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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 38,038 △0.9 389 － 391 258.9 29 －

18年９月中間期 38,375 △15.7 30 － 109 － △476 －

19年３月期 80,520 － 1,476 － 1,583 － 891 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 2 26 － －

18年９月中間期 △41 37 － －

19年３月期 77 36 61 48

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19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９月中間期 52,613 12,214 22.9 710 75

18年９月中間期 54,462 10,184 18.7 898 28

19年３月期 53,094 11,964 22.5 1,120 33

（参考）自己資本 19年９月中間期 12,061百万円 18年９月中間期 10,181百万円 19年３月期 11,956百万円

(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

現金および現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 △954 △504 1,326 728

18年９月中間期 349 △895 1,354 1,419

19年３月期 4,770 △1,139 △3,752 728

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 0 00 0 00 0 00

20年３月期 0 00 －

20年３月期（予想） － 0 00 0 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 81,200 0.8 1,600 8.4 1,500 △5.2 800 △10.2 － －
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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）中間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（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、18ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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９月中間期 16,980,648株 18年９月中間期 7,998,643株 19年３月期 7,998,643株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 10,546株 18年９月中間期 3,871株 19年３月期 4,231株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 132 5.0 18 112.8 13 234.9 △16 －

18年９月中間期 126 △4.5 8 △72.5 4 △82.4 1 △91.3

19年３月期 253 － 16 － 7 － 2 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △1 30

18年９月中間期 0 12

19年３月期 0 19

(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９月中間期 15,203 11,348 74.6 668 76

18年９月中間期 17,226 11,373 66.0 1,047 03

19年３月期 14,510 11,379 78.4 1,047 16

（参考）自己資本 19年９月中間期 11,348百万円 18年９月中間期 11,370百万円 19年３月期 11,371百万円

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）

　個別業績予想につきましては、（株）ファルテックが純粋持株会社であったことにより投資情報としての重要性が大き

くないとの判断から記載を省略しておりましたが、平成１９年１０月１日のファルテックグループ再編に伴い、（株）ファ

ルテックは子会社であった（株）アルティア橋本の自動車部品・用品事業を吸収分割し承継したことにより事業持株会社

となったため平成２０年３月期の個別業績予想を記載いたします。

　（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 27,500 － 1,000 － 1,000 － 400 － － －

※　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およ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およ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３頁をご参照下さい。
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１．経営成績
（１）経営成績に関する分析

　当中間期のわが国経済は、原油・材料価格の高騰を受けたものの、好調な企業収益を背景とした設備投資の拡大や

雇用情勢改善を受け、景気は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は、国内四輪車生産台数は前年同期

比0.9％減の5,479千台となりました。国内の新車販売台数は前年同期比8.1％減の2,484千台となりました。

 このような事業環境のもと当社グループの第４期となった当中間連結会計期間の業績は、売上高は38,038百万円(前

年同期比0.9％減)、営業利益は389百万円(前年同期は30百万円)、経常利益は391百万円(前年同期比258.9％増)、当期

中間純利益29百万円(前年同期は476百万円の純損失)となり、前年同期比で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。

　営業利益の改善については、３期目を迎えた同期生産活動（※１）、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113百万円を計上しましたが、借入金の返済等により計上額は前年同

期比19百万円減となりました。

　また特別損益では、特別損失として固定資産除売却損71百万円、環境安全対策費用92百万円、企業組織再編費用102

百万円を含む279百万円を計上しました。

　今期の見通しは、売上につきましては引続き堅調なものの、原材料の高騰等が見込まれ通期業績における営業利益

では当初予想に対して１億円の改善にとどまる見込みです。

　 ※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

　　　　　タイムリーに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。 

（自動車部品事業）

　自動車部品事業セグメントは、売上高19,348百万円（前年同期比1.9％増）、営業利益382百万円（前年同期は９

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391百万円と大幅な収益改善となりました。

　売上高は、自動車生産台数減の影響等があり国内で減少しましたが、英国HASHIMOTO LIMITEDでの受注が好調で

あったことに加え為替影響も寄与し増加しました。

　営業利益は、①国内におけるＨＰＳ活動等による合理化推進、②海外部品事業での大幅体質改善（英国HASHIMOTO 

LIMITEDの本社技術支援・合理化活動等による黒字化達成）により、大幅に伸ばす事が出来ました。　

（自動車用品事業）

　自動車用品事業セグメントは、売上高8,372百万円（前年同期比3.2％減）、営業利益150百万円（前年同期比

51.5％増）となりました。

　売上高は、国内自動車販売台数の低迷に加えて軽自動車販売比率増加による車両一台当たり売上高の減少に伴い、

自動車メーカー向け純正用品の販売において苦戦を強いられ減少しました。

　営業利益は、業務の効率化推進等によるコストダウンに積極的に取り組んだ結果、売上高が減少する中、増益と

なりました。

　当中間期の活動において北米生産車種のフロアカーペットを数車種受注する等、将来の売上拡大を期待できる成

果を上げています。　　　　

（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10,259百万円（前年同期比2.7％減）、営業損失170百万円（前年同期

は58百万円の営業損失）となりました。

　売上高は、主に整備機器事業においてお客さまである整備工場の投資抑制により減少しました。

　営業損失は、コスト削減に取り組みましたが、売上高減少影響を補えず損失幅が広がりました。

　平成19年10月には、連結子会社である（株）アルティア橋本がオリオンテクノ（株）合併し、製販一体となった

（株）アルティアを設立しました。今後は商品・技術開発力を強化すると共に更なる効率化を図り、収益力の強化

に繋げていきます。
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（２）財政状態に関する分析

１）資産、負債、純資産の状況

　当中間連結会計期間末における総資産は52,613百万円となり前連結会計年度末と比較して480百万円減少しました。

流動資産が、受取手形および売掛金の減少432百万円、たな卸資産の増加424百万円等により、50百万円減少、固定資

産も425百万円減少しました。

　当中間連結会計期間末における負債は40,399百万円となり前連結会計年度末と比較して731百万円の減少となりま

した。流動負債が、支払手形および買掛金の減少2,143百万円、短期借入金の増加1,831百万円等により、383百万円減

少、また、固定負債も、長期借入金の減少422百万円等により、347百万円減少しました。

　当中間連結会計期間末における純資産は12,214百万円となり前連結会計年度末と比較して250百万円増加しました。

主としてに為替換算調整勘定の増加等よるものです。

２）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および現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動において954

百万円、投資活動において504百万円の資金を使用しましたが、財務活動において1,326百万円獲得したこと、新規

連結による増加124百万円等があり、ほぼ増減がありませんでした。

（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121百万円、減価償却費1,237百万円、売上債

権の減少662百万円等の資金の獲得がありましたが、仕入債務の減少2,471百万円等があり、954百万円の資金の使用

となりました。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　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1,074百万円等がありましたが、

有形・無形固定資産取得による支出1,573百万円等があり、結果として504百万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、長期借入金の返済による支出572百万円等がありましたが、短期借入金

の純増加額1,904百万円があり、結果として1,326百万円の資金の獲得となりました。

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 平成19年９月期 

 自己資本比率（％） 16.6 19.6 22.5 22.9

 時価ベースの自己資本比率（％） 8.8 11.7 10.3 27.4

 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 △8.3

自己資本比率：　自己資本／総資産  (自己資本＝純資産－新株予約権－少数株主持分）

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／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：　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月期および当中間連結会計期間は営業キャッシュ・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の配当

　当社グループは平成19年５月15日の決算発表におきまして平成20年３月期の配当は３円を予定しておりましたが、

平成19年10月23日に公表いたしました「定款の一部変更および全部取得条項付株式の取得に関する承認決議のお知ら

せ」のとおり、当社は平成19年11月24日付けで上場廃止となり、期末配当は行いません。
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２．企業集団の状況
〔事業系統図〕

 

注２ 

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 
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◎ 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％） 

注３ 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（100％） 

注２ 注１ 

注１　平成19年10月１日、（株）ファルテックは、（株）アルティア橋本の自動車部品・用品事業を吸収分割し承継した

ことにより、事業持株会社となりました。

注２　平成19年10月１日、（株）アルティア橋本は、オリオンテクノ（株）を吸収合併し、（株）アルティアへ商号変更

しました。

注３　嘉興敏橋汽車零部件有限公司への当社出資比率は50％から35％に変更予定です。 
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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、平成16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平成

17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。

　なお、この度平成19年10月１日付けで（株）ファルテックおよびファルテックグループは、業界・顧客・商品軸に

合わせ、製造・販売一体の事業体にて業容の拡大、収益の増強、効率性の向上を実現させることを目的とし、グルー

プを再編いたしました。

　自動車関連機器事業における更なる競争激化等の環境変化に対応するため（株）アルティア橋本は、同社の100％子

会社であるオリオンテクノ（株）を吸収合併いたしました。合併後、（株）アルティア橋本の部品・用品事業を同社

の100％親会社である（株）ファルテックへ吸収分割により承継することで（株）ファルテックは自動車部品・用品事

業を営む事業持株会社となり、（株）アルティア橋本は（株）アルティアに商号変更の上自動車関連機器事業を営む

こととなりました。

　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）目標とする経営指標

　中期経営計画「ファルテック　チャレンジ８３０」の中において、平成22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

（３）中長期的な会社の経営戦略

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参ります。

また中期経営計画最終年度（平成22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。

（４）会社の対処すべき課題

　当社グループは中期経営計画「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への対応、

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ために、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。
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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、平成19年４月に、連結子会社であった（株）アルティア橋本(現

（株）ファルテック）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。

５）内部統制の整備

　平成18年6月施行の金融商品取引法により平成21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」に準じて、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ための重要課題の一つと認識しておりま

す。そのため、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の醸成を図っております。

７）その他

　当社グループはリストラクチャリングを経て、「攻めの経営」に転換するため、業界・顧客・商品軸に合わせた

組織にグループを再編し、製造・販売一体の事業体にて業容の拡大、収益の増強、効率性の向上を実現します。ま

た、当社は、厳しい経営環境の変化に柔軟に対応しつつ、中長期的視野に立った経営戦略を、可及的速やかに、機

動的に実行するためには、中長期的視点で継続的なサポートを行うことができる中核的株主にガバナンスを一本化

し、一時的、短期的な業績への影響にとらわれることなく、経営陣、従業員が一丸となって成長戦略の実現に取り

組むことが最も適切な経営戦略であると考え、財務戦略上の観点等も総合的に考慮した上で、当社の非公開化を行

います。

ａ) 吸収分割・合併手続きについて

　連結子会社であった（株）アルティア橋本は、同社の100％子会社であるオリオンテクノ（株）を吸収合併いた

しました。

　合併後、（株）アルティア橋本の部品・用品事業を同社の100％親会社である（株）ファルテックへ吸収分割に

より承継し、これにより（株）ファルテックは自動車部品・用品事業を営む事業持株会社となり、（株）アルティ

ア橋本は（株）アルティアに商号変更の上自動車関連機器事業を営むこととなりました。

　今後（株）ファルテックは、部品事業・用品事業のシナジーを一層強化し、売上・収益の増強を図ると共に事業

持株会社として、国内外子会社および関連会社９社を統括・管理します。

　効力発生日である平成19年10月１日の1ヶ月前までの日である平成19年８月27日に、会社法第797条１項に基づき

当社債権者様に対して電子公告を行いました。その後、所定の期日まで異議を述べた債権者はなく、平成19年10月

１日に効力が発生し、当社は（株）アルティア橋本を吸収分割いたしました。

ｂ) 当社の非公開化について

　当社は、平成19年６月19日開催の取締役会において、エム・エイチ・インベストメント（株）（以下「MHIとい

う。）による当社株式等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」という。）について賛同の意を表明すること

を決議いたしました。当社およびMHIは、本公開買付け後、MHI等（以下において定義する。）において当社の自己

株式を除く発行済株式の全てを取得することを計画しておりました。

　当社は、①当社グループの現況に鑑みて、厳しい経営環境の変化に柔軟に対応しつつ大胆な施策展開も含めた

将来の成長路線の礎を築くためには機動的な意思決定が不可欠であること、②当社普通株式には、当社A種優

先株式の普通株式への取得請求権の行使（転換）がなされた場合における潜在的な上場廃止リスクがあること、お

よび③独立したフィナンシャル・アドバイザーによる当社株式価値および当社新株予約権価値の算定結果等を踏ま

えれば買付価格は妥当であると判断されることを踏まえ、本公開買付けは当社の企業価値の観点から最善の選択で

あって株主共同の利益に資するものであると判断し、本公開買付けに賛同いたしました。
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　本公開買付けの結果、MHIは、平成19年８月８日（決済日）をもって当社普通株式3,343,420株を取得しまし

た。また、エム・エイチ・キャピタル・パートナーズⅡエル・ピー（以下「MHCPⅡ」という。）は、平成19年８月

17日に、当社がA種優先株式を取得するのと引換えに当社普通株式を交付することを請求した結果、当社

普通株式8,982,005株の交付を受けました。さらに、エフビーエフ2000，エル・ピー（以下「FBF2000」といい、

MHI、MHCPⅡおよびFBF2000を「MHI等」と総称する。）は3,447,554株の当社普通株式を所有しております。

　当社は、かかる本公開買付け後の状況を踏まえ、平成19年８月23日開催の取締役会において、MHI等が当社普通

株式の全部を保有するための手続（以下「本非公開化手続」という。）を実施する方針を決定し、本非公開

化手続に際して必要となる当社の定款一部変更および当社による当社の全部取得条項付株式の全部の取得（以下併

せて「本定款一部変更等」と総称する。）についてご承認いただくための臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」

という。）および当社普通株主による種類株主総会（以下「本種類株主総会」という。）の基準日を平成19年９月

８日に設定することを決議し、また、平成19年９月27日開催の当社取締役会において、本定款一部変更等について、

平成19年10月23日開催の本臨時株主総会および本種類株主総会に付議することを決議いたしました。

　本定款一部変更等の内容は以下のとおりであり、平成19年10月23日開催の本臨時株主総会および本種類株主総会

においていずれも承認可決されました。

①当社定款の一部を変更し、当社普通株式に全部取得条項を付し、当社普通株式を全部取得条項付株式とする。

全部取得条項付株式の内容としては、当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付株式の全部を取得する

場合において、全部取得条項付株式１株と引換えに、本臨時株主総会日現在において発行済みの当社株式と同じ

内容を有する新たな当社普通株式0.0000020612株を交付する旨を定める。

②会社法第171条に基づき、全部取得条項付株式の全てを取得し、定款の定めに従い、全部取得条項付株式1株と引

換えに、新たな当社普通株式0.0000020612株を交付する。

　本定款一部変更等の結果、平成19年11月30日の到来をもって、当社による全部取得条項付株式の取得の効力が

生じ、会社法第171条および第173条に基づき、当社は当社株主（当社を除きます。）から全部取得条項付普通株

式を取得し、これと引き換えに、当社が新たに発行した普通株式を交付いたします。かかる当社普通株式の交付

にあたって、MHI等以外の当社株主に対して割り当てられた当社普通株式の数は1株未満の端数であり、会社法第

234条の定めに従って１株未満の端数処理を行う結果、MHI等以外の当社株主には、最終的に現金が交付される予

定です。

　これにより、MHI等が当社の自己株式を除く発行済株式の全てを取得し、当社普通株式にかかる株券は、東京

証券取引所の株券上場廃止基準に該当するため、平成19年11月24日をもって上場廃止となる予定です。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19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19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 1,508 801  800

２　受取手形及び
売掛金

※３ 17,402 16,994  17,427

３　たな卸資産 5,141 5,247  4,823

４　その他 2,741 1,951  1,993

  　貸倒引当金 △425 △2  △2

流動資産合計 26,369 48.4 24,991 47.5 △1,377 25,042 47.2

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産
※１
※２

(1）建物及び構
築物

5,290 5,619 5,551

(2）機械装置及
び運搬具

6,289 6,158 6,018

(3）工具器具及
び備品

3,204 3,294 3,571

(4）土地 8,739 8,602 8,585

(5）その他 241 23,765 53 23,728 △36 42 23,768

２　無形固定資産 804 673 △130 758

３　投資その他の
資産

(1）その他 4,607 4,294 4,617

    貸倒引当金 △1,106 3,500 △1,088 3,205 △295 △1,110 3,506

固定資産合計 28,070 51.6 27,607 52.5 △462 28,033 52.8

Ⅲ　繰延資産 23 0.0 14 0.0 △9 18 0.0

資産合計 54,462 100.0 52,613 100.0 △1,848 53,094 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19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19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

※３ 15,560 14,590  16,734

２　短期借入金 ※２ 11,661 8,271  6,439

３　賞与引当金 772 760  872

４　その他 ※３ 3,459 4,365  4,325

流動負債合計 31,454 57.8 27,988 53.2 △3,466 28,371 53.5

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※２ 3,398 3,276  3,698

２　退職給付引当
金

7,697 7,435  7,404

３　役員退職慰労
引当金

82 96  96

４　再評価に係る
繰延税金負債

1,362 1,362  1,362

５　その他 283 240  196

固定負債合計 12,823 23.5 12,411 23.6 △412 12,758 24.0

負債合計 44,278 81.3 40,399 76.8 △3,879 41,130 77.5

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金 4,000 7.3 4,000 7.6 ― 4,000 7.5

２　資本剰余金 2,402 4.4 2,402 4.6 ― 2,402 4.5

３　利益剰余金 2,105 3.9 3,824 7.2 1,718 3,793 7.2

４　自己株式 △4 △0.0 △9 △0.0 △5 △4 △0.0

 株主資本合計 8,503 15.6 10,217 19.4 1,713 10,192 19.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券
評価差額金

118 0.2 41 0.1 △77 101 0.2

２　繰延ヘッジ損益 △14 △0.0 △5 △0.0 9 △12 △0.0

３　土地再評価差額
金

1,636 3.0 1,636 3.1 0 1,636 3.1

４　為替換算調整勘
定

△62 △0.1 172 0.3 234 39 0.0

 評価・換算差額等合
計

1,677 3.1 1,844 3.5 166 1,764 3.3

Ⅲ　新株予約権 2 0.0 ― ― △2 7 0.0

Ⅳ　少数株主持分 ― ― 153 0.3 153 ― ―

純資産合計 10,184 18.7 12,214 23.2 2,030 11,964 22.5

 負債純資産合計 54,462 100.0 52,613 100.0 △1,848 53,094 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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 38,375 100.0 38,038 100.0 △336 80,520 100.0

Ⅱ　売上原価 32,599 84.9 32,159 84.5 △439 68,028 84.5

売上総利益 5,776 15.1 5,878 15.5 102 12,491 15.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

１　荷造運搬費 937 922 1,680

２　給料手当 2,256 2,108 4,361

３　賞与引当金繰
入額

10 245 314

４　退職給付費用 107 182 215

５　役員退職慰労
引当金繰入額

14 18 29

６　その他 2,419 5,745 15.0 2,011 5,489 14.5 △255 4,413 11,015 13.7

営業利益 30 0.1 389 1.0 358 1,476 1.8

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 19 13 35

２　受取配当金 10 6 11

３　技術供与収入 97 53 156

４  債権回収差益 ― 14 ―

５　為替差益 42 2 88

６　その他 44 215 0.6 44 135 0.3 △79 102 394 0.5

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 132 113 251

２　その他 4 136 0.4 18 132 0.3 △4 35 287 0.3

経常利益 109 0.3 391 1.0 282 1,583 2.0

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却
益

※１ 32 0 382

２　賞与引当金戻
入益

 4 ― ―

３　新株予約権戻
入益

 ― 9 ―

４　その他 2 39 0.1 ― 9 0.0 △30 471 853 1.0

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除売
却損

※２ 29 71 360

２　減損損失 ※３ 8 0 8

３　貸倒引当金繰
入額

 234 ― 238

４　特別割増退職
金 

 262 ― 316

５　環境安全対策
費用 

※4 ― 92 ―

６　企業組織再編
費用

※5 ― 102 ―

７　その他 3 538 1.4 11 279 0.7 △258 227 1,151 1.4

税金等調整前
中間（当期）
純利益又は純
損失(△)

△389 △1.0 121 0.3 511 1,285 1.6

法人税、住民
税及び事業税

36 13 464

法人税等調整
額

51 87 0.2 72 85 0.2 △1 △71 393 0.5

少数株主利益  ― ―  6 0.0 6  ― ―

中間（当期）
純利益又は純
損失(△)

△476 △1.2 29 0.1 506 891 1.1
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成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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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日　残高(百万円） 4,000 2,402 3,793 △4 10,192

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益   29  29

子会社の新規連結に伴う利益剰余

金の増加高
  19  19

子会社の新規連結に伴う利益剰余

金の減少高
  △18  △18

自己株の取得    △5 △5

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）
  30 △5 25

平成19年９月30日　残高(百万円） 4,000 2,402 3,824 △9 10,217

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
　持分 

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

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19年３月31日　残高(百万円） 101 △12 1,636 39 1,764 7 － 11,964

中間連結会計期間中の変動額  

中間純利益        29

子会社の新規連結に伴う利益剰余

金の増加高
       19

子会社の新規連結に伴う利益剰余

金の減少高
       △18

自己株式の取得        △5

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）
△60 7 － 132 80 △7 153 225

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円）
△60 7 － 132 80 △7 153 250

平成19年９月30日　残高（百万円） 41 △5 1,636 172 1,844 － 153 12,214
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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) 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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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　税金等調整前中間（当期）純利益

（又は税金等調整前中間純損失
（△））

△389 121  1,285

２　減価償却費 1,295 1,237  2,627
３　減損損失 8 0  8
４　賞与引当金の増加額(又は減少額

（△））
220 △112  320

５　退職給付引当金の減少額 △40 △19  △112
６　役員退職慰労引当金の増加額(又は

減少額（△））
11 △0  29

７　債務保証損失引当金の減少額 △38 ―  △38
８　受取利息及び受取配当金 △30 △20  △47
９　支払利息 132 113  251
10　為替差益 70 3  △79
11　投資有価証券売却益 △0 ―  △0
12　有形・無形固定資産除売却損 29 71  360
13　有形・無形固定資産売却益 △32 △0  △382
14　特別割増退職金 262 ―  316
15　売上債権の減少額 834 662  888
16　たな卸資産の減少額（又は増加額

（△））
△180 △184  78

17　仕入債務の減少額 △1,173 △2,471  △27
18　その他 △334 97  △113

小計 646 △499 △1,145 5,365

19　利息及び配当金の受取額 35 20  62
20　利息の支払額 △125 △115  △252
21　特別割増退職金の支払額 △181 ―  △316
22　法人税等の支払額 △26 △360  △89

営業活動によるキャッシュ・フロー 349 △954 △1,303 4,770

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 △0  △19
２　定期預金の払戻による収入 18 ―  35
３　有形・無形固定資産取得による支

出
△1,916 △1,573  △3,743

４　有形・無形固定資産売却による収
入

1,011 1,074  1,831

５　投資有価証券の取得支出 △0 0  △97
６　投資有価証券の売却収入 0 ―  20
７　貸付けによる支出 △30 △0  △30
８　貸付金の回収による収入 33 13  847
９　長期前払費用にかかる支出 ― △0  △1
10　その他の投資にかかる支出 △0 ―  ―
11　その他の投資の回収による収入 1 ―  ―
12　その他 5 △17  16

投資活動によるキャッシュ・フロー △895 △504 390 △1,139

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（△））

1,525 1,904  △1,997

２　長期借入れによる収入 ― ―  1,030
３　長期借入金の返済による支出 △172 △572  △2,784
４　自己株式の取得による支出 △0 △5  △0
５　その他 2 ―  ―

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,354 1,326 △28 △3,752

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △122 7 130 117

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
　　（又は減少額（△））

686 △124 △811 △4

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 733 728 △4 733

Ⅶ　新規連結による現金及び現金同等物
増加高

― 124 124 ―

 Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末

　　（期末）残高
1,419 728 △690 728
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 ９社 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

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

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］

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］

（連結範囲の変更）

　当中間連結会計期間より、グループ

としての連結業績の一層の重要性を認

識し、前連結会計年度末までに非連結

子会社であった３社、FAS CEBU 

CORPORATION、P.T.ALTIA CLASSIC 

AUTOMOTIVE MANUFACTURING、

佛山阿迪雅汽車用品有限公司を連結子

会社に含め、子会社全社を連結致しま

した。

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］

　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、

中間純損益および利益剰余金（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、

当期純損益および利益剰余金（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および

関連会社の名称

（関連会社）

嘉興敏橋汽車零部件有限公司［中国]

 (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および

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、それぞれ中間

純損益および利益剰余金(持分に見合う

額)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

純損益および利益剰余金(持分に見合う

額)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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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および

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、ALTIA 

AUTOMOTIVE PRODUCTS,INC.、FAS CEBU 

CORPORATION、P.T.ALTIA CLASSIC 

AUTOMOTIVE MANUFACTURING、佛山阿迪

雅汽車用品有限公司の中間決算日は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および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および

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および評価方法

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結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および評価方法

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結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および評価方法

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結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

(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。 

建物および構築物 ７～50年

機械装置および運搬具 ４～12年

工具器具および備品  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
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （会計処理の変更） 

　当社および国内連結子会社は 法人税法

の改正に伴い、当中間連結会計期間より、

平成19年４月１日以降に取得した有形固定

資産ついて、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。

　これにより、営業利益、経常利益、およ

び税金等調整前中間純利益はそれぞれ10百

万円減少しております。

（追加情報）

  当社および国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により、取得価額の５％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。

 これにより、営業利益、経常利益、およ

び税金等調整前中間純利益はそれぞれ143

百万円減少しております。

 

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

③　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

計年度負担額を計上しております。

(ハ）退職給付引当金

従業員およ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

務およ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

同左 

(ハ）退職給付引当金

従業員およ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お

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

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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。

  

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

金利スワップおよび金利キャップ

(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

基本となる重要な事項

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

基本となる重要な事項

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基本

となる重要な事項

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、要求払預金および取得日から

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

－ 20 －



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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等）　

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）および

「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。

―――――  （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）および「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）および「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および経常利益がそれ

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。

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。

―――――  （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）および「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、経常利益および税金

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。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

――――― （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「その他投資にか

かる支出」（当中間連結会計期間は０百万円）および「その他の投資

の回収による収入」（当中間連結会計期間は０百万円）は金額的重要

性が低いため、当中間連結会計期間より「その他」に含めて表示する

ことといたしました。
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

合併されております。

―――――  連結子会社の固定資産の売却について

　連結子会社である株式会社アルティア橋本

はグループ内の経営効率化の一環として、同

社大阪支店（大阪府吹田市）の土地建物を譲

渡することを、本年８月29日取締役決定し、

同日売買契約を締結しました。

　譲渡先　　大和システム株式会社

　譲渡価格　1,170百万円

　譲渡時期　平成19年12月予定

当社連結業績への影響は約400百万円の売却

益を特別利益に計上する見込みであります。

―――――

―――――  当社株式の非公開化について

当社は、平成19年6月19日の取締役会において、

エム・エイチ・インベストメント株式会社 

（以下、ＭＨＩ）による当社株式等に対する

公開買付けについて、賛同の意を表明するこ

とを決議し、その後以下の経緯を経て、上場

廃止となります。

① MHIによる公開買付けの実施

公開買付けは平成19年6月20日から平成19年7

月31日まで実施され、ＭＨＩは当社の普通株

式3,343,420株および新株予約権を普通株式に

換算した数144,800株を取得しました。

②当社は、平成19年8月17日にエム・エイチ・

キャピタル・パートナーズⅡエル・ピーの請

求により、当社A種優先株式3,529,400株を取

得するのと引換えに当社普通株式8,982,005株

を交付しました。

③平成19年10月23日の臨時株主総会および普

通株主による種類株主総会において、当社普

通株式を全部取得条項付株式とすること等の

ための定款変更、ならびに、全部取得条項付

株式の取得を決議しました。定款変更の効力

発生日　平成19年11月30日

④上記③による定款変更等の結果、当社普通

株式に係る株券は東京証券取引所の株券上場

廃止基準に該当するため、平成19年11月24日

をもって上場廃止となる予定です。

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

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

―――――  資本準備金の減少

　当社は平成19年10月23日の臨時株主総会に

おいて、資本準備金の減少を決議しました。

① 減少の目的

前述の株式非公開化に伴い、端数株式買取等

のための分配可能額を確保するとともに、今

後の機動的な資本政策の実現を図るため。

② 減少の額

平成19年9月30日現在の資本準備金の額

7,342,306,920円のうち、3,000,000,000円を

その他資本剰余金に振り替えます。

③ 効力発生日

平成19年11月30日

―――――

―――――  不当利得返還請求について

 当社の連結子会社である株式会社アルティア

（平成19年10月１日、株式会社アルティア橋

本から社名変更）は本年10月26日付で、国土

交通省および軽自動車検査協会より、下記の

不当利得返還の請求を受けております。

①請求の内容

株式会社アルティアが平成９年４月から平成

13年３月までの間に国土交通省の地方運輸局

および軽自動車検査協会と契約し販売した自

動車検査用機械器具についての不当利得返還

請求

②　返還請求金額

不当利得返還請求金額約192百万円および付帯

する年６％の割合による延滞金。

株式会社アルティアは本請求は根拠が不明で

あり、支払う理由のないものと主張してゆく

方針であります

―――――
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※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

57,148 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

56,068 百万円

※２　担保資産および担保付債務

下記の資産を、下記債務金額の担保に

供しております。

※２　担保資産および担保付債務

下記の資産を、下記債務金額の担保に

供しております。

※２　担保資産および担保付債務

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 676

機械および装置 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 694

機械および装置 2,206

合計 6,225

債務金額（百万円）

長期借入金 1,919

一年以内に返済予定の長
期借入金

620

担保提供資産（百万円）

工場財団

土地 3,324

建物 692

機械および装置 2,071

合計 6,088

債務金額（百万円）

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。

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 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 2,255

建物 1,213

合計 3,469

債務金額（百万円）

長期借入金 163

一年以内に返済予定の長
期借入金

174

担保提供資産（百万円）

土地 2,255

建物 1,251

合計 3,506

債務金額（百万円）

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670百万円は、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。

※３　中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処

理をしております。なお、当中間連結会計

期間の末日は金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含まれております。

※３　中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処

理をしております。なお、当中間連結会計

期間の末日は金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含まれております。

 ※８　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理を

しております。なお、当連結会計年度の末

日は金融機関の休日であったため、次の連

結会計年度末日満期手形が連結会計年度末

残高に含まれております。

受取手形 183百万円

支払手形 1,333百万円

設備支払手形 181百万円

受取手形    206百万円

支払手形      1,260百万円

設備支払手形    351百万円

受取手形 193百万円

支払手形 1,274百万円

設備支払手形

（その他流動負債）
249百万円
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

４　偶発債務

保証債務

４　偶発債務

保証債務

４　偶発債務

保証債務

保証先 種類
金額

(百万円)

従業員

自動車ローンおよ
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

自動車ローンおよ
び社員貸付金規定
による銀行借入保
証

5

合計 5

保証先 種類
金額

(百万円)

従業員

自動車ローンおよ
び社員貸付金規定
による銀行借入保
証

7

合計 7

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　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      7百万円

借地権     24百万円

合計     32百万円

工具器具および備品      0百万円

合計      0百万円

土地   356百万円

建物および構築物他     26百万円

合計    382百万円

※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

機械装置および運搬具  2百万円

土地  3百万円

合計     5百万円

機械装置および運搬具   1百万円

工具器具および備品   0百万円

合計   1百万円

機械装置および運搬具 14百万円

土地 3百万円

合計    17百万円

固定資産除却損 固定資産除却損 固定資産除却損

機械装置および運搬具   9百万円

工具器具および備品  4百万円

その他   9百万円

合計   23百万円

建物および構築物   5百万円

機械装置および運搬具 23百万円

工具器具および備品 24百万円

その他    17百万円

合計    70百万円

建物および構築物   26百万円

機械装置および運搬具    195百万円

工具器具および備品    110百万円

その他  11百万円

合計   343百万円

※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)

 ALTIA 
AUTOMOT
IVE 
PRODUCT
S,INC.

器具備品 米国 8

用途 種類 場所
金額

(百万円)

 ALTIA 
AUTOMOT
IVE 
PRODUCT
S,INC.

器具備品 米国 0

用途 種類 場所
金額

(百万円)

 ALTIA 
AUTOMOT
IVE 
PRODUCT
S,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。

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。

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

帳簿価額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。

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。

※４　　　　　　――――― ※４環境安全対策費用

　連結子会社の元工場用地（遊休）の土壌

汚染の浄化のための費用であります。

※４　　　　　―――――

※５　　　　　　―――――  ※５企業組織再編費用

　子会社の合併、子会社事業の吸収分割等に

伴う費用であります。

※５　　　　　―――――
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類およ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 － － 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（注） 3,576 295 － 3,871

合計 3,576 295 － 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．新株予約権およ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） 
当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

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 2

 ３．配当に関する事項

 　　　該当する事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類およ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 8,982,005 ― 16,980,648

Ａ種優先株式 3,529,400 ― 3,529,400 ―

合計 11,528,043 8,982,005 3,529,400 16,980,648

自己株式

普 通 株 式（注） 4,231 6,315 ― 10,546

合計 4,231 6,315 ― 10,546

 　　（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．新株予約権およ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） 
当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

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
― ― ― ― ― －

 ３．配当に関する事項

 　　　該当する事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類およ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（注） 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．新株予約権およ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
― ― ― ― ― 7

 　　　　（注）権利行使期間の初日が到来しておりません。

 ３．配当に関する事項

 　　　　　該当する事項はありません。

（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

現金およ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

現金およ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

現金およ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

現金および預金勘定    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

現金および現金同等物    1,419百万円

現金および預金勘定      801百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△72百万円

現金および現金同等物     728百万円

現金および預金勘定      800百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△71百万円

現金および現金同等物      728百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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、減損損失累計額相当額およ

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およ

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およ

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)

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)

中間期末

残高相当

額

(百万円)

機械装置及

び運搬具
88 51 36

工具器具

及び備品
2,742 1,125 1,616

無形固定資

産（ソフト

ウェア）

141 119 21

合計 2,972 1,297 1,675

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)

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 820百万円

１年超 429百万円

合計 1,249百万円

１年以内 1,151百万円

１年超    542百万円

合計    1,693百万円

１年以内 679百万円

１年超 246百万円

合計    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

および減損損失

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

および減損損失

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

および減損損失

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      592百万円

減価償却費相当額     567百万円

支払利息相当額 22百万円

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減価償却費相当額および利息相当額の算

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減価償却費相当額および利息相当額の算

定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額および利息相当額の算

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 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 7百万円

１年超 90百万円

合計  97百万円

未経過リース料

１年以内     99百万円

１年超      124百万円

合計      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）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前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

当中間連結会計期間末（平成19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 215 262 46

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 215 262 46

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

計 140

前連結会計年度末（平成19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 214 357 142

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

計 214 357 142

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 140

②　割引金融債 ―

計 140
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（デリバティブ取引関係）

前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。

当中間連結会計期間末（平成19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19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。

（ストック・オプション等関係）

 前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 　１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額および科目名

　　　　販売費および一般管理費　　２百万円

 　２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分および人数 当社および当子会社の取締役、執行役、および使用人計22名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　250,000株

付与日 平成18年７月26日 

権利確定条件

①付与対象者各自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およ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 １年間 (自平成18年４月１日　至平成19年3月31日）

権利行使期間 平成20年７月27日から平成25年６月30日まで 

権利行使価格（円） 624

付与日における公正な評価単価（円） 84

 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 　１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額および科目名

　　　　販売費および一般管理費　　　１百万円

 　２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 　　　　該当ありません。

 前連結会計年度（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期間における費用計上額および科目名

　　　　販売費および一般管理費　　７百万円

 　２．当連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分および人数 当社および当子会社の取締役、執行役、および使用人計22名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　250,000株

付与日 平成18年７月26日 

権利確定条件

①付与対象者各自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およ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 １年間 (自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

権利行使期間 平成20年７月27日から平成25年６月30日まで 

権利行使価格（円） 624

付与日における公正な評価単価（円） 84
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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）１．事業区分の方法およ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

　　　　２．会計方針の変更（当中間連結会計期間）

　「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」に記載のとおり、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）および「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、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「その他

の事業」が２百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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
19,348 8,372 10,259 56 38,038 ― 38,038

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 0 ― 337 337 (337) ―

計 19,348 8,373 10,259 394 38,375 (337) 38,038

営業費用 18,966 8,222 10,430 315 37,934 (285) 37,649

営業利益又は営業損失(△) 382 150 △170 78 441 (52) 389

　（注）１．事業区分の方法およ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

－ 31 －



前連結会計年度
（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）

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

　（注）１．事業区分の方法およ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

２．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）および「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）１　国又は地域の区分の方法およ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

　　　　２　会計方針の変更（当中間連結会計期間）

「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」に記載のとおり、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）および「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、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は

「日本」が２百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全
社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 34,064 52 3,745 176 38,038 ― 38,038

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
148 ― ― 299 448 (448) ―

計 34,213 52 3,745 476 38,486 (448) 38,038

営業費用 33,833 115 3,706 465 38,120 (471) 37,649

営業利益又は営業損失(△) 379 △63 38 11 366 22 389

　（注）１　国又は地域の区分の方法およ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　アジア………… フィリピン、インドネシア、中国
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前連結会計年度
（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）

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

　（注）１．国又は地域の区分の方法およ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

２．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）および「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、当社およ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およ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

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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） 198 3,797 686 4,682

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 38,038

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
0.5 10.0 1.8 12.3

　（注）１　海外売上高は、当社およ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およ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、

③　その他の地域…台湾、メキシコ、インドネシア他

前連結会計年度
（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、当社およ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およ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
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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   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   710.75円

１株当たり中間純利益     2.26円

１株当たり純資産額 1,120.33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

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。

なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

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および潜在株式調整後１株当たり中間(当期）純利益の算定上の基礎

項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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）
△476 29 891

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

普通株式およ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）

△476 29 891

普通株式およ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 7,994,918 10,558,166 7,994,769

Ａ種優先株式 3,529,400 2,521,000 3,529,400

普通株式および普通株式と同等の株式に

係る期中平均株式数（株）
11,524,318 13,079,166 11,524,169

潜在株式調整後１株当たり中間(当期）純

利益金額

中間(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)

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)

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。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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、中国での自動車市場が拡大する中、グ

ローバルな自動車部品市場でのコスト競争

力・開発力を向上させ、自動車メーカーの

ニーズに十分応えるために、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との間

において、自動車外装部品の製造販売を目的

とした合弁会社を設立しました。 

会社名 嘉興敏橋汽車零部件有限公司

事業内容 自動車外装樹脂部品の製造販売 

立地 中華人民共和国秀州工業区 

資本金 ８百万米ドル 

出資比率 株式会社アルティア橋本　50%

Forecast Industries　

Limited                 50%

生産開始予定 平成20年３月

連結子会社の固定資産の売却について 

　連結子会社である株式会社テクノモールは

グループ内の生産体制の見直しと経営効率化

の一環として、同社綾瀬工場（神奈川県綾瀬

市）の土地建物を譲渡することを、本年10月

26日同社経営会議にて決定、株式会社アル

ティア橋本の機関決定を経て、同11月13日売

買契約を締結しました。

　譲渡先　　城南建設株式会社

　譲渡価格　320百万円

　譲渡時期　平成19年３月予定

当社連結業績への影響は約100百万円の売却

益を特別利益に計上する見込みであります。

(ただし、現時点での見込みであり、変動す

る可能性があります。）

連結子会社の固定資産の売却について

　連結子会社である株式会社テクノサッシュ

はグループ内の生産体制の見直しと経営効率

化の一環として、同社本社工場（神奈川県横

浜市戸塚区）の土地建物を譲渡することを、

本年11月27日同社経営会議にて決定、株式会

社アルティア橋本の機関決定を経て、同12月

13日売買契約を締結しました。

　譲渡先　　日本綜合地所株式会社

　譲渡価格　620百万円

　譲渡時期　平成19年３月予定

当社連結業績への影響は約300百万円の売却

益を特別利益に計上する見込みであります。

(ただし、現時点での見込みであり、変動す

る可能性があります。）

 (重要な合併）

 　当社の連結子会社である株式会社アルティ

ア橋本は、平成19年8月23日、当社の連結子会

社であるオリオンテクノ株式会社との合併契

約締結を取締役決定し、10月１日合併いたし

ました。当該合併は共通支配下の取引等であ

り、その概要は次のとおりであります。

（１） 結合当事企業の名称およびその事業の

内容

① 結合企業

名称 株式会社アルティア橋本

事業の内容 自動車用品・関連機器の販売

および自動車部品の製造販売

② 被結合企業　

名称 オリオンテクノ株式会社

事業の内容 自動車関連機器の製造、販売

（２） 企業結合日

平成19年10月１日

（３） 企業結合の法的形式

株式会社アルティア橋本を存続会社、オリオ

ンテクノ株式会社を消滅会社とする吸収合併

（４） 結合後企業の名称

株式会社アルティア（平成19年10月１日、株

式会社アルティア橋本から社名変更）

（５） 取引の目的を含む取引の概要

自動車関連機器事業における更なる競争激化

等の環境変化に対応し、事業運営の機動性・

効率性を向上させることを目的として、株式

会社アルティア橋本は、同社の子会社である

オリオンテクノ株式会社を吸収合併しまし

た。 

（６）実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議

会平成15年10月31日）および「企業結合会計

基準および事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準委員会　平成18年12月

22日　企業会計基準適用指針　第10号）に基

づき、共通支配下の取引として会計処理を適

用しました。

エム・エイチ・インベストメント株式会社に

よる当社株式等に関する公開買付けについて

　当社は、平成19年６月19日開催の取締役会

において、エム・エイチ・インベストメント

株式会社（以下、「公開買付者」といいま

す。）による当社株式等に対する公開買付け

（以下、「本公開買付け」といいます。）に

ついて、賛同の意を表明することを決議して

おります。

（1）公開買付者の概要

① 商号 エム・エイチ・インベスト

メント株式会社 

② 事業内容 有価証券の保有およびこれ

に関連付帯する一切の事業 

③ 設立 平成５年10月27日 

④ 本店所在地 東京都千代田区丸の内二丁

目３番２号郵船ビルディン

グ 

⑤ 代表者 大畑　康壽 

⑥ 資本金 410百万円 

⑦ 大株主および

持株比率 

MH Capital PartnersⅡ, 

L.P.（98.76％）

FBF2000, L.P.（1.24％）

⑧ 当社との関係 FBF2000, L.P.（以下、

「FBF2000」といいます。）

とMH Capital PartnersⅡ, 

L.P. （以下、「MHCPⅡ」と

いいます。）の両投資ファ

ンドに発行済株式の100%を

保有されている買収目的会

社であり、既に、FBF2000お

よびMHCPⅡとあわせ、当社

の総議決権数の３分の２以

上にあたる66.9％を保有し

ております。 

（2） 公開買付けの概要

① 買付けを行う

株券等の種類
普通株式、新株予約権

② 買付け等の期

間

平成19年６月20日から平成

19年７月23日まで

③ 大株主および

持株比率 

普通株式：1株につき875円

新株予約権：1個につき

23,800円

（3） 公開買付けに関する意見の内容および

理由

　当社は、①当社グループの現況に鑑みて、

厳しい経営環境の変化に柔軟に対応しつつ大

胆な施策展開も含めた将来の成長路線の礎を

築くためには機動的な意思決定が不可欠であ

ること、②当社普通株式には、当社Ａ種優先

株式の普通株式への転換がなされた場合にお
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（重要な吸収分割）

　当社は平成19年8月23日、当社の連結子会社

である株式会社アルティア橋本との吸収分割

契約締結を取締役会決議し、10月１日に株式

会社アルティア橋本の部品・用品事業に関す

る権利義務、および監査室ならびにコーポレー

ト本部の業務に関する権利義務を承継いたし

ました 。

（１） 結合当事企業又は対象となった事業の

名称およびその事業の内容

① 結合企業

名称 株式会社アルティア（平成19

年10月１日、株式会社アル

ティア橋本から社名変更）

事業の内容 自動車用品・関連機器の販売

および自動車部品の製造販売

② 吸収分割承継会社

名称 株式会社ファルテック

事業の内容 純粋持株会社

（２） 企業結合の法的方式

株式会社アルティア橋本を吸収分割会社、当

社を吸収分割承継会社とする吸収分割であり

ます。

（３） 取引の目的を含む取引の概要

株式会社ファルテックは株式会社アルティア

橋本の部品・用品事業および監査室、コーポ

レート本部の業務を承継し、部品・用品事業

のシナジーを一層強化し、売上・収益の向上

を図るとともに、事業持株会社として国内外

子会社および関連会社９社を統括・管理しま

す。

（４）実施した会計処理の概要

　上記の吸収分割は共通支配下の取引に該当

するため、内部取引としてすべて消去します。

従って、この会計処理が連結財務諸表に与え

る影響はありません。

ける潜在的な上場廃止リスクがあること、お

よび③本公開買付けにおける買付価格は、当

社普通株式1株あたり875円、第３回新株予約

権１個につき23,800円となる予定であり、買

付価格は妥当であると判断されることを踏ま

え、本公開買付けは当社の企業価値の観点か

ら最善の選択であって株主共同の利益に資す

るものであると判断し、本公開買付けに賛同

することといたしました。

　なお、公開買付者は、本公開買付けにおい

て買付けを行う株券等の数に上限を設定して

いないため、本公開買付けの結果、株式会社

東京証券取引所の株券上場廃止基準に該当し

た場合、当社の普通株式は、所定の手続を経

て上場廃止となる可能性があります。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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 18 15 32

２　短期貸付金 5,311 3,371 2,626

３　その他 23 29 16

流動資産合計 5,353 31.1 3,416 22.5 △1,937 2,675 18.4

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１ 0 0 0

２　無形固定資産 1 0 0

３　投資その他の
資産

(1）投資有価証
券

11,342 11,342 11,342

(2）長期貸付金 480 400 440

(3）その他 25 28 32

計 11,847 11,771 11,815

固定資産合計 11,849 68.8 11,772 77.4 △76 11,816 81.5

Ⅲ　繰延資産 23 0.1 14 0.1 △9 18 0.1

資産合計 17,226 100.0 15,203 100.0 △2,023 14,510 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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　短期借入金 5,190 3,270 2,513

２　一年以内に返
済予定の長期
借入金

80 80 80

３　その他 ※２ 43 16 25

流動負債合計 5,313 30.9 3,366 22.2 △1,946 2,618 18.1

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 480 400 440

２　役員退職慰労
引当金

59 87 73

固定負債合計 539 3.1 487 3.2 △52 513 3.5

負債合計 5,853 34.0 3,854 25.4 △1,998 3,131 21.6

（純資産の部）        

 Ⅰ　株主資本        

 １　資本金 4,000 23.2 4,000 26.3 ― 4,000 27.6

 ２　資本剰余金        

 (１)資本準備金 7,342  7,342  7,342   

 資本剰余金合計 7,342 42.6 7,342 48.3 ― 7,342 50.6

 ３　利益剰余金        

 (１)その他利益
剰余金

       

 　　繰越利益剰
余金

32   16    33   

 利益剰余金合計 32 0.2 16 0.1 △16 33 0.2

 ４　自己株式 △4 △0.0 △9 △0.1 △5 △4 △0.0

 株主資本合計 11,370 66.0 11,348 74.6 △22 11,371 78.4

Ⅱ　新株予約権 2 0.0 ― ― △2 7 0.0

 純資産合計 11,373 66.0 11,348 74.6 △25 11,379 78.4

 負債純資産合計 17,226 100.0 15,203 100.0 △2,023 14,510 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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　営業収益

経営管理料 106   116    213   

金融手数料 19 126 100.0 16 132 100.0 6 39 253 100.0

Ⅱ　営業費用

一般管理費 117 117 93.3 114 114 86.4 △3 237 237 93.7

営業利益 8 6.7 18 13.6 9 16 6.3

Ⅲ　営業外収益 ※１ 23 18.4 26 20.1 3 56 22.2

Ⅳ　営業外費用 ※２ 27 21.8 30 23.3 3 65 25.7

経常利益 4 3.3 13 10.4 9 7 2.8

Ⅴ　特別利益 ― ― 9 7.1 9 ― ―

Ⅵ　特別損失 ― ― 39 29.8 39 1 0.6

税引前中間
（当期）純利
益

4 3.3 ― ― △4 5 2.2

税引前中間純
損失

― ― 16 △12.3 16 ― ―

法人税、住民
税及び事業税

8 0 17

法人税等調整
額

△6 2 2.2 0 0 0.5 △2 △14 3 1.3

中間（当期）
純利益

1 1.1 ― ― △1 2 0.9

中間純損失 ― ― 16 △12.8 16 ― ―
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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
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

中間会計期間中の変動額

中間純利益    1 1  1

自己株式の取得      △0 △0

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

       

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

― ― ― 1 1 △0 1

平成18年９月30日　残高
（百万円）

4,000 7,342 7,342 32 32 △4 11,370

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

中間会計期間中の変動額

中間純利益  1

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

2 2

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

2 3

平成18年９月30日　残高
（百万円）

2 11,373
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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
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19年３月31日　残高
（百万円）

4,000 7,342 7,342 33 33 △4 11,371

中間会計期間中の変動額

中間純損失    △16 △16  △16

自己株式の取得      △5 △5

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

       

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

― ― ― △16 △16 △5 △22

平成19年９月30日　残高
（百万円）

4,000 7,342 7,342 16 16 △9 11,348

新株予約権 純資産合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

7 11,379

中間会計期間中の変動額

中間純損失  △16

自己株式の取得  △5

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△7 △7

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△7 △30

平成19年９月30日　残高
（百万円）

― 11,348
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　資産の評価基準および評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式

移動平均法による原価法

１　資産の評価基準および評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式

同左

１　資産の評価基準および評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式

同左

２　固定資産の減価償却方法

(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。

 器具および備品　　　　　　　５年

２　固定資産の減価償却方法

(1）有形固定資産

同左

２　固定資産の減価償却方法

(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。　

工具器具および備品　　　　５～８年

 （会計処理の変更） 

　当社は 法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産ついて、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。

　この変更による損益への影響はありませ

ん。

（追加情報）

　当社は、法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により、取得価

額の５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。

　これによる損益への影響はありません。

 

(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

(2）無形固定資産

同左

３　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、内規に基づく中間会計期間末要支

給額を計上しております。

３　引当金の計上基準

(1）役員退職慰労引当金

同左

３　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　その他中間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方法

税抜方式を採用しております。

４　その他中間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方法

同左

４　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方法

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等）　

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）および「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11,370百万円であります。

なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

――――― （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）および「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）

当中間会計期間より、「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）および「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、経常利益および税引

前中間純利益がそれぞれ２百万円減少してお

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）および「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、経常利益および税引

前当期純利益がそれぞれ７百万円減少してお

ります。

追加情報

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――― ――――― 当社グループは、グループの収益の増強、

効率性の向上を図るために、平成19年２月14

日開催の取締役会において、当社子会社（株）

アルティア橋本の機工・機器・パワー事業を

会社分割によりオリオンテクノ（株）に承継

させ、同時に（株）アルティア橋本の部品・

用品事業を当社が吸収合併することによりグ

ループ再編を行うことを決議致しました。か

かる会社分割および合併の諸条件につきまし

ては、詳細を検討中であります。

なお、会社分割および合併の期日は平成19

年10月１日を予定しております。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――― 当社株式の非公開化について

　当社は、平成19年６月19日の取締役会にお

いて、エム・エイチ・インベストメント株式

会社 （以下、ＭＨＩ）による当社株式等に対

する公開買付けについて、賛同の意を表明す

ることを決議し、その後以下の経緯を経て、

上場廃止となります。

① MHIによる公開買付けの実施

公開買付けは平成19年６月20日から平成19年7

月31日まで実施され、ＭＨＩは当社の普通株

式3,343,420株および新株予約権を普通株式に

換算した数144,800株を取得しました。

②当社は、平成19年８月17日にエム・エイチ・

キャピタル・パートナーズⅡエル・ピーの請

求により、当社A種優先株式3,529,400株を取

得するのと引換えに当社普通株式8,982,005株

を交付しました。

③平成19年10月23日の臨時株主総会および普

通株主による種類株主総会において、当社普

通株式を全部取得条項付株式とすること等の

ための定款変更、ならびに、全部取得条項付

株式の取得を決議しました。定款変更の効力

発生日　平成19年11月30日

④上記③による定款変更等の結果、当社普通

株式に係る株券は東京証券取引所の株券上場

廃止基準に該当するため、平成19年11月24日

をもって上場廃止となる予定です。 

―――――

――――― 資本準備金の減少

　当社は平成19年10月23日の臨時株主総会に

おいて、資本準備金の減少を決議しました。

① 減少の目的

前述の株式非公開化に伴い、端数株式買取等

のための分配可能額を確保するとともに、今

後の機動的な資本政策の実現を図るため。

② 減少の額

平成19年９月30日現在の資本準備金の額

7,342,306,920円のうち、3,000,000,000円を

その他資本剰余金に振り替えます。

③ 効力発生日

平成19年11月30日

―――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（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

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 0百万円

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等および仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債のその他に含めて

表示しております。

※２　消費税等の取扱い

同左

※２　　　　　　―――――　

　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)

㈱テクノサッシュ 銀行借入金 38

合計 38

保証先 種類
金額

(百万円)

㈱テクノサッシュ 銀行借入金 28

合計 28

保証先 種類
金額

(百万円)

㈱テクノサッシュ 銀行借入金 33

合計 33

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

貸付金利息   22百万円 貸付金利息     25百万円 貸付金利息     55百万円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息   22百万円

創立費償却  4百万円

支払利息     26百万円

創立費償却   4百万円

支払利息     55百万円

創立費償却   9百万円

　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額

有形固定資産  0百万円

無形固定資産  0百万円

有形固定資産   0百万円

無形固定資産   0百万円

有形固定資産   0百万円

無形固定資産   0百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類および株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式 3,576 295 ― 3,871

合計 3,576 295 ― 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。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類および株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式 4,231 6,315 ― 10,546

合計 4,231 6,315 ― 10,546

 　　　　　(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。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類およ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。
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（リース取引関係）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

前中間会計期間末(平成18年９月30日)

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末(平成19年９月30日)

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末(平成19年３月31日)

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――― （重要な吸収分割）

当社は平成19年８月23日、当社の子会社であ

る株式会社アルティア橋本との吸収分割契約

締結を取締役会決議し、10月１日に株式会社

アルティア橋本の部品・用品事業に関する権

利義務、および監査室ならびにコーポレート

本部の業務に関する権利義務を承継いたしま

した 。

（１） 結合当事企業又は対象となった事業の

名称およびその事業の内容

① 吸収分割会社

名称 株式会社アルティア（平成19

年10月１日、株式会社アル

ティア橋本から社名変更）

事業の内容
自動車用品・関連機器の販売

および自動車部品の製造販売

② 吸収分割承継会社

名称 株式会社ファルテック

事業の内容 純粋持株会社

（２） 企業結合の法的方式

株式会社アルティア橋本を吸収分割会社、当

社を吸収分割承継会社とする吸収分割であり

ます。

（３） 取引の目的を含む取引の概要

株式会社ファルテックは株式会社アルティア

橋本の部品・用品事業および監査室、コーポ

レート本部の業務を承継し、部品・用品事業

のシナジーを一層強化し、売上・収益の向上

を図るとともに、事業持株会社として国内外

子会社および関連会社９社を統括・管理しま

す。

（４）実施した会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審

議会平成15年10月31日）および「企業結合会

計基準および事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準委員会　平成18年12

月22日　企業会計基準適用指針　第10号）に

基づき、共通支配下の取引として会計処理を

適用しました。

―――――
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