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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(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 ％

20年３月期 53,687 11.0 1,938 △0.6 1,411 △21.4 610 △53.8

19年３月期 48,355 0.8 1,949 △41.1 1,796 △48.7 1,322 △43.6

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 ％ ％ ％

20年３月期 60 07 － － 2.9 3.4 3.6

19年３月期 129 99 － － 6.5 4.5 4.0

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 40,197 21,417 51.8 2,047 24

19年３月期 42,085 21,989 50.0 2,069 64

（参考）自己資本 20年３月期 20,820百万円 19年３月期 21,048百万円

(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

20年３月期 4,472 △2,034 △1,348 5,678

19年３月期 △857 △3,106 3,033 4,575

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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － － 18 00 － － 18 00 36 00 366 27.7 1.8

20年３月期 － － 18 00 － － 18 00 36 00 366 59.9 1.7

21年３月期（予想） － － 18 00 － － 18 00 36 00 － 73.2 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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

第２四半期連結累計期間 23,000 △10.3 200 △62.5 150 △69.0 0 － 0 00

通期 47,500 △11.5 1,050 △45.8 950 △32.7 500 △18.2 49 17
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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　　　　　　　　有

（注）詳細は、24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」をご覧ください。

(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） 20年３月期 10,200,000株 19年３月期 10,200,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 30,168株 19年３月期 30,073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、34ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 33,476 △2.8 426 △71.2 34 △97.9 △651 －

19年３月期 34,443 △1.7 1,481 △17.8 1,633 △26.3 1,105 △25.6

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

20年３月期 △64 02 － －

19年３月期 108 67 － －

(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

20年３月期 29,734 15,974 53.7 1,570 73

19年３月期 32,627 17,523 53.7 1,723 12

（参考）自己資本 20年３月期 15,974百万円 19年３月期 17,523百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間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

第２四半期累計期間 15,000 △4.1 △150 － 150 － 100 － 9 83

通期 31,000 △7.4 100 △76.6 400 － 250 － 24 58

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当期の概況（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、高成長を続ける新興国向けを中心とした輸出の高い伸びに支えられて景

気回復を続けてきました。しかし、原油価格の高騰や原材料価格上昇の長期化に伴い利益率が悪化し、企業収益は減

少に転じ、設備投資も減速いたしました。また、個人消費は緩やかな増加が続いていましたが、所得の伸びが低迷す

る中、ガソリン、食料品等消費者に身近な品目を中心に物価が上昇したために、消費者心理は大きく悪化いたしまし

た。

　当社グループの主要分野である自動車業界は、国内自動車販売台数は年度を通して低迷が続き、小型乗用車は大幅

な減少となりました。しかし、主として景気が堅調に推移しているアジア、北米市場の需要増加に応えるべく生産台

数は増加いたしました。さらに、自動車メーカーはコスト競争力を求め、生産の海外移転を急加速させるとともに、

部品の「世界最適調達」を展開したことにより、部品メーカーはメーカー間のコスト競争に一層の拍車をかけること

となりました。

　この様な情勢の中で当社グループは、『原点回帰』をスローガンとして、中期経営計画の実現に向け、基幹商品・

技術の競争力No.１化への挑戦、多様化するお客様のニーズに応えるための商品開発力の強化、品質の向上及びグルー

プ全体の経営管理システム構築等に取組んでまいりました。

　具体的な活動成果としては、北米市場対応への強化を図るために、メキシコの子会社ALPHA HI-LEX S.A.de C.V.に

おいて工場を移転し、生産ラインを増設いたしました。また、中国の子会社ALPHA (GUANGZHOU) AUTOMOTIVE PARTS 

Co.,LTD.において自動車部品産業の品質マネージメントシステムの国際標準規格であるＴＳ16949を取得いたしました。

新商品といたしましては、①履歴管理機能付ICカード錠（チェックロック）、②指静脈認証機能を搭載した貴重品ロッ

カー、③非接触型ICカード・フリーペーパーラック・液晶ディスプレイ（広告ボード）を一体化した多機能ロッカー

を市場に投入しております。

　しかしながら、原材料価格高騰の影響による収益の悪化、大型車から小型車へのシフトに伴う販売価格・利益率の

悪化、急速な円高による為替差損の発生等により前連結会計年度に比べ減益となりました。

　以上の事業活動の結果、当連結会計年度の業績は、売上高が53,687百万円（前期比11.0％増）、営業利益が1,938百

万円（同0.6％減）、経常利益が1,411百万円（同21.4％減）、当期純利益が610百万円（同53.8％減）となりました。

なお、当連結会計年度において、特別損失として投資有価証券の減損処理の発生及びメキシコでの新工場移転に伴う

固定資産除却損等を計上いたしました。

　事業のセグメントの業績は以下のとおりであります。

（自動車部品事業）

　自動車部品事業におきましては、主要得意先のグローバル生産台数が前年比9.6％増加したこと、さらに、中国の

子会社ALPHA (GUANGZHOU) AUTOMOTIVE PARTS Co.,LTD.の本格稼動等により売上高は増加いたしました。原材料費の

高騰の影響を受けましたが、中国の子会社の本格稼動及びメキシコの子会社ALPHA HI-LEX S.A.de C.V.において新

工場建設による歩留率改善効果が実を結んだこと等により増益となりました。

　この結果、売上高は46,526百万円（前期比14.0％増加）、営業利益は1,614百万円（同22.4％増加）となりました。

（セキュリティ機器事業）

　セキュリティ機器事業では、レジャー関連部門での売上高は増加いたしました。しかし、主力分野である住宅用

ロック部門において、平成19年６月20日に施行された改正建築基準法で建築確認の審査基準が厳格化された影響に

より新設住宅着工戸数が７月以降急速に落ち込んだため、売上高は減少いたしました。また、産業用ロック部門で

は前連結会計年度における取替需要が一段落したために売上高は減少いたしました。ロッカーシステム部門におい

ては、ターミナルロッカーの受注が計画どおり進み、売上高は増加となりました。一方、原材料価格高騰の影響に

より収益は悪化し、事業全体として減収減益となりました。

　この結果、売上高は7,405百万円（前期比5.8％減少）、営業利益は283百万円（同53.4％減少）となりました。

㈱アルファ（3434）平成 20 年３月期決算短信

－ 3 －



　所在地別セグメントの状況は以下のとおりであります。

（日本）

　自動車部品事業におきましては、主要得意先の国内生産台数が増加したために売上高は増加いたしました。しか

し、原材料価格の高騰の影響により営業利益は減少となりました。　　　　

　セキュリティ機器事業におきましては、レジャー関連部門での売上高は増加しましたが、主力分野である住宅用

ロック部門において、住宅着工件数の減少により売上高は減少しました。また、産業用ロック部門おいては前連結

会計年度における取替需要が一段落したために売上高は減少いたしました。ロッカーシステム部門においては、ター

ミナルロッカーの受注が計画どおり進み、売上高は増加となりました。一方、原材料価格の高騰の影響により収益

は悪化し、事業全体として減収減益となりました。

　この結果、売上高は36,727百万円（前期比0.8％減少）、営業利益は732百万円（同61.3％減少）となりました。

（北米）

　北米における主要得意先の自動車生産台数は増加し、高付加価値商品の受注増加により売上高は増加いたしまし

た。原材料費の高騰の影響を受けましたが、メキシコの子会社ALPHA HI-LEX S.A.de C.V.において新工場建設によ

る歩留率改善効果が実を結んだこと等により北米としては増収増益となりました。

　この結果、売上高は14,051百万円（前期比10.1％増加）、営業利益は239百万円（前期は営業損失495百万円）と

なりました。

（アジア）

　ASEAN市場における自動車産業の好調により、タイの子会社ALPHA INDUSTRY (Thailand)Co.,LTD.において売上高

が順調に増加し、さらに中国の子会社ALPHA (GUANGZHOU) AUTOMOTIVE PARTS Co.,LTD.の本格稼動により売上高、営

業利益共に大幅に増加し、増収増益となりました。

　この結果、売上高は10,226百万円（前期比79.9％増加）、営業利益は608百万円（同37.2％増加）となりました。

②　次期の業績見通し

　今後の経営環境といたしましては、世界経済は新興国を中心に引き続き堅調な拡大が見込まれるものの、米国経済

の後退懸念が高まっている等先進国経済では更なる減速が見込まれています。また、為替の大幅な変動、原油価格の

高騰及び原材料価格の上昇等さまざまなリスクを抱えており、不確実性が増しております。日本経済も景気減速は避

けられないと見られ、経営環境は予断を許さない状況にあります。

　当社の主要分野である自動車業界においては、新興国では生産台数の増加が見込まれるものの、北米、日本等先進

国において減速すると予測されております。

　このような状況のなか、現時点における平成21年3月期（平成20年4月1日から平成21年3月31日）の連結業績の見通

しは、連結売上高は47,500百万円（当期比11.5％減）、営業利益は1,050百万円（同45.8％減）、経常利益は950百万

円（同32.7％減）、当期純利益は500百万円（同18.2％減）と予測しております。（当社グループの前提為替レートは、

通期平均で1米ドル＝100円、1元＝14円、1タイバーツ＝3円、メキシコペソ＝9.5円です。）

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

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

予想と乖離することもありえますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。

㈱アルファ（3434）平成 20 年３月期決算短信
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(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

（資産の部）

　当連結会計年度末における資産の部の残高は、40,197百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,888百万円減少い

たしました。

　流動資産は、現金及び預金が1,103百万円増加いたしましたが、たな卸資産が1,397百万円減少したこと及び売上

債権135百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ1,295百万円減少となり、23,249百万円となりました。

　有形固定資産については、減価償却費が2,021百万円ありましたが、メキシコの子会社における新工場の建設等に

より44百万円増加いたしました。

　無形固定資産は、ソフトウェアの購入等により23百万円増加いたしました。また、時価のあるその他有価証券に

含み損が発生したこと等により投資その他の資産は、660百万円減少いたしました。

　以上により、固定資産は前連結会計年度末に比べ592百万円減少し、16,948百万円となりました。

（負債の部）

　当連結会計年度末における負債の部の残高は、18,780百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,315百万円減少い

たしました。

　流動負債は、仕入債務が減少したことに加え、製品保証引当金の取崩しを実施したこと及びコミットメントライ

ンの利用額を圧縮し短期借入金が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ1,093百万円減少となり、14,264百

万円となりました。

　固定負債は、メキシコの子会社の設備投資資金を借入金により調達いたしましたが、約定返済が着実に進行して

いること等により前連結会計年度末に比べ222百万円減少し、4,515百万円となりました。

（純資産の部）

　当連結会計年度末における純資産の部の残高は、21,417百万円となり、前連結会計年度末に比べ572百万円減少い

たしました。

②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,102百万円

増加し、当連結会計年度末には5,678百万円となりました。要因といたしましては、税金等調整前当期純利益は1,048

百万円と前期比45.4％減少となり、支払債務も減少しましたが、減価償却費の増加、たな卸資産の減少、売上債権

の減少等により営業活動によるキャッシュ・フローは増加いたしました。さらに、前連結会計年度に比べ、設備投

資が減少したこと等により投資活動によるキャッシュ・フローの支出が減少しました。一方、金融機関からの借入

による調達等を極力控えたこと等により、財務活動によるキャッシュ・フローは減少いたしました。なお、当連結

会計年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」との差額であ

るフリー・キャッシュ・フローは2,438百万円の増加（前年同期は3,964百万円の減少）となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは4,472百万円となり、前期に比べ5,330百万円増加いたしました。主な

増加要因は、たな卸資産の減少、売上債権の減少、法人税等の支払額の減少等です

（投資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・フローは△2,034百万円となり、前期に比べ1,071百万円の支出減少となりまし

た。主な要因は、中国の子会社設備投資が一段落したこと等による有形固定資産の取得による支出の減少や、

投資有価証券の取得による支出の減少等です。
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（財務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・フローは△1,348百万円となりました（前年同期は3,033百万円の資金獲得）。

主な減少要因は、金融機関からの借入による調達を極力控えたこと等です。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 38.6 45.9 52.9 50.0 51.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
- 111.0 136.8 59.6 25.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
231.2 57.2 155.4 － 105.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
20.0 79.7 31.6 － 28.0

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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

（注１）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。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）平成16年３月期の時価ベースの自己資本比率については、当社株式は非上場・非登録でありますので記載して

おりません。

（注４）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。

（注５）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。

（注６）平成19年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッ

シュ・フローがマイナスでしたので記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

た配当を継続して実施していくことを基本方針としております。内部留保資金につきましては、今後予想される経営

環境の変化に対応すべく、お客様のニーズに応える新技術・新製品の開発体制を強化するとともに、グローバル戦略

のために有効投資し、収益向上に努めてまいりたいと考えております。

　以上の方針に基づき、当期末の配当金につきましては、『１株当たり18円』の配当を予定しております。なお、中

間配当金を含めた当期配当金は36円となり、前年と同額となります。

　次期の配当金につきましては業績見通しも勘案したうえで、中間配当金として１株当たり18円、期末配当金として

１株当たり18円とし、年間配当金は36円となり、当年と同額を予定しております。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある事項は以下のとおりであります。また、必ずし

もそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の皆様の投資判断上、重要であると考えられる事項

につきましては、投資家の皆様に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社グルー

プは、これらのリスクを十分に認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に最大限の努力をしてまいりま

す。下記事項のうち将来に関する事項は当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであります。

①　為替変動の影響について

　当社グループの連結売上高に占める海外売上高は、前連結会計年度で37.0％、当連結会計年度で43.0％となって

おり増加傾向にあります。このため、当社グループの業績及び財務状況は為替変動による影響が増加する傾向にあ

ります。

　従いまして、当社グループの連結財務諸表については現地通貨から円換算相場が大幅な円高となった場合には、

当社グループの業績及び財務状況にマイナスの影響を与える可能性があります。

㈱アルファ（3434）平成 20 年３月期決算短信

－ 6 －



②　原油価格及び原材料価格高騰の影響について

　原油価格及び原材料価格が高騰している一方で、主要材料の市況変動を販売価格に転嫁することが困難な製品も

あるため、利益率に影響を受ける可能性があります。

③　海外事業展開のリスクについて

　当社グループは、北米及びアジア地域に現地法人を設立し事業展開をしておりますが、それぞれの国や地域にお

いて、環境の違いに基づく労働争議、電力・水・輸送等インフラ部分での障害、戦争・テロ及び治安の悪化、伝染

病等衛生上の問題等の発生があった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

④　知的財産・製造物責任・法規制等のリスクについて

　当社グループでは、他社の特許・知的財産権に配慮しながら製品や技術の開発を行っておりますが、これらの開

発等の成果が他社の特許・知的財産権を侵害しているとして、当社グループに不利な判断がなされる可能性があり

ます。また、製品の欠陥に起因して損害賠償に繋がるリスクが現実化し、これを保険により補填できない事態が生

じる可能性、及び、法規制により事業活動が制限される可能性があります。これらのリスクが顕在化する場合には、

当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑤　有価証券投資のリスクについて

　当社は、取引先や取引金融機関の株式を中心に長期保有目的での有価証券投資を行っております。当社保有株式

の価格変動が、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

２．企業集団の状況
 

　最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

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

の基本方針に基づき事業活動を展開していきます。

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

性を実現する。

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

バルな企業を目指す。

③　最高品質のキーとロック商品並びにサービスを提供し、お客様に安心と利便性をお届けする信頼される企業グ

ループを目指す。

④　社会的公正性を重んじ、社会に貢献する。

⑤　すべての事業活動を通じて、地球環境の保全に取組み、自然との調和を目指す。

(2）目標とする経営指標

　当社グループにおける企業価値向上のための経営指標は「連結売上高営業利益率」です。

　近年、為替の大幅な変動、原油価格の高騰及び原材料価格の上昇、さらには米国経済の後退懸念等外部環境は激し

さを増しています。当社グループはグローバルな視点での「モノ造りの強化」、「総コスト低減」等経営課題解決に

向けた取組みにより当社が前提とする為替レートにおいても、中期的に連結売上高営業利益率４％以上を確保できる

収益体質への転換を進めていきます。
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(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、中期経営方針として「強みの発現」を掲げ、潜在する強みを果敢な行動により事業業績として実

現するべくグループ一丸となり取組んでまいります。

　当社グループのさらなる発展・飛躍に向けた経営戦略は、次のとおりです。

①　収益力の強化

　　　利益・価格・原価の計画と管理を源流から立て直し、グローバルで最適化をして収益力の強化を図っていき

ます。また、新統合基幹業務システム導入により総合的な管理機能強化を図って収益増強に集中いたします。

②　グローバルでのモノ造りの強化

　顧客から信頼されるモノ造りの強化を図り、顧客から評価される品質目標の達成に向け、積極的な取組みを

していきます。今後、タイの子会社における生産設備関連の大型投資を始め品質の改善及び受注増に即応でき

る体制作りに注力します。

③　顧客の拡大

　顧客の拡大に向け一層の営業強化を図ります。自動車部品事業では北米・中国における顧客との取引拡大、

セキュリティ機器事業では海外市場の開拓に努めます。更に、品質・原価・納期・開発力・管理技術の強化を

図り、顧客満足度の向上に努めます。

④　人材の開発

　今後の事業規模拡大を見据え、人材の開発に努めます。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループを取り巻く事業環境は、原油価格高騰及び原材料価格の上昇、為替変動、サブプライムローン問題の

行方の不透明さがあることに加え、先進国における自動車販売の低迷、グローバル競争の激化、住宅着工件数の減少

が予測され、更には経営リスク管理コストの増加等、さまざまなリスクを抱えており、厳しい状況が続くと思われま

す。

　この中で、当社グループは、顧客のニーズを満たす魅力ある商品を常に提供し、収益を安定的に確保する企業体質

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

を通じて世界中の顧客から安心・信頼されるオンリーワンブランドとしての『アルファブランド』の地位確立のため

に全社員が切磋琢磨していきます。

　この実現のために次の事項を課題としております。

①　商品開発力の強化

　キーとキーレス商品及び付随する商品サービスは、無限の可能性をもっております。当社グループのコア技

術（認識・識別・メカトロ技術）を活用し、『顧客から満足していただける商品開発（次世代を支える新製品

開発）』を基本コンセプトとし、新しい素材、製法、電子化を含めた多機能化等の研究に真摯に取組み、その

ために充分な資源を投入していきます。

②　グローバル総コスト低減による収益体質の実現

　現在、原油価格高騰及び原材料価格上昇に伴う生産コスト上昇は避けられない状況となっております。その

ような中、当社グループは、グローバル視点での総コスト低減及び最適な生産プロセスを推進するとともに、

グローバル購買活動により材料費の低減を図り、収益体質の更なる改善に取組んでいきます。
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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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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 *３ 4,782 5,885  

２．受取手形及び売掛金 *６ 10,435 10,300  

３．たな卸資産 6,776 5,379  

４．繰延税金資産 430 591  

５．その他 2,123 1,096  

貸倒引当金 △3 △3  

流動資産合計 24,544 58.3 23,249 57.8 △1,295

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 *１

(1）建物及び構築物 *３ 4,253 4,488  

(2）機械装置及び運搬具 *３ 4,347 4,730  

(3）工具器具及び備品 1,807 2,287  

(4）土地 *３ 1,625 1,638  

(5）建設仮勘定 1,419 352  

有形固定資産合計 13,453 32.0 13,497 33.6 44

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 150 173  

(2）その他の無形固定資
産

103 103  

無形固定資産合計 253 0.6 276 0.7 23

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 *２ 3,430 2,654  

(2）長期貸付金 7 4  

(3）繰延税金資産 241 322  

(4）その他 207 244  

貸倒引当金 △52 △51  

投資その他の資産合計 3,834 9.1 3,173 7.9 △660

固定資産合計 17,540 41.7 16,948 42.2 △592

資産合計 42,085 100.0 40,197 100.0 △1,888
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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 9,224 8,575  

２．短期借入金 *３ 2,201 1,629  

３．１年以内返済予定の長
期借入金

*３ 989 713  

４．未払金 1,088 898  

５．未払費用 1,056 837  

６．未払法人税等 118 214  

７．賞与引当金 － 494  

８．役員賞与引当金 － 4  

９．製品保証引当金 260 130  

10. 繰延税金負債 － 166  

11．その他 417 600  

流動負債合計 15,358 36.5 14,264 35.5 △1,093

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 *３ 2,505 2,371  

２．繰延税金負債 1 1  

３．退職給付引当金 431 345  

４．長期未払金  1,725 1,750  

５．負ののれん  2 1  

６．その他 71 46  

固定負債合計 4,737 11.3 4,515 11.2 △222

負債合計 20,095 47.8 18,780 46.7 △1,315

㈱アルファ（3434）平成 20 年３月期決算短信

－ 10 －



前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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   2,760 6.6  2,760 6.9 －

２．資本剰余金   2,952 7.0  2,952 7.3 －

３．利益剰余金   13,918 33.1  14,162 35.2 244

４．自己株式   △22 △0.1  △22 △0.0 0

　　株主資本合計   19,607 46.6  19,852 49.4 244

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  526 1.2  277 0.7 △249

２．繰延ヘッジ損益   125 0.3  △157 △0.4 △288

３．為替換算調整勘定   788 1.9  847 2.1 59

　　評価・換算差額等合計   1,440 3.4  967 2.4 △472

Ⅲ　少数株主持分   941 2.2  597 1.5 △344

純資産合計   21,989 52.2  21,417 53.3 △572

負債純資産合計   42,085 100.0  40,197 100.0 △1,888
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 48,355 100.0 53,687 100.0 5,332

Ⅱ　売上原価 *２ 40,438 83.6 45,940 85.6 5,502

売上総利益 7,916 16.4 7,746 14.4 △169

Ⅲ　販売費及び一般管理費 *1,2 5,966 12.4 5,808 10.8 △158

営業利益 1,949 4.0 1,938 3.6 △11

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 48 48

２．受取配当金 41 39

３．受取ロイヤリティ 14 －

４．為替差益 24 －

５．受取保険金 140 118

６．その他 113 381 0.8 75 282 0.5 △99

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 92 155

２．為替差損 － 352

３．投資有価証券評価損 85 259

４．支払手数料 6 4

５．受託購買差損 298 －

６．その他 52 535 1.1 37 809 1.5 274

経常利益 1,796 3.7 1,411 2.6 △384
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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)

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 *３ 11 47

２．投資有価証券売却益  171 3

３．貸倒引当金戻入益  0 －

４．和解金  60 －

５．退職給付制度一部終了
益

*５ 111 －

６．その他 5 359 0.8 0 52 0.1 △307

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損  0 2

２．固定資産除却損 *４ 231 140

３. 事務所移転費用  4 －

４. 投資有価証券減損処理
額 

 － 224

５．その他 － 236 0.5 47 415 0.7 178

税金等調整前当期純利
益

1,919 4.0 1,048 2.0 △870

法人税、住民税及び事
業税

507 508

法人税等調整額 297 804 1.7 267 776 1.5 △28

少数株主利益（△損
失）

△207 △0.4 △338 △0.6 △130

当期純利益 1,322 2.7 610 1.1 △711

㈱アルファ（3434）平成 20 年３月期決算短信

－ 13 －



(3）連結株主資本等変動計算書

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）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

2,760 2,952 12,956 △22 18,646

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △172  △172

剰余金の配当   △183  △183

役員賞与（注）   △4  △4

当期純利益   1,322  1,322

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）

－ － 961 － 961

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,760 2,952 13,918 △22 19,607

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

928 － 181 1,110 913 20,669

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △172

剰余金の配当      △183

役員賞与（注）      △4

当期純利益      1,322

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△401 125 606 330 28 358

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△401 125 606 330 28 1,319

平成19年３月31日　残高
（百万円）

526 125 788 1,440 941 21,989

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日　残高
（百万円）

2,760 2,952 13,918 △22 19,607

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △366  △366

当期純利益   610  610

自己株式の取得    △0 △0

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）

－ － 244 △0 244

平成20年３月31日　残高
（百万円）

2,760 2,952 14,162 △22 19,852

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

526 125 788 1,440 941 21,989

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当      △366

当期純利益      610

自己株式の取得      △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△249 △283 59 △472 △344 △816

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△249 △283 59 △472 △344 △572

平成20年３月31日　残高
（百万円）

277 △157 847 967 597 21,417
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,919 1,048

減価償却費 1,625 2,080

負ののれん償却額 △0 △0

貸倒引当金の増減額(減
少：△)

2 △1

受取利息及び受取配当金 △89 △88

支払利息 92 155

投資有価証券評価損及び
評価損戻入益(益：△)

85 259

投資有価証券減損処理額 － 224

投資有価証券売却損益
(益：△)

△171 △3

固定資産売却益 △11 △47

固定資産除却損 231 140

固定資産売却損 0 2

退職給付引当金の増減額
(減少：△)

△76 △34

賞与引当金の増減額(減
少：△) 

－ 494

役員賞与引当金の増減額
(減少：△) 

－ 4

製品保証引当金の増減額
(減少：△)

△475 △130

売上債権の増減額(増
加：△)

△38 143

たな卸資産の増減額(増
加：△)

△3,194 1,177

その他流動資産の増減額
(増加：△)

△498 713

仕入債務の増減額(減
少：△)

1,345 △527

その他流動負債の増減額
(減少：△)

△476 △539

長期未払金の増減額(減
少：△)

△239 △189

役員賞与の支給額 △4 －

その他 △196 △1

小計 △169 4,882
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

利息及び配当金の受取額 87 91

利息の支払額 △79 △159

法人税等の支払額 △696 △341

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△857 4,472

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の預入による支
出

－ △0

定期預金の払出による収
入

0 －

有形固定資産の取得によ
る支出

△3,457 △2,475

有形固定資産の売却によ
る収入

823 691

投資有価証券の取得によ
る支出

△817 △133

投資有価証券の売却によ
る収入

341 7

貸付けによる支出 △3 △2

貸付金の回収による収入 10 6

その他 △4 △129

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,106 △2,034

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入れによる収入 4,929 7,700

短期借入金の返済による
支出

△3,619 △8,259

長期借入れによる収入 3,031 592

長期借入金の返済による
支出

△836 △1,013

社債の償還による支出 △340 －

自己株式の取得による支
出

－ △0

配当金の支払額 △355 △366

少数株主への配当金の支
払額

△0 △1

子会社増資に伴う少数株
主による払込収入

224 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

3,033 △1,348
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△116 12

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

△1,048 1,102

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

5,624 4,575

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

4,575 5,678
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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

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　７社

連結子会社の名称

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION

ALPHA INDUSTRY (Thailand)  

Co.,LTD.

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

ALPHA (GUANGZHOU) AUTOMOTIVE 

PARTS Co.,LTD.

群馬アルファ㈱

九州アルファ㈱

㈱アルファロッカーシステム

(1）連結子会社の数　７社

連結子会社の名称

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION

ALPHA INDUSTRY (Thailand)  

Co.,LTD.

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

ALPHA (GUANGZHOU) AUTOMOTIVE 

PARTS Co.,LTD.

群馬アルファ㈱

九州アルファ㈱

㈱アルファロッカーシステム

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

㈱アルファエンタープライズ

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は小規模であり、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）非連結子会社の名称等

非連結子会社

㈱アルファエンタープライズ

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の非連結子会社

　該当する会社はありません。

(1）持分法適用の非連結子会社

同左

(2）持分法適用の関連会社

　該当する会社はありません。

(2）持分法適用の関連会社

同左

(3）持分法を適用しない非連結子会社名

　　　㈱アルファエンタープライズ

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しております。

(3）持分法を適用しない非連結子会社名

　　　㈱アルファエンタープライズ

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、ALPHA INDUSTRY

 (Thailand) Co.,LTD.とALPHA HI-LEX  

S.A.de C.V.及びALPHA (GUANGZHOU) 

AUTOMOTIVE PARTS Co.,LTD.の決算日は、

12月31日であります。連結財務諸表の作成

にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っておりま

す。なお、その他の連結子会社の事業年度

末日と連結決算日は一致しております。

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は部分純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

ａ．製品、仕掛品

　総平均法による原価法

③　たな卸資産

ａ．製品、仕掛品

同左

ｂ．原材料、貯蔵品

　月別総平均法による原価法

ｂ．原材料、貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。

　なお、在外連結子会社は定額法に

よっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

（会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度より、

平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、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、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

78百万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、当該箇所に記入しております。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（追加情報）

　当社及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、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

157百万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、当該箇所に記入しております。

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

　また、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　製品保証引当金

　販売済製品に対して、将来発生が見

込まれる補修費用に備えるため、発生

見積額を計上しております。

②　製品保証引当金

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── ③　賞与引当金

　従業員の賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

（追加情報）

　従来、未払従業員賞与は「未払費

用」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度から「賞与引当金」と

して表示しております。

　なお、前連結会計年度の「未払費

用」に含まれている未払従業員賞与は

248百万円であります。

────── ④　役員賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は役員賞与

の支出に備えて、当連結会計年度にお

ける支給見込額に基づき計上しており

ます。

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。なお、提出会社は、退職

金前払制度及び確定拠出型年金制度に

移行しているため、期末において退職

給付引当金は存在しておりません。ま

た、国内連結子会社は、簡便法に基づ

き、海外連結子会社は、現地の会計基

準に基づき計上しております。

⑤　退職給付引当金

同左

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

　在外子会社等の資産及び負債は、決算

日の直物為替相場により円貨に換算し収

益及び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定及び少数株主持分に含

めて計上しております。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

同左

(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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

商品スワップ取引

ヘッジ対象…長期借入金の支払利息

原材料の予定取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

 

ヘッジ対象…同左

 

③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する

ため金利スワップ取引を、原材料の価

格変動リスクの軽減を目的として商品

スワップ取引を利用しております。

　なお、投機目的によるデリバティブ

取引は、行わない方針であります。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　商品スワップ取引については、ヘッ

ジ開始時から有効性判定時点までの期

間において、ヘッジ手段及びヘッジ対

象のキャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、両者の変動額等を基礎にして

有効性の判定を行っております。なお、

金利スワップ取引については、特例処

理の要件を満たしているため、有効性

の判定を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

同左

５．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。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　負の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。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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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の変更

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）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20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）

　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額に相当する金額は20,922百

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。

──────

────── （受取ロイヤリテイ、技術支援料の計上基準）

　従来、受取ロイヤリティ及び技術支援料については営業

外収益に計上しておりましたが、当連結会計年度より売上

高に計上する方法に変更いたしました。この変更は、近年

の海外への生産移管等の拡大に伴い、受取ロイヤリティ及

び技術支援料の重要性が増すことから、営業活動の成果を

明確に表示するために行ったものであります。

　この変更により従来の方法に比べ、売上高及び営業利益

は53百万円増加し、営業外収益は同額減少しましたが、経

常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありま

せん。

　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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「負ののれん」と

表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれ

ん償却額」と表示しております。

 ──────

㈱アルファ（3434）平成 20 年３月期決算短信

－ 24 －



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

＊１．有形固定資産の減価償却累計額　　 25,488百万円 ＊１．有形固定資産の減価償却累計額　　 27,029百万円

＊２．非連結子会社に係わるものは、次のとおりでありま

す。

＊２．非連結子会社に係わるものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券（株式）     10百万円 投資有価証券（株式）       10百万円

＊３．担保提供資産 ＊３．担保提供資産

建物及び構築物  561百万円 (561百万円)

機械装置及び運

搬具
  1,066百万円 (1,066百万円)

土地     51百万円 (51百万円)

　合計   1,678百万円 (1,678百万円)

建物及び構築物     505百万円 (505百万円)

機械装置及び運

搬具
   928百万円 (928百万円)

土地     51百万円 (51百万円)

　合計   1,484百万円 (1,484百万円)

同上に対する債務 同上に対する債務

短期借入金   1,261百万円 (1,261百万円)

長期借入金   1,307百万円 (1,307百万円)

　合計  2,568百万円 (2,568百万円)

短期借入金   1,183百万円 (1,183百万円)

長期借入金   1,194百万円 (1,194百万円)

　合計   2,377百万円 (2,377百万円)

　長期借入金には、１年以内返済予定の長期借入金401

百万円（401百万円）を含んでおります。

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに当該債

務を示しております。

　なお、上記の他、銀行保証の担保として預金６百万

円を差入れております。

　長期借入金には、１年以内返済予定の長期借入金373

百万円（373百万円）を含んでおります。

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに当該債

務を示しております。

　なお、上記の他、銀行保証の担保として預金７百万

円を差入れております。

　４．受取手形割引高　　　　　　　　　 　200百万円 　４．受取手形割引高　　　　　　　　　 　200百万円

　５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

金融機関８社とシンジケーション方式にて総額35億円

のコミットメントライン契約を締結いたしております。

貸出コミッメントの総額 3,500百万円

借入実行残高 1,750百万円

差引額 1,750百万円

　５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

金融機関７社とシンジケーション方式にて総額 35億

円のコミットメントライン契約を締結いたしておりま

す。

貸出コミッメントの総額      3,500百万円

借入実行残高      1,400百万円

差引額      2,100百万円

＊６．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、

当連結会計年度末日が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 240百万円

＊６．　　　　　　 ──────
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

　９．偶発事象

　メキシコの連結子会社において、平成14年から平成

18年までの間に受けた資材等の輸入に係る免税措置の

適用条件を充足していないことが判明いたしました。

同社が依頼した外部の専門家から約53百万メキシコペ

ソ（約570百万円）の追加の納税義務が生じる可能性

がある旨の報告を受けており、現在、当該報告内容を

精査している段階であります。そのため、現在のとこ

ろ連結財務諸表に与える影響は明らかではありません。

　９．　　　　　　 ──────

　（追加情報）

　メキシコの連結子会社において、平成14年から平成

18年までの間に受けた資材等の輸入に係る免税措置の

適用条件を充足していないことが判明した事象につい

ては、同社が依頼した専門家の精査が完了したことを

受けて、平成20年2月に約3百万メキシコペソ（約34百

万円）を現地税務当局に申告・納税いたしました。当

該申告内容は、現地税務当局による調査等を経て、申

告後4ヶ月以内に確定する予定であります。

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

＊１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

＊１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

発送諸費       1,280百万円

市場クレーム費       512百万円

製品保証引当金繰入額       221百万円

給料及び諸手当       1,151百万円

退職給付費用     40百万円

減価償却費       105百万円

発送諸費      1,049百万円

市場クレーム費          568百万円

賞与引当金繰入額          494百万円

役員賞与引当金繰入額         4百万円

給料及び諸手当        1,065百万円

退職給付費用       25百万円

減価償却費          115百万円

＊２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　　　　 　 　  　1,528百万円

＊２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　 　　　　  　　   1,805百万円

＊３．固定資産売却益の主な内容は、次のとおりでありま

す。

＊３．固定資産売却益の主な内容は、次のとおりでありま

す。

工具器具及び備品    9百万円 工具器具及び備品     46百万円

＊４．固定資産除却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。

＊４．固定資産除却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具  67百万円

ソフトウェア    161百万円

機械装置及び運搬具    111百万円

建物・構築物       28百万円

＊５．米国の連結子会社において確定給付型企業年金制度

を凍結したことに伴うものであります。

＊５．　　　　　　 ──────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 10,200 － － 10,200

合計 10,200 － － 10,200

自己株式

普通株式 30 － － 30

合計 30 － － 30

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

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

平成18年11月９日

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

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 183  利益剰余金 18 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 10,200 － － 10,200

合計 10,200 － － 10,200

自己株式

普通株式（注）１ 30 0 － 30

合計 30 0 － 30

　（注）１．普通株式の自己済株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 183 18 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年10月30日

取締役会
普通株式 183 18 平成19年９月30日 平成19年12月10日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 183  利益剰余金 18 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定   4,782百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 　△206百万円

現金及び現金同等物 4,575百万円

現金及び預金勘定    5,885百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 　△207百万円

現金及び現金同等物   5,678百万円

（リース取引関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（デリバティブ取引関係）
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（退職給付関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（税効果会計関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（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）

セキュリティ
機器事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 40,579 7,775 48,355 － 48,355

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
224 83 308 (308) －

計 40,804 7,859 48,663 (308) 48,355

営業費用 39,485 7,249 46,735 (329) 46,405

営業利益 1,318 609 1,928 21 1,949

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 30,264 5,510 35,775 6,309 42,085

減価償却費 1,389 235 1,625 － 1,625

資本的支出 3,382 90 3,472 － 3,472

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

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

フレール、ラジエーターグリル、フィニッシャー類

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

ロ錠、コインロッカー、貴重品ロッカー、宅配ロッカー

３．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12,592百万円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（預金及び投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

自動車部品事
業
（百万円）

セキュリティ
機器事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 46,349 7,338 53,687 － 53,687

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
177 67 244 (244) －

計 46,526 7,405 53,932 (244) 53,687

営業費用 44,911 7,121 52,033 (284) 51,749

営業利益 1,614 283 1,898 39 1,938

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 29,732 5,219 34,951 5,246 40,197

減価償却費 1,858 222 2,080 － 2,080

資本的支出 2,251 204 2,455 － 2,455

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

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

フレール、ラジエーターグリル、フィニッシャー類

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

ロ錠、コインロッカー、貴重品ロッカー、宅配ロッカー

３．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11,266百万円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（預金及び投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。

４．会計方針の変更等

(1）減価償却方法の変更等

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(２)に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は

当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に、また、平成19年３月31日以前に取得した資産について、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する方法にそれぞれ変更しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、自動車部品事業が210百万円増加、セ

キュリティ機器事業が26百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

(2）受取ロイヤリティ、技術支援料の計上基準の変更

「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」に記載のとおり、従来、受取ロイヤリティ及び

技術支援料については営業外収益に計上しておりましたが、当連結会計年度より売上高に計上する方法に変

更しております。この変更は、近年の海外への生産移管等の拡大に伴い、受取ロイヤリティ及び技術支援料

の重要性が増すことから、営業活動の成果を明確に表示するために行ったものであります。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の売上高及び営業利益は、自動車部品事業が53百万円

増加、セキュリティ機器事業が０百万円増加しております。
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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）

アジア
（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 30,935 12,744 4,674 48,355 － 48,355

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
6,081 20 1,010 7,111 (7,111) －

計 37,016 12,765 5,685 55,467 (7,111) 48,355

営業費用 35,122 13,260 5,241 53,624 (7,219) 46,405

営業利益又は営業損失(△) 1,893 △495 443 1,842 107 1,949

Ⅱ．資産 22,081 6,965 9,718 38,766 3,319 42,085

　（注）１．所在地別セグメントの名称変更

　所在地区分の名称は、従来、「日本」「北米」「東南アジア」としておりましたが、「東南アジア」に属

する中国の重要性が増したため、当連結会計年度より「東南アジア」を「アジア」に変更いたしました。な

お、所在地の区分、内容については変更ありません。

２．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。

３．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米……………米国、メキシコ

(2）アジア…………タイ、中国

４．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12,592百万円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（預金及び投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

日本
（百万円）

北米
（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）

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 31,301 14,019 8,366 53,687 － 53,687

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,426 31 1,859 7,317 (7,317) －

計 36,727 14,051 10,226 61,005 (7,317) 53,687

営業費用 35,995 13,811 9,617 59,424 (7,675) 51,749

営業利益又は営業損失(△) 732 239 608 1,580 357 1,938

Ⅱ．資産 20,727 6,203 10,764 37,695 2,502 40,197

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米……………米国、メキシコ

(2）アジア…………タイ、中国

３．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11,266百万円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（預金及び投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。

４．会計方針の変更等

(1）減価償却方法の変更等

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(２)に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は

当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に、また、平成19年３月31日以前に取得した資産について、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する方法にそれぞれ変更しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、日本が236百万円増加し、営業利益が同

額減少しております。

(2）受取ロイヤリティ、技術支援料の計上基準の変更

「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」に記載のとおり、従来、受取ロイヤリティ及び

技術支援料については営業外収益に計上しておりましたが、当連結会計年度より売上高に計上する方法に変

更しております。この変更は、近年の海外への生産移管等の拡大に伴い、受取ロイヤリティ及び技術支援料

の重要性が増すことから、営業活動の成果を明確に表示するために行ったものであります。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の売上高及び営業利益は、日本が53百万円増加してお

ります。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 12,745 5,113 48 17,907

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 48,355

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
26.3 10.6 0.1 37.0

　（注）１．海外売上高セグメントの名称変更

　国又は地域区分の名称は、従来、「北米」「東南アジア」「その他の地域」としておりましたが、「東南

アジア」に属する中国の重要性が増したため、当連結会計年度より「東南アジア」を「アジア」に変更いた

しました。なお、国又は地域の区分、内容については変更ありません。

２．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

３．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………………米国、メキシコ

(2）アジア………………タイ、韓国、台湾、香港、中国

(3）その他の地域………上記以外の地域

４．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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 14,019 8,964 113 23,098

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 53,687

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
26.1 16.7 0.2 43.0

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………………米国、メキシコ

(2）アジア………………タイ、韓国、台湾、香港、中国

(3）その他の地域………上記以外の地域

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（関連当事者との取引）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額       2,069.64円

１株当たり当期純利益金額         129.99円

１株当たり純資産額        2,047.24円

１株当たり当期純利益金額         60.07円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　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。

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（百万円） 1,322 610

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち利益処分による役員賞与金）  (－)  (－) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,322 610

期中平均株式数（千株） 10,169 10,169

（重要な後発事象）

　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19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分 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 2,211 1,969  

２．受取手形 1,016 838  

３．売掛金 8,714 8,384  

４．製品 421 326  

５．原材料 751 631  

６．仕掛品 588 483  

７．貯蔵品 59 62  

８．前払費用 129 96  

９．繰延税金資産 224 439  

10．未収入金 1,579 1,130  

11．関係会社短期貸付金 － 100  

12．その他 445 221  

貸倒引当金 △1 △1  

流動資産合計 16,141 49.5 14,683 49.4 △1,458

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物 1,716 1,613  

(2)構築物 151 133  

(3)機械及び装置 1,986 1,929  

(4)車輌運搬具 19 19  

(5)工具器具及び備品 1,105 1,094  

(6)土地 943 943  

(7)建設仮勘定 288 223  

有形固定資産合計 6,210 19.0 5,957 20.0 △253

２．無形固定資産

(1)電話加入権 6 6  

(2)ソフトウェア 101 107  

(3)その他 0 0  

無形固定資産合計 108 0.3 114 0.4 6
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 3,420 2,643  

(2)関係会社株式 4,218 4,218  

(3)出資金 0 0  

(4)関係会社出資金 2,146 2,146  

(5)従業員長期貸付金 7 4  

(6)破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権

5 7  

(7)長期前払費用 7 15  

(8)繰延税金資産 16 498  

(9)その他 392 310  

     貸倒引当金 △48 △51  

投資損失引当金 － △817  

投資その他の資産合計 10,166 31.2 8,978 30.2 △1,187

固定資産合計 16,485 50.5 15,050 50.6 △1,434

資産合計 32,627 100.0 29,734 100.0 △2,892

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 432 434  

２．買掛金 7,565 6,871  

３．短期借入金 1,800 1,400  

４．１年以内返済予定の長
期借入金

624 471  

５．未払金 459 441  

６．未払費用 765 649  

７．未払法人税等 － 13  

８．未払消費税等 － 10  

９．賞与引当金 － 374  

10．預り金 17 21  

11．製品保証引当金 260 130  

12．設備関係支払手形 15 64  

13．その他 1 287  

流動負債合計 11,941 36.6 11,169 37.6 △771
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,436 1,054  

２．長期未払金 1,725 1,535  

固定負債合計 3,161 9.7 2,590 8.7 △571

負債合計 15,103 46.3 13,759 46.3 △1,343

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  2,760 8.5  2,760 9.3 －

２．資本剰余金        

(1）資本準備金 2,952   2,952    

資本剰余金合計  2,952 9.0  2,952 9.9 －

３．利益剰余金        

(1）利益準備金 192   192    

(2）その他利益剰余金        

固定資産圧縮積立金 624   602    

別途積立金 9,134   10,034    

繰越利益剰余金 1,231   △663    

利益剰余金合計  11,182 34.3  10,164 34.2 △1,017

４．自己株式  △22 △0.1  △22 △0.1 △0

株主資本合計  16,871 51.7  15,854 53.3 △1,017

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

 526 1.6  277 0.9 △249

２．繰延ヘッジ損益  125 0.4  △157 △0.5 △283

評価・換算差額等合計  652 2.0  119 0.4 △532

純資産合計  17,523 53.7  15,974 53.7 △1,549

負債純資産合計  32,627 100.0  29,734 100.0 △2,892
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分 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 34,443 100.0 33,476 100.0 △966

Ⅱ　売上原価

１．製品期首たな卸高 227 421

２．当期製品製造原価 29,184 29,214

３．当期製品仕入高 170 104

合計 29,582 29,741

４．製品期末たな卸高 421 29,160 84.7 326 29,414 87.9 253

売上総利益 5,282 15.3 4,062 12.1 △1,220

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,800 11.0 3,635 10.8 △165

営業利益 1,481 4.3 426 1.3 △1,054

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 7 7

２．受取配当金 152 153

３．不動産等賃貸収入 66 69

４．受取ロイヤリティ 166 －

５．為替差益 12 －

６．受取保険金 140 118

７．技術支援料 80 －

８．その他 13 639 1.8 13 363 1.1 △276

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 36 57

２．社債利息 2 －

３．不動産等賃貸費用 55 63

４．為替差損 － 366

５．受託購買差損 298 －

６．投資有価証券評価損 85 259

７．支払手数料 6 4

８．その他 3 487 1.4 4 755 2.3 267

経常利益 1,633 4.7 34 0.1 △1,598
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 40 47

２．投資有価証券売却益 171 3

３．貸倒引当金戻入益 0 －

４．和解金 60 －

５．その他 4 276 0.8 － 51 0.1 △225

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 0 0

２．固定資産除却損 166 1

３．投資有価証券減損処理
額

－ 224

４．投資損失引当金繰入額 － 167 0.5 817 1,043 3.1 876

税引前当期純利益 1,742 5.0 △958 △2.9 △2,700

法人税、住民税及び事
業税

263 65

還付法人税等 － △14

法人税等調整額 373 637 1.8 △357 △307 △0.9 △944

当期純利益 1,105 3.2 △651 △1.9 △1,756
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

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

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し
（注）１．

    △44  44 －  －

別途積立金の積立て（注）２．      1,100 △1,100 －  －

剰余金の配当（注）２．       △355 △355  △355

当期純利益       1,105 1,105  1,105

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）

－ － － － △44 1,100 △305 749 － 749

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,760 2,952 2,952 192 624 9,134 1,231 11,182 △22 16,871

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

928 － 928 17,050

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し
（注）１．

   －

別途積立金の積立て（注）２．    －

剰余金の配当（注）２．    △355

当期純利益    1,105

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△401 125 △276 △276

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△401 125 △276 473

平成19年３月31日　残高
（百万円）

526 125 652 17,523

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

任意積立金取崩額

１．固定資産圧縮積立金取崩額　　　　　　　　23百万円

２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分は次のとおりであります。

利益処分額

１．配当金　　　　　　　　　　　　　　　　 172百万円

２．任意積立金

　（１）別途積立金　　　　　　　　　　　 1,100百万円　　　

　　　　合計　　　　　　　　             1,272百万円
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,760 2,952 2,952 192 624 9,134 1,231 11,182 △22 16,871

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し     △22  22 －  －

別途積立金の積立て      900 △900 －  －

剰余金の配当       △366 △366  △366

当期純利益       △651 △651  △651

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）

－ － － － △22 900 △1,895 △1,017 △0 △1,017

平成20年３月31日　残高
（百万円）

2,760 2,952 2,952 192 602 10,034 △663 10,164 △22 15,854

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

526 125 652 17,523

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し    －

別途積立金の積立て    －

剰余金の配当    △366

当期純利益    △651

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）

△249 △283 △532 △532

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△249 △283 △532 △1,549

平成20年３月31日　残高
（百万円）

277 △157 119 15,974
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６．その他
　　役員の異動

　役員の異動につきましては、記載が可能になり次第開示いたします。
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