処理額    ―百万円

④会計基準変更時差異の費用処理額    242百万円

⑤過去勤務債務の費用処理額   19百万円

⑥期待運用収益    △208百万円
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前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

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

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.0％

③期待運用収益率 3.0％

④数理計算上の差異の処理年数  

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数

(英国の連結子会社ついては当連

結会計年度における発生額を連結

剰余金計算書に利益剰余金の増減

額として計上しております。)

13年

⑤会計基準変更時差異の処理年数

（当連結会計年度において、英国

の連結子会社において発生した会

計基準変更時差異については全額

を利益剰余金から減額しておりま

す。） 

15年

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.0％

③期待運用収益率 3.0％

④数理計算上の差異の処理年数  

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数

(英国の連結子会社ついては当連

結会計年度における発生額を連結

株主資本等変動計算書に利益剰余

金の増減額として計上しておりま

す。)

13年

⑤会計基準変更時差異の処理年数 15年

 　⑥過去勤務債務の償却年数　　　　　　 　10年  　⑥過去勤務債務の償却年数　　　　　　 　10年
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

        1.ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　　　　　　販売費及び一般管理費　　　７百万円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当会社及び当子会社の取締役、執行役、

及び使用人　68名

当会社及び当子会社の取締役、執行役、

及び使用人　22名

ストック・オプション数 普通株式　　467,000株 普通株式　　250,000株

付与日 平成17年７月20日 平成18年７月26日

権利確定条件 ①付与対象者との間で取り交わされた

「新株予約権割当契約書」に定めるコ

ミットメント及びターゲットの達成

②平成17年４月以降、平成19年７月20

日まで継続して勤務していること

①付与対象者との間で取り交わされた

「新株予約権割当契約書」に定めるコ

ミットメント及びターゲットの達成

②付与日（平成18年７月26日）以降、

権利確定日（平成20年７月26日）まで

継続して勤務していること

対象勤務期間 平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで

平成18年４月１日より

平成19年３月31日まで

権利行使期間 平成19年７月１日より

平成24年６月30日まで

平成20年７月27日より

平成25年６月30日まで

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 467,000 ―

付与 ― 250,000

失効 467,000 ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― 250,000

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 ― ―

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 ― ―
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②　単価情報

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 913 624

行使時平均株価　　　　　（円） ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― 84

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法

は以下のとおりであります。 

①使用した評価技法　　　　　　ブラック・ショールズ式

②主な基礎数値及び見積方法

 
平成18年

ストック・オプション

株価変動性（注）１． 28％

予想残存期間（注）２． ４年６ヶ月

無リスク利子率（注）３． 1.35％

（※）１．２年２ヶ月間（平成16年５月から平成18年６月まで）の月末株価実績に基づき算定しております。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において

行使されるものと推定して見積もっております。 

３．予想残存期間に対応する期間に対する国債の利回りであります。 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、全件が権利確定するものとして見積もっ

ております。

５．連結財務諸表への影響額

　販売費及び一般管理費の株式報酬費用　７百万円
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）  

繰越欠損金 332百万円

退職給付引当金損金算入限度

超過額
2,710百万円

賞与引当金損金算入限度超過

額
225百万円

固定資産未実現利益 109百万円

棚卸資産評価損 120百万円

その他 408百万円

繰延税金資産小計 3,905百万円

評価性引当額 △425百万円

繰延税金資産合計 3,479百万円

  

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 494百万円

その他有価証券評価差額金 81百万円

繰延税金負債合計 575百万円

  

繰延税金資産の純額 2,904百万円

（繰延税金資産）  

繰越欠損金    252百万円

退職給付引当金損金算入限度

超過額
   2,643百万円

賞与引当金損金算入限度超過

額
   363百万円

固定資産未実現利益    109百万円

棚卸資産評価損    153百万円

その他  334百万円

繰延税金資産小計    3,856百万円

評価性引当額   △407百万円

繰延税金資産合計    3,449百万円

  

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金    407百万円

その他有価証券評価差額金   15百万円

繰延税金負債合計    423百万円

  

繰延税金資産の純額    3,025百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載し

ておりません。

法定実効税率 40.7％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0％ 

住民税均等割等 2.3％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△0.2％ 

評価性引当金の減少 △5.1％ 

連結会社間貸倒引当金の調整 △7.1％ 

その他 △1.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.6％ 
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　　至　平成18年３月31日）

 
自動車部品

事業
（百万円）

自動車用品
事業

（百万円）

自動車関連
機器事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

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

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 13 ― 801 815 (815) ―

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

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

営業利益（又は営業

損失(△)）
△607 817 △104 80 185 (32) 152

Ⅱ　資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出
       

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

減価償却費 2,813 144 182 22 3,163 ― 3,163

減損損失 3,209 ― ― ― 3,209 ― 3,209

資本的支出 4,982 129 162 64 5,338 ― 5,338

　（注）１　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,650百万円であり、その主なものは、子会社で

の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門の資産等であります。

２　事業区分の方法及び各事業の主な商品又は製品の名称

(1）事業区分の方法

商品又は製品の種類別区分によっております。

(2）各事業の主な商品又は製品の名称

①　自動車部品事業………樹脂部品等

②　自動車用品事業………カーアクセサリー類等

③　自動車関連機器事業…自動車整備用機械工具、自動車生産用機器等

④　その他の事業…………不動産賃貸業、倉庫荷役、ビル管理業等

３　会計処理方法の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「（4）会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、

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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当連結会計年度（自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日）

 
自動車部品

事業
（百万円）

自動車用品
事業

（百万円）

自動車関連
機器事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
39,853 17,857 22,665 143 80,520 ― 80,520

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 3 － 697 700 (700) －

計 39,853 17,861 22,665 841 81,221 (700) 80,520

営業費用 38,767 17,475 22,666 716 79,626 (582) 79,044

営業利益（又は営業

損失(△)）
1,085 385 △1 124 1,594 (118) 1,476

Ⅱ　資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出
       

資産 31,690 7,186 9,635 674 49,186 3,908 53,094

減価償却費 2,266 151 185 24 2,627 － 2,627

減損損失 － 8 － － 8 － 8

資本的支出 4,024 117 117 10 4,270 － 4,270

　（注）１　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,908百万円であり、その主なものは、子会社で

の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門の資産等であります。

２　事業区分の方法及び各事業の主な商品又は製品の名称

(1）事業区分の方法

商品又は製品の種類別区分によっております。

(2）各事業の主な商品又は製品の名称

①　自動車部品事業………樹脂部品等

②　自動車用品事業………カーアクセサリー類等

③　自動車関連機器事業…自動車整備用機械工具、自動車生産用機器等

④　その他の事業…………不動産賃貸業、倉庫荷役、ビル管理業等

３　会計処理方法の変更

（ストックオプション等に関する会計基準)

「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「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。この変更に伴い、従来の方法に比べて「その他の事業」で７百万円営業費用が増加し、営業利益が同額

減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　　至　平成18年３月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
計

（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する

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

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
868 51 0 919 (919) ―

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

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

営業利益(又は営業

損失(△))
1,555 △1,068 △447 40 112 152

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

　（注) １　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,650百万円であり、その主なものは、子会社で

の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門の資産等であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

①　北米………………アメリカ

②　欧州………………イギリス

３　会計処理方法の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「（4）会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、

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

適用しております。この変更による欧州の営業利益に与える影響は軽微です。  
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当連結会計年度（自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
計

（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する

売上高
74,505 93 5,921 80,520 － 80,520

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
405 0 － 405 (405) －

計 74,911 93 5,921 80,925 (405) 80,520

営業費用 73,070 221 6,166 79,459 (415) 79,044

営業利益(又は営業

損失(△))
1,840 △128 △245 1,466 9 1,476

Ⅱ　資産 49,426 236 3,981 53,644 (550) 53,094

　（注) １　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,908百万円であり、その主なものは、子会社で

の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門の資産等であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

①　北米………………アメリカ

②　欧州………………イギリス

３　会計処理方法の変更

（ストックオプション等に関する会計基準）

「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「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。この変更に伴い、従来の方法に比べて「日本」で７百万円営業費用が増加し、営業利益が同額減少して

おります。
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ｃ．海外売上高

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、インドネシア他

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　　至　平成19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) 399 6,069 940 7,409

Ⅱ　連結売上高(百万円)    80,520

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
0.5 7.5 1.2 9.2

　（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、ベルギー

③　その他の地域……台湾、メキシコ、インドネシア他

（関連当事者との取引）

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)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日)

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 971.70円 １株当たり純資産額 1,120.33円

１株当たり当期純利益 27.65円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 21.96円

１株当たり当期純利益   77.36円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   61.48円

１株当たり純資産額については、期末純資産額から「期

末優先株式数×850円」を控除した金額を期末発行済普通

株式数（「自己株式」を除く）で除して計算しております。

１株当たり純資産額については、期末純資産額から「期

末優先株式数×850円」を控除した金額を期末発行済普通

株式数（「自己株式」を除く）で除して計算しております。

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益額   

当期純利益(百万円) 317 891

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式及び普通株式と同等の株式に

係る当期純利益(百万円)
317 891

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 7,960,204 7,994,769

Ａ種優先株式 3,529,400 3,529,400

普通株式及び普通株式と同等の株式に

係る期中平均株式数(株)
11,489,604 11,524,169

潜在株式調整後１株当たり当期利益金額   

 当期純利益調整額（百万円） ― ―

 普通株式増加数(株） 2,978,170

Ａ種優先株式については期首転換価

格を基に計算しております。

2,978,170

Ａ種優先株式については期首転換価

格を基に計算しております。

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権の数(個)  

 4,670

新株予約権の数(個)  

 2,500

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。

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。
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（重要な後発事象）

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。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

(平成18年３月31日)
当事業年度

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   18   32   

２　前払費用   2   3   

３　繰延税金資産   0   0   

４　短期貸付金 ※４  4,834   2,626   

５　その他 ※４  14   13   

流動資産合計   4,871 29.0  2,675 18.4 △2,195

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 ※１        

(1) 工具器具及び備品   0   0   

有形固定資産合計   0 0.0  0 0.0 0

２　無形固定資産         

(1) ソフトウェア   1   0   

無形固定資産合計   1 0.0  0 0.0 0

３　投資その他の資産         

(1) 関係会社株式   11,342   11,342   

(2) 繰延税金資産   18   32   

(3) 関係会社長期貸付金 ※４  520   440   

(4) その他   0   0   

投資その他の資産合計   11,880 70.8  11,815 81.4 △65

固定資産合計   11,882 70.8  11,816 81.5 △66

Ⅲ　繰延資産         

１　創立費   28   18   

繰延資産合計   28 0.2  18 0.1 △9

資産合計   16,782 100.0  14,510 100.0 △2,271
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前事業年度

(平成18年３月31日)
当事業年度

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　短期借入金 ※４  4,720   2,513   

２　一年以内に返済予定の
長期借入金

  80   80   

３　未払金   0   0   

４　未払費用 ※４  13   15   

５　未払法人税等   11   6   

６　未払消費税等   4   2   

７　預り金   0   0   

８　前受収益 ※４  17   -   

流動負債合計   4,846 28.9  2,618 18.1 △2,228

Ⅱ　固定負債         

１　役員退職慰労引当金   45   73   

２　長期借入金   520   440   

固定負債合計   565 3.4  513 3.5 △52

負債合計   5,412 32.3  3,131 21.6 △2,281

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  4,000 23.8  -  △4,000

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  7,342   -    

資本剰余金合計   7,342 43.7  -  △7,342

Ⅲ　利益剰余金         

１　当期未処分利益  31   -    

利益剰余金合計   31 0.2  -  △31

Ⅳ　自己株式 ※３  △3 △0.0  -  3

資本合計   11,369 67.7  -  △11,369

負債・資本合計   16,782 100.0  -  △16,782
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前事業年度

(平成18年３月31日)
当事業年度

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  4,000 27.6 4,000

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   7,342    

資本剰余金合計   － －  7,342 50.6 7,342

３　利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   33    

利益剰余金合計   － －  33 0.2  

４　自己株式   － －  △4 0.0  

株主資本合計   － －  11,371 78.4 11,371

Ⅱ　新株予約権   － －  7 0.0 7

純資産合計   － －  11,379 78.4 11,379

負債純資産合計   － －  14,510 100.0 14,510
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

増減
(百万円)

Ⅰ　営業収益         

経営管理料 ※１ 195   213    

金融手数料 ※１ 53 249 100.0 39 253 100.0 4

Ⅱ　営業費用         

一般管理費
※１
※２

198 198 79.5 237 237 93.7 39

営業利益   51 20.5  16 6.3 △35

Ⅲ　営業外収益         

１　受取利息 ※１ 46   55    

２　その他  0 46 18.8 0 56 22.2 9

Ⅳ　営業外費用         

１　支払利息  47   55    

２　創立費償却  9   9    

３　その他  3 60 24.2 - 65 25.7 4

経常利益   37 15.1  7 2.8 △31

Ⅴ　特別損失         

　１　本社移転費用  0   -    

　２　会社再編費用  - 0 0.3 1 1 0.6 1

税引前当期純利益   37 14.8  5 2.2 △31

法人税、住民税及び
事業税

 20   17    

法人税等調整額  △6 13 5.4 △14 3 1.3 △10

当期純利益   23 9.4  2 0.9 △21

前期繰越利益   7   ―  △7

当期未処分利益   31   ―  △31
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

(平成18年６月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ　当期未処分利益   31

Ⅱ　次期繰越利益   31

    

（注）（　）内は、株主総会承認日であります。

株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

4,000 7,342 7,342 31 31 △3 11,369

事業年度中の変動額

当期純利益    2 2  2

自己株式の取得      △0 △0

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

       

事業年度中の変動額合計
（百万円）

   2 2 △0 1

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,000 7,342 7,342 33 33 △4 11,371

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

－ 11,369

事業年度中の変動額

当期純利益  2

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

7 7

事業年度中の変動額合計
（百万円）

7 9

平成19年３月31日　残高
（百万円）

7 11,379
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

 主な耐用年数は以下のとおりであります。

　工具器具及び備品　　　　　　　　　　５年

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

 主な耐用年数は以下のとおりであります。

　工具器具及び備品　　　　　　　　５～８年

(2) 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。

(2) 無形固定資産

同左

 

３　繰延資産の処理方法

創立費

商法施行規則の規定する期間(５年間)で均等償却

しております。

３　繰延資産の処理方法

創立費

毎期均等額（５年）で償却しております。

４　引当金の計上基準

(1) 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

づく期末要支給額を計上しております。

４　引当金の計上基準

(1) 役員退職慰労引当金

同左

５　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

５　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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等）　

 当事業年度より、「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11,371百

万円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等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等）

 当事業年度より、「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、経常利益及び税引前当期純利益

がそれぞれ７百万円減少しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

0百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

0 百万円

※２　発行する株式総数 普通株式 42,000千株

 Ａ種優先株式 4,000千株

発行済株式総数 普通株式 7,998千株

 Ａ種優先株式 3,529千株

 ※２  ―――――  

 　　　　　

　　　　　　　　　　　　

  

   

   

※３　(自己株式の保有数)  

普通株式  3千株

※３　　　　　　　　　　　―――――  

   

※４　関係会社に対する債権債務

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係

会社に対するものは次のとおりであります。

短期貸付金 4,834百万円

その他 8百万円

未払費用 11百万円

前受収益 17百万円

  

  ５　偶発債務

保証債務

 (単位：百万円)

保証先 種類 金額

㈱テクノサッシュ 銀行借入金 43

合計 43

 

※４　関係会社に対する債権債務

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係

会社に対するものは次のとおりであります。

短期貸付金     2,626百万円

長期貸付金 440百万円

その他 11百万円

未払費用   10百万円

短期借入金   50百万円

  ５　偶発債務

保証債務

 (単位：百万円)

保証先 種類 金額

㈱テクノサッシュ 銀行借入金 33

合計 33

 

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　関係会社との取引

関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引

関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

経営管理料 195百万円

金融手数料 53百万円

一般管理費 21百万円

受取利息 46百万円

経営管理料    213百万円

金融手数料   39百万円

一般管理費   27百万円

受取利息   55百万円

※２　一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

※２　一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

役員報酬 98百万円

給料手当 2百万円

役員退職慰労引当金繰入額 26百万円

福利厚生費 0百万円

賃借料 3百万円

手数料 45百万円

役員報酬   110百万円

給料手当  10百万円

役員退職慰労引当金繰入額   27百万円

福利厚生費  4百万円

賃借料  10百万円

手数料   51百万円

株式報酬費用   7百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 3,576 655 ― 4,231

合計 3,576 655 ― 4,231

 　　　（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。

（リース取引関係）

前事業年度（平成18年３月31日現在）

該当事項はありません。

当事業年度（平成19年３月31日現在）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成19年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

事業税 0百万円

役員退職慰労引当金損金算

入限度超過額
18百万円

繰延税金資産合計 19百万円

事業税  0百万円

役員退職慰労引当金損金算

入限度超過額
  29百万円

 株式報酬費用 3百万円

繰延税金資産合計   33百万円

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

繰延税金負債合計 ―百万円

  

繰延税金資産の純額 19百万円

繰延税金負債合計 ―百万円

  

繰延税金資産の純額   33百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
0.4％

住民税均等割等 3.2％

還付 △7.6％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
36.4％

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
0.2％

住民税均等割等 22.1％

その他 △2.8％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
60.2％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,046.85円

１株当たり当期純利益 2.04円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
1.62円

１株当たり純資産額         1047.16円

１株当たり当期純利益    0.19円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
    0.15円

１株当たり純資産額については、期末純資産額から「期

末優先株式数×850円」を控除した金額を期末発行済普通

株式数（「自己株式」を除く）で除して計算しております。

１株当たり純資産額については、期末純資産額から「期

末優先株式数×850円」を控除した金額を期末発行済普通

株式数（「自己株式」を除く）で除して計算しております。

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

項目
前事業年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益額   

当期純利益（百万円） 23 2

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式及び普通株式と同等の株式に

係る当期純利益（百万円）
23 2

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 7,995,858 7,994,769

Ａ種優先株式 3,529,400 3,529,400

普通株式及び普通株式と同等の株式に

係る期中平均株式数(株)
11,525,258 11,524,169

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

純利益調整額（百万円） ― ―

普通株式増加数（株） 2,978,170

Ａ種優先株式については、期首転換

価格を基に計算しております。

2,978,170

Ａ種優先株式については、期首転換

価格を基に計算しております。

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権の数(個)  

 4,670

新株予約権の数(個)  

 2,500

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。

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。

（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成17年４月１日　　至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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