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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 36,452 ― 244 ― 204 ― △2,025 ―

20年3月期第3四半期 39,383 13.4 962 △7.8 842 1.7 314 △38.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △205.71 ―

20年3月期第3四半期 30.95 ―

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

21年3月期第3四半期 34,922 16,787 46.4 1,696.60
20年3月期 40,197 21,417 51.8 2,047.24

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  16,207百万円 20年3月期  20,820百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

（現時点における期末配当の予想は未定であります。）  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
21年3月期 ― 18.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

（個別業績予想数値も当四半期において修正しております。）  

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 44,500 △17.1 0 ― △250 ― △2,400 ― △245.55

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表等規則」に伴い四半期連結財務諸表を作成しております。 
（２）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提等については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧
ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期 10,200,000株 20年3月期 10,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 646,991株 20年3月期 30,168株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期 9,846,010株 20年3月期第3四半期 10,169,917株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期の世界経済は、米国における金融危機が実体経済にも大きく影響を及ぼしました。こうした混乱の影

響は全世界に波及し景気後退が急加速しており、また、物価急落によりデフレへの警戒が強まる等、先行きの景気へ

の不透明感が増幅しました。　

　一方、日本経済は米国経済の停滞により輸出、生産が極めて大幅に減少することで企業収益が低下しており、設備

投資が減少、雇用情勢も悪化を続け個人消費の停滞が長期化する懸念が強まりました。このように生産、消費、雇用

の全てに亘り景況感が悪化するなか、日本政府は、月例経済報告において10月以降、景気の基調判断を３ヶ月連続で

下方修正し、12月には「悪化」しているとしました。

　当社グループが属する自動車部品業界、住宅設備業界を取り巻く環境において、当第３四半期の自動車生産台数は

世界経済の悪化による需要の急激な落ち込みが顕著となり、大幅な減産を余儀なくされました。一方、住宅市場は、

建築基準法改正の影響一巡に伴い持ち直しの動きもみられましたが、法改正前の水準を回復することなく景気の先行

き不安から買い控えとなり市況は低迷しました。

　このような環境の下、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は36,452百万円（前年同期比7.4％減少）、連

結営業利益は244百万円（同74.6％減少）、連結経常利益は204百万円（同75.8％減少）、連結四半期純損失は2,025百

万円（前年同期は連結四半期純利益314百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末における総資産は前連結会計年度末比5,274百万円減少し34,922百万円、純資産合計は前連結会計年

度比4,629百万円減少の16,787百万円となりました。主な増減といたしまして、現金及び預金の減少924百万円、受取

手形及び売掛金の減少１,724百万円等により、流動資産は3,187百万円減少しています。固定資産は有形固定資産の減

少954百万円、投資その他の資産の減少1,141百万円等により2,087百万円減少となりました。

　流動負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少2,052百万円、短期借入金の増加1,333百万円等により463百万

円の減少となりました。固定負債は、長期借入金の減少872百万円等により181百万円の減少となりました。

　純資産は16,787百万円となり、自己資本比率は46.4％と当四半期において5.4ポイント減少しております。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は4,755百万円となり、前連結会計年度末に比べ923百万円減少

しました。また、当第３四半期連結累計期間における「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127百万円の支出となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは787百万円の収入となりました。主なプラス要因は、減価償却費1,589百万円

等であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加395百万円等によるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは915百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出

1,651百万円等によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは378百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払、自己株式の購入

等によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年11月５日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。

具体的な内容については本日平成21年２月10日公表の「業績予想及び配当予想の修正並びに繰延税金資産の取崩しに

関するお知らせ」をご参照ください。

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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

・簡便な会計処理

　　１．固定資産の減価償却費の算定方法

　　　　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。
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・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　１．税金費用の計算

　　　　税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純損益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しており

ます。

（３）四半期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

・会計処理基準に関する事項の変更

　　１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　２．棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総

平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定してお

ります。

　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

　　３．第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による損益への

影響は軽微であります。

　　４．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引

に係る会計処理によっております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

　　５．従来、一般クレーム費用及びリコール等特別クレーム費用に係る製品保証引当金繰入額は、販売費及び一般

管理費に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、リコール等特別クレーム費用に係る製品保証

引当金繰入額につきましては特別損失として計上する方法に変更しております。

　この変更は、得意先である自動車メーカーのグローバル生産・販売の進展に伴い、リコール等特別クレーム

費用の重要性が著しく高まってきたことを契機に、クレーム費用の損益計算書における計上区分について見直

した結果、リコール等特別クレーム費用に係る製品保証引当金繰入額を特別損失として処理することにより、

費用収益の対応を明確にし、経営成績をより適正に開示するために行ったものであります。

　なお、この変更による損益への影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,960 5,885

受取手形及び売掛金 8,575 10,300

商品及び製品 1,020 1,231

仕掛品 1,223 1,106

原材料及び貯蔵品 3,176 3,040

その他 1,133 1,687

貸倒引当金 △27 △3

流動資産合計 20,061 23,249

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物   

建物及び構築物（純額） 4,156 4,488

機械装置及び運搬具   

機械装置及び運搬具（純額） 4,224 4,730

土地 1,576 1,638

その他   

その他（純額） 2,585 2,639

有形固定資産合計 12,543 13,497

無形固定資産 284 276

投資その他の資産 2,032 3,173

固定資産合計 14,860 16,948

資産合計 34,922 40,197

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,522 8,575

短期借入金 3,676 2,342

未払法人税等 72 214

賞与引当金 214 494

製品保証引当金 112 130

その他 3,202 2,507

流動負債合計 13,800 14,264

固定負債   

長期借入金 1,498 2,371

退職給付引当金 296 345

負ののれん 0 1

その他 2,537 1,797

固定負債合計 4,334 4,515

負債合計 18,134 18,780

株式会社アルファ （3434） 平成21年３月期第３四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,760 2,760

資本剰余金 2,952 2,952

利益剰余金 11,779 14,162

自己株式 △577 △22

株主資本合計 16,913 19,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 134 277

繰延ヘッジ損益 △531 △157

為替換算調整勘定 △310 847

評価・換算差額等合計 △706 967

少数株主持分 579 597

純資産合計 16,787 21,417

負債純資産合計 34,922 40,197

株式会社アルファ （3434） 平成21年３月期第３四半期決算短信
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 36,452

売上原価 32,130

売上総利益 4,322

販売費及び一般管理費 4,078

営業利益 244

営業外収益  

受取利息 22

受取配当金 32

その他 155

営業外収益合計 210

営業外費用  

支払利息 129

為替差損 51

投資有価証券評価損 21

その他 48

営業外費用合計 250

経常利益 204

特別利益  

前期損益修正益 37

固定資産売却益 11

その他 2

特別利益合計 51

特別損失  

固定資産除売却損 11

投資有価証券評価損 626

その他 8

特別損失合計 646

税金等調整前四半期純損失（△） △390

法人税、住民税及び事業税 139

法人税等調整額 1,473

法人税等合計 1,612

少数株主利益 22

四半期純損失（△） △2,025

株式会社アルファ （3434） 平成21年３月期第３四半期決算短信
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △390

減価償却費 1,589

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23

受取利息及び受取配当金 △55

支払利息 129

投資有価証券評価損益（△は益） 647

固定資産売却損益（△は益） △9

固定資産除却損 10

賞与引当金の増減額（△は減少） △282

製品保証引当金の増減額（△は減少） △17

売上債権の増減額（△は増加） 1,357

たな卸資産の増減額（△は増加） △395

仕入債務の増減額（△は減少） △1,736

長期未払金の増減額（△は減少） △155

その他 430

小計 1,144

利息及び配当金の受取額 56

利息の支払額 △139

法人税等の支払額 △274

営業活動によるキャッシュ・フロー 787

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,651

有形固定資産の売却による収入 487

無形固定資産の取得による支出 △55

その他 303

投資活動によるキャッシュ・フロー △915

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 5,150

短期借入金の返済による支出 △3,800

長期借入金の返済による支出 △764

自己株式の取得による支出 △555

配当金の支払額 △360

その他 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー △378

現金及び現金同等物に係る換算差額 △416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △923

現金及び現金同等物の期首残高 5,678

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,755
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 31,555 4,897 36,452 － 36,452

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
149 43 193 (193) －

計 31,704 4,940 36,645 (193) 36,452

営業利益又は営業損失（△） 295 △91 204 39 244

 

〔所在地別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 22,100 6,992 7,358 36,452 － 36,452

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,048 9 1,074 4,132 (4,132) －

計 25,149 7,002 8,433 40,585 (4,132) 36,452

営業利益又は営業損失（△） △407 △193 829 228 15 244

 

〔海外売上高〕

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 6,993 7,787 91 14,872

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 36,452

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
19.2 21.4 0.2 40.8

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期にかかる財務諸表

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  39,383 100.0

Ⅱ　売上原価  34,053 86.5

売上総利益  5,329 13.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  4,367 11.1

営業利益  962 2.4

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 31   

２．受取配当金 28   

３．為替差益 28   

４．その他 178 266 0.7

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 111   

２．投資有価証券評価損 193   

４．その他 81 386 1.0

経常利益  842 2.1

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 1   

２．投資有価証券売却益 3   

３．その他 3 8 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産売却損 0   

２．固定資産除却損 111   

３．投資有価証券減損処理額 185   

４．その他 29 327 0.8

税金等調整前四半期純利益  523 1.3

法人税、住民税及び事業税 244   

法人税等調整額 167 412 1.0

少数株主利益（△損失）  △203 △0.5

四半期純利益（△純損失）  314 0.8

－ 1 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 523

減価償却費　 1,485

受取利息及び受取配当金 △59

支払利息 111

投資有価証券評価損益（△は益） △95

固定資産除売却損益（△は益） 111

賞与引当金の増減額（△は減少） 229

製品保証引当金の増減額（△は減少） △116

売上債権の増減額（△は増加） 878

たな卸資産の増減額（△は増加） 961

仕入債務の増減額（△は減少） △558

その他 326

小計 3,797

利息及び配当金の受取額 62

利息の支払額 △129

法人税等の支払額 △200

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,530

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,366

有形固定資産の売却による収入 379

その他 393

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,593

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 4,900

短期借入金の返済による支出 △5,305

長期借入れによる収入 600

長期借入金の返済による支出 △827

配当金の支払額 △366

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △999

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 27

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 964

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,575

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 5,540

－ 2 －



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期）

 
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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 34,067 5,315 39,383 － 39,383

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
131 51 182 (182) －

計 34,199 5,367 39,566 (182) 39,383

営業利益 820 109 930 31 962

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期）

 
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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 22,351 10,913 6,118 39,383 － 39,383

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,915 35 1,440 5,390 (5,390) －

計 26,266 10,949 7,558 44,774 (5,390) 39,383

営業利益 113 49 576 739 222 962

〔海外売上高〕

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期）

 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 10,914 6,485 104 17,504

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 39,383

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
27.7 16.5 0.2 44.4

－ 3 －
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