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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 44,614 △16.9 △142 ― △321 ― △3,080 ―

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

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 ％ ％ ％

21年3月期 △315.14 ― △17.2 △0.9 △0.3

20年3月期 60.07 ― 2.9 3.4 3.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 30,735 15,638 49.0 1,575.18
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  15,047百万円 20年3月期  20,820百万円

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

21年3月期 519 △1,747 △33 3,792
20年3月期 4,472 △2,034 △1,348 5,678

2.  配当の状況 

(注)当社は定款において第2四半期と期末を基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00 366 59.9 1.7
21年3月期 ― 18.00 ― 3.00 21.00 206 ― 1.2

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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同四半期増減率）

 

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

15,000 △42.2 △80 ― △170 ― △220 ― △23.03

通期 32,000 △28.3 260 ― 140 ― 0 ― 0.00
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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） 

（注）詳細は、21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） 

（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、32ページ「１株当たり情報」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 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 647,031株 20年3月期 30,168株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 27,443 △18.0 △1,176 ― △427 ― △3,406 ―

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

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

21年3月期 △348.54 ―

20年3月期 △64.02 ―

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 22,828 11,689 51.2 1,223.70
20年3月期 29,734 15,974 53.7 1,570.73

（参考） 自己資本 21年3月期  11,689百万円 20年3月期  15,974百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1. 平成22年度３月期の配当予想は、先行きが不透明な昨今の情勢から、具体的な金額をお示しすることが難しく、現時点では未定であります。今後の業
績を勘案しながら決定する見込みであり、予想額の開示が可能となり次第、速やかに開示いたします。 
2. 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。 

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

9,800 △40.1 △430 ― △20 ― △20 ― △2.09

通期 19,700 △28.2 △700 ― △100 ― △30 ― △3.14
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(1）経営成績に関する分析 

① 当期の概況（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで） 

 当連結会計年度における世界経済は、上半期は原材料価格高騰・高止まりによる緩やかな景気後退局面がある一

方、新興国や資源国の牽引により比較的堅調さも見られました。下半期は米国のサブプライムローン問題に端を発し

た世界的な金融市場の混乱や株価下落に加え、急激な円高進行等により、戦後最悪の景気後退に陥っております。ま

た、雇用環境の悪化により個人消費も冷え込みをみせ、景気の悪化が加速しました。 

 当社グループの主要分野である自動車業界は、この世界的な不況の影響を受けて著しい販売不振に陥り、在庫調整

を伴う大幅な減産等非常に厳しい状況で推移いたしました。 

 この様な情勢の中で当社グループは、『強みの発現』を経営方針として、中期経営計画の実現に向け、収益力の強

化、モノ造りの強化、顧客の拡大、人材の開発についてグループ一丸で取組んでまいりました。 

 具体的な活動成果としましては、新興市場対応への強化を図るために、タイの子会社ALPHA INDUSTRY (Thailand)

Co.,LTD.において新工場建設に着手いたしました。メキシコの子会社ALPHA HI-LEX S.A.de C.V.では自動車部品産業

における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。また、中国では住宅用

セキュリティ商品の新市場開拓のためフィージビリティスタディを開始いたしました。さらに、収益力強化のため、

平成21年度稼動に向けて新統合基幹業務システム（ＥＲＰ）の導入準備を進めてきました。新商品といたしまして

は、①新型電動ステアリングロック、②カスタム南京錠、③新型宅配ボックス、④新型ＩＣカード対応ロッカー、⑤

指紋認証＋ＩＣカード仕様フリーボックスを市場に投入いたしました。 

 しかしながら、主要得意先の自動車生産台数の激減の影響による売上高の減少、円高による為替差損の発生、株価

の大幅な下落等により前連結会計年度の業績を大幅に下回ることとなりました。 

 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44,614百万円（前期比16.9％減）、営業損失が142百

万円（前期は営業利益1,938百万円）、経常損失が321百万円（前期は経常利益1,411百万円）、当期純損失が3,080百

万円（前期は当期純利益610百万円）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

評価損、スワップ解約損及び製品保証引当金繰入額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での自動車生産台数が前年比12.6％の減少により売上

高が減少しました。下半期以降に固定費及び変動費の削減に取組みましたが、急激な減産の影響をカバーしきれず

営業利益が減少しました。 

 この結果、売上高は38,359百万円（前期比17.6％減少）、営業損失は77百万円（前期は営業利益1,614百万円）

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におきましては、主力分野である住宅用ロック部門では新設住宅着工戸数が依然として低

迷しているなか、当社の商品が市場に認知されてきたことにより前期並の売上高となりました。しかし、レジャー

関連部門及び産業用ロック部門では取替需要が一段落したことにより売上高は減少し収益も悪化いたしました。一

方ロッカーシステム部門では鉄道系ICカードの普及拡大等により新型ロッカーの受注獲得をいたしましたが、売上

高は減少し収益も悪化いたしました。 

 この結果、売上高は6,513百万円（前期比12.0％減少）、営業損失は95百万円（前期は営業利益283百万円）とな

りました。 

１．経営成績
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 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、主要得意先のグローバルでの自動車生産台数が前年比12.6％の減少により売上

高が減少しました。下半期以降に固定費及び変動費の削減に取組みましたが、急激な減産の影響をカバーしきれず

営業利益が減少しました。     

 セキュリティ機器事業におきましては、主力分野である住宅用ロック部門では新設住宅着工戸数が依然として低

迷しているなか、当社の商品が市場に認知されてきたことにより前期並の売上高となりました。しかし、レジャー

関連部門及び産業用ロック部門では取替需要が一段落したことにより売上高は減少し収益も悪化いたしました。一

方ロッカーシステム部門では鉄道系ICカードの普及拡大等により新型ロッカーの受注獲得をいたしましたが、売上

高は減少し収益も悪化いたしました。 

 この結果、売上高は30,421百万円（前期比17.2％減少）、営業損失は862百万円（前期は営業利益732百万円）と

なりました。 

（北米） 

 北米におきましては、下半期以降主要得意先の自動車大幅減産の影響により売上高が減少しました。メキシコの

子会社ALPHA HI-LEX S.A.de C.V.での塗装歩留率の安定により業績に改善が見られましたが、売上高減少の影響を

カバーしきれず、営業利益が減少しました。 

 この結果、売上高は8,227百万円（前期比41.4％減少）、営業損失は255百万円（前期は営業利益239百万円）と

なりました。 

（アジア） 

 アジアにおきましては、中国の主要得意先の自動車生産台数増が好影響となり中国の子会社ALPHA(GUANGZHOU)

AUTOMOTIVE PARTS Co.,LTD.は増収増益となりました。 

 この結果、売上高は10,989百万円（前期比7.5％増加）、営業利益は957百万円（同57.2％増加）となりました。

② 次期の業績見通し 

 世界経済は金融危機と経済活動の低迷によって深刻な影響を受け、日本経済も企業収益の悪化に伴う設備投資の落

ち込み、雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷等から、平成21年度に入っても景気後退が続く公算が大きいと

考えております。 

 当社の主要分野である自動車業界においては、景気刺激策を早めに打った中国では生産台数の堅調さはあるもの

の、北米・日本等先進国を始めとして世界各国においては引き続き低調であることが予測されます。 

 このような状況のなか、現時点における平成22年3月期（平成21年4月1日から平成22年3月31日）の連結業績の見通

しは、連結売上高は32,000百万円（当期比28.3％減少）、営業利益は260百万円（当期は営業損失142百万円）、経常

利益は140百万円（当期は経常損失321百万円）、当期純利益は0百万円（当期は当期純損失3,080百万円）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＝90円、1人民元＝13.5円、1タイバーツ＝2.6

円、１メキシコペソ＝6.6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、需要動向の影響、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。 
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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、30,735百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,462百万円減少

いたしました。 

 流動資産は、現金及び預金が2,088百万円、売上債権が3,442百万円、繰延税金資産が489百万円減少したこと等

により前連結会計年度末に比べ6,752百万円減少となり、16,496百万円となりました。 

 固定資産は、有形固定資産が1,436百万円、投資その他の資産が1,256百万円減少したこと等により、前連結会計

年度末に比べ2,709百万円減少し、14,238百万円となりました。 

（負債の部） 

 当連結会計年度末における負債の部の残高は、15,096百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,683百万円減少

いたしました。 

 流動負債は、製品保証引当金の繰入を行い253百万円増加いたしましたが、仕入債務が4,225百万円、短期借入金

及び１年以内返済予定長期借入金が475百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ5,146百万円減少し、

9,118百万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金を調達したこと等により前連結会計年度末に比べ1,463百万円増加し、5,978百万円とな

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、15,638百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,778百万円減

少いたしました。これは主に、配当金の支払いによる減少360百万円、自己株式の取得による減少555百万円、円高

による為替換算調整勘定の減少1,815百万円等によるものです。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における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1,885百万

円減少し、当連結会計年度末には3,792百万円となりました。また、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

1,228百万円の支出（前期は2,438百万円の収入）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519百万円の収入となりました。これは主に、売上債権の減少額2,822

百万円、減価償却費2,268百万円、投資有価証券評価損710百万円、製品保証引当金の増加額253百万円等によ

る増加と、税金等調整前当期純損失の計上1,778百万円、仕入債務の減少額3,665百万円等による減少によりま

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1,747百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の売却

による収入590百万円等による増加と、有形固定資産の取得による支出2,457百万円等による減少によります。
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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33百万円の支出となりました。これは主に、長期借入金による調達額

3,000百万円等による増加と、短期借入金の返済6,006百万円、配当金の支払い360百万円、自己株式の購入555

百万円等による減少によります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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）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４）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５）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３円』の配当とさせていただく予定でありま

す。なお、中間配当金を含めた当期配当金は21円となる予定であります。 

 次期の配当金につきましては、先行きが不透明な昨今の情勢から、具体的な金額をお示しすることが難しく、現時

点では未定とさせて頂きます。 

(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43.0％、当連結会計年度で41.3％となって

おります。 

 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の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。 

  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 平成21年３月期

自己資本比率（％）  45.9  52.9  50.0  51.8  49.0

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 111.0  136.8  59.6  25.7  17.7

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 
 57.2  155.4  －  105.4  1,047.7

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 79.7  31.6  －  28.0  2.9
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② 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。 

③ 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。 

④ 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。 

  

  

 最近の有価証券報告書（平成20年６月27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。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、『キー＆キーレス技術で快適なヒューマンライフを創造していく』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。 

 今年度も引き続き景気後退が予測され、早期の景気回復が見込まれない中、外部環境は一段と厳しい情勢に直面す

る見通しであります。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。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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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 

   個別ビジネスにおいて、徹底的に営業利益を追求していきます。また、内製化と海外現地調達化を迅速に進

め、最新の状況に対応した変動費の統制と併せ、経営資源の有効利用とコストの最小化を行います。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、効果的な投資を実施し、品質の改善及び生産体制強化に注力します。 

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成長が期待できる中国を中心とする顧客

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 

 経営基盤を強化するために、引き続き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、世界的景気不透明感が増す中、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引き続き予測され、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 

 『アルファブランド』の商品及びサービスは、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、『お客様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 

 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 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,885 3,797

受取手形及び売掛金 10,300 6,858

たな卸資産 5,379 －

商品及び製品 － 835

仕掛品 － 824

原材料及び貯蔵品 － 3,087

繰延税金資産 591 101

その他 1,096 1,070

貸倒引当金 △3 △77

流動資産合計 23,249 16,496

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,488 3,789

機械装置及び運搬具（純額） 4,730 4,009

工具、器具及び備品（純額） 2,287 1,368

土地 1,638 1,535

リース資産（純額） － 442

建設仮勘定 352 916

有形固定資産合計 13,497 12,061

無形固定資産   

ソフトウエア 173 173

その他の無形固定資産 103 87

無形固定資産合計 276 261

投資その他の資産   

投資有価証券 2,654 1,705

長期貸付金 4 4

繰延税金資産 322 18

その他 244 238

貸倒引当金 △51 △50

投資その他の資産合計 3,173 1,916

固定資産合計 16,948 14,238

資産合計 40,197 30,735
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,575 4,319

短期借入金 1,629 417

1年内返済予定の長期借入金 713 1,450

未払金 898 934

未払費用 837 659

リース債務 － 191

未払法人税等 214 174

賞与引当金 494 262

役員賞与引当金 4 1

製品保証引当金 130 383

繰延税金負債 166 177

その他 600 145

流動負債合計 14,264 9,118

固定負債   

長期借入金 2,371 3,570

リース債務 － 282

繰延税金負債 1 394

退職給付引当金 345 263

長期未払金 1,750 1,439

負ののれん 1 0

その他 46 27

固定負債合計 4,515 5,978

負債合計 18,780 15,096

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 14,162 10,723

自己株式 △22 △578

株主資本合計 19,852 15,857

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 277 157

繰延ヘッジ損益 △157 －

為替換算調整勘定 847 △967

評価・換算差額等合計 967 △809

少数株主持分 597 590

純資産合計 21,417 15,638

負債純資産合計 40,197 30,735
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 53,687 44,614

売上原価 45,940 39,544

売上総利益 7,746 5,069

販売費及び一般管理費 5,808 5,212

営業利益又は営業損失（△） 1,938 △142

営業外収益   

受取利息 48 31

受取配当金 39 44

受取保険金 118 111

その他 75 176

営業外収益合計 282 364

営業外費用   

支払利息 155 169

為替差損 352 218

投資有価証券評価損 259 32

支払手数料 4 33

その他 38 90

営業外費用合計 809 543

経常利益又は経常損失（△） 1,411 △321

特別利益   

前期損益修正益 － 37

固定資産売却益 47 9

投資有価証券売却益 3 1

貸倒引当金戻入額 0 2

特別利益合計 52 51

特別損失   

固定資産売却損 2 1

固定資産除却損 140 31

投資有価証券売却損 － 22

投資有価証券評価損 224 678

製品保証引当金繰入額 － 256

スワップ解約損 － 501

その他 47 16

特別損失合計 415 1,508

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,048 △1,778

法人税、住民税及び事業税 508 18

法人税等調整額 267 1,211

法人税等合計 776 1,230

少数株主利益又は少数株主損失（△） △338 71

当期純利益又は当期純損失（△） 610 △3,080
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,760 2,760

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,760 2,760

資本剰余金   

前期末残高 2,952 2,952

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,952 2,952

利益剰余金   

前期末残高 13,918 14,162

当期変動額   

剰余金の配当 △366 △360

当期純利益 610 △3,080

当期変動額合計 244 △3,439

当期末残高 14,162 10,723

自己株式   

前期末残高 △22 △22

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △555

当期変動額合計 △0 △555

当期末残高 △22 △578

株主資本合計   

前期末残高 19,607 19,852

当期変動額   

剰余金の配当 △366 △360

当期純利益 610 △3,080

自己株式の取得 △0 △555

当期変動額合計 244 △3,995

当期末残高 19,852 15,857
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 526 277

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △249 △119

当期変動額合計 △249 △119

当期末残高 277 157

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 125 △157

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △283 157

当期変動額合計 △283 157

当期末残高 △157 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 788 847

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 59 △1,815

当期変動額合計 59 △1,815

当期末残高 847 △967

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,440 967

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △472 △1,777

当期変動額合計 △472 △1,777

当期末残高 967 △809

少数株主持分   

前期末残高 941 597

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △344 △6

当期変動額合計 △344 △6

当期末残高 597 590

純資産合計   

前期末残高 21,989 21,417

当期変動額   

剰余金の配当 △366 △360

当期純利益 610 △3,080

自己株式の取得 △0 △555

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △816 △1,784

当期変動額合計 △572 △5,779

当期末残高 21,417 15,638
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 1,048 △1,778

減価償却費 2,080 2,268

負ののれん償却額 △0 △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 74

受取利息及び受取配当金 △88 △76

支払利息 155 169

投資有価証券評価損益（△は益） 483 710

投資有価証券売却損益（△は益） △3 21

固定資産除売却損益（△は益） △45 △8

固定資産除却損 140 31

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34 △77

賞与引当金の増減額（△は減少） 498 △233

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4 △3

製品保証引当金の増減額（△は減少） △130 253

売上債権の増減額（△は増加） 143 2,822

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,177 56

その他の流動資産の増減額（△は増加） 713 373

仕入債務の増減額（△は減少） △527 △3,665

その他の流動負債の増減額（△は減少） △539 △50

長期未払金の増減額（△は減少） △189 △231

その他 △4 378

小計 4,882 1,036

利息及び配当金の受取額 91 76

利息の支払額 △159 △179

法人税等の支払額 △341 △413

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,472 519

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 △0

定期預金の払戻による収入 － 200

有形固定資産の取得による支出 △2,475 △2,457

有形固定資産の売却による収入 691 590

投資有価証券の取得による支出 △133 △22

投資有価証券の売却による収入 7 16

貸付けによる支出 △2 △3

貸付金の回収による収入 6 5

その他 △129 △78

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,034 △1,747
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 7,700 4,848

短期借入金の返済による支出 △8,259 △6,006

長期借入れによる収入 592 3,000

長期借入金の返済による支出 △1,013 △844

リース債務の返済による支出 － △112

自己株式の取得による支出 △0 △555

配当金の支払額 △366 △360

少数株主への配当金の支払額 △1 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,348 △33

現金及び現金同等物に係る換算差額 12 △623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,102 △1,885

現金及び現金同等物の期首残高 4,575 5,678

現金及び現金同等物の期末残高 5,678 3,792
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   該当事項はありません。 

   

  

(5）継続企業の前提に前提に関する注記

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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

同左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 

同左 

  

  (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 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

同左 

  （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。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 同左 

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 

同左 

（持分法を適用しない理由） 

       同左 

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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

ｂ．原材料、貯蔵品 

 月別総平均法による原価法 

③ たな卸資産 

ａ．製品、仕掛品 

 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低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

ｂ．原材料、貯蔵品 

 月別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低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定） 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号 平成18年７月５日公表分）

を適用しております。 

 なお、この変更による損益の影響は

軽微であります。 

 また、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。 

  (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（リース資産を除く）

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。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

   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

76百万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。 

  （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

153百万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。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社の機械装置

については、法人税法改正（減価償却

資産の耐用年数等に関する省令の一部

を改正する省令（平成20年４月30日 

財務省令第32号））を契機として耐用

年数の見直しを行い、当連結会計年度

より、一部の機械装置の耐用年数を、

改正後の法人税法の耐用年数に変更し

ております。 

 これにより営業損失が110百万円増

加し、経常損失及び当期純損失がそれ

ぞれ115百万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。 

  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（リース資産を除く）

同左 

    ③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。 

  (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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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。 

③ 賞与引当金 

同左 

  （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。 

④ 役員賞与引当金 

同左  

  ⑤ 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。 

────── 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

  

  ヘッジ対象…長期借入金の支払利息

原材料の予定取引  

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 

 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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（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。 

────── 

────── 

  

（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） 

 当連結会計年度より、「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 平成18年５月17日）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。

 また、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。 

────── 

  

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。  

 この変更による損益への影響は軽微であります。 

 また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。 
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── 

  

（特別クレーム費用及び製品保証引当金繰入額の計上区分

の変更） 

 従来、一般クレーム費用、及びリコール等による特別ク

レーム費用及び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、当連結会計年度より、リ

コール等による特別クレーム費用及び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、主に、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、リコール等による特別ク

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を見直した結

果、リコール等による特別クレーム費用及び製品保証引当

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。 

 この変更により従来の方法に比較して、営業損失及び経

常損失が272百万円減少しましたが、税金等調整前当期純

損失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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （連結貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年

８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連

結会計年度おいて、「たな卸資産」と掲記されたものは、

当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料

及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計

年度の「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

はそれぞれ1,231百万円、1,106百万円、3,040百万円であ

ります。  
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

＊１．有形固定資産の減価償却累計額   27,029百万円 ＊１．有形固定資産の減価償却累計額   27,731百万円 

＊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     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)

建物及び構築物    503百万円 (503百万円)

機械装置及び運

搬具 
    919百万円 (919百万円)

土地      51百万円 (51百万円)

 合計   1,473百万円 (1,473百万円)

同上に対する債務 同上に対する債務 

短期借入金   1,183百万円 (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)

短期借入金       -百万円 (-百万円)

長期借入金   2,727百万円 (2,727百万円)

 合計   2,727百万円 (2,727百万円)

 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。 

 長期借入金には、１年以内返済予定の長期借入金

669百万円（669百万円）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４百万

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            100百万円 

 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。 

貸出コミットメントの総額      3,500百万円

借入実行残高      1,400百万円

差引額      2,100百万円

 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。 

  なお、当社は長期借入金により資金調達を実施し

たことにより、平成21年４月１日に同契約を総額35億

円から総額17億50百万円に減額しております。 

貸出コミットメントの総額        3,500百万円

借入実行残高           -百万円

差引額        3,500百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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       1,049百万円

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

発送諸費         661百万円

市場クレーム費         313百万円

賞与引当金繰入額         262百万円

役員賞与引当金繰入額         1百万円

給料及び諸手当       1,269百万円

退職給付費用         35百万円

減価償却費          121百万円

＊２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ＊２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  百万円1,878   百万円1,663

＊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     46百万円 工具器具及び備品       9百万円

＊４．固定資産売却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。 

＊４．固定資産売却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。 

工具器具及び備品     1百万円 機械装置及び運搬具      1百万円

＊５．固定資産除却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。 

＊５．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    111百万円

建物及び構築物       28百万円

機械装置及び運搬具       11百万円

工具器具及び備品         19百万円

        

（追加情報）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

 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。 

────── 
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－前連結会計年度（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 

 （注） １．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は単元未満株式の買取りによる増加分であります。 

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 

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  0  －  30

合計  30  0  －  30

  
（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 

  
（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
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21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 

 （注） １．普通株式の自己株式の株式数の増加616千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加616千株、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 

(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 

  
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  616  －  647

合計  30  616  －  647

  
（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20年６月27日 

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

平成20年11月５日 

取締役会 
普通株式  177  18 平成20年９月30日 平成20年12月８日 

  
（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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  28  利益剰余金  3 平成21年３月31日 平成21年６月29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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

＊１．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 

＊１．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20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

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

現金及び預金勘定   3,797百万円

預入期間が３か月を超える定期預金    4百万円

現金及び現金同等物    3,792百万円
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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。  

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。  

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。  

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。  

該当事項はありません。 

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。  

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （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 

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。 

（リース取引関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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

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 
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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205百万円増

加、セキュリティ機器事業が24百万円増加し、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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （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 

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8,503百万円であり、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）及び管理部門に係る資産等であります。 

  
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  38,158  6,455  44,614  －  44,614

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 200  57  258 (258)  －

計  38,359  6,513  44,872 (258)  44,614

営業費用  38,437  6,608  45,045 (288)  44,757

営業利益又は営業損失(△)  △77  △95  △172  29  △142

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
          

資産  23,565  4,085  27,650  3,084  30,735

減価償却費  1,972  296  2,268  －  2,268

資本的支出  2,896  129  3,026  －  3,026

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 

株式会社アルファ（3434） 平成21年３月期決算短信



４．会計方針の変更等 

(1）棚卸資産の評価に関する会計基準 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(１)に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更

に伴う各セグメントの当連結会計年度の営業損失に与える影響は軽微であります。 

(2）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 

「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「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 平成18年５月17

日）を適用しております。この変更に伴う各セグメントの当連結会計年度の営業損失に与える影響は軽微で

あります。  

(3）リース取引に関する会計基準 

「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「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年

３月30日改正））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（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。こ

の変更に伴う各セグメントの当連結会計年度の営業損失に与える影響は軽微であります。  

(4）有形固定資産の耐用年数の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（２）に記載のとおり、当連結会計年度より一部

の機械装置の耐用年数を改正後の法人税法の耐用年数に変更しております。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損失は、自動車部品事業が94百万円増加、セキュリティ機器

事業が15百万円増加しております。  

(5）特別クレーム費用及び製品保証引当金繰入額の計上区分の変更 

「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、当連結会計年度よりリコール

等による特別クレーム費用及び製品保証引当金繰入額の計上区分を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損失は、自動車部

品事業が60百万円減少、セキュリティ機器事業が212百万円減少しております。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （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。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
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  732  239  608  1,580  357  1,938

Ⅱ．資産  20,727  6,203  10,764  37,695  2,502  40,197
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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230百万円増加し、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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （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8,503百万円であり、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）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）棚卸資産の評価に関する会計基準 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(１)に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更

に伴う各セグメントの当連結会計年度の営業利益又は営業損失に与える影響は軽微であります。 

(2）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 

「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「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 平成18年５月17

日）を適用しております。この変更に伴う各セグメントの当連結会計年度の営業利益又は営業損失に与える

影響は軽微であります。 

  
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  26,856  8,213  9,544  44,614  －  44,614

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,565  14  1,444  5,024 (5,024)  －

計  30,421  8,227  10,989  49,638 (5,024)  44,614

営業費用  31,284  8,483  10,032  49,799 (5,042)  44,757

営業利益又は営業損失(△)  △862  △255  957  △160  18  △142

Ⅱ．資産  16,165  4,845  9,040  30  683  30,735
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(3）リース取引に関する会計基準 

「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「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年

３月30日改正））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（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。こ

の変更に伴う各セグメントの当連結会計年度の営業利益又は営業損失に与える影響は軽微であります。 

(4）有形固定資産の耐用年数の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（２）に記載のとおり、当連結会計年度より一部

の機械装置の耐用年数を改正後の法人税法の耐用年数に変更しております。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損失が、日本で110百万円増加しております。  

(5）特別クレーム費用及び製品保証引当金繰入額の計上区分の変更 

「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、当連結会計年度よりリコール

等による特別クレーム費用及び製品保証引当金繰入額の計上区分を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損失が、日本で

272百万円減少しております。  

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （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。 

ｃ．海外売上高

  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

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,214  10,070  123  18,407

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  44,614

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 18.4  22.6  0.3  41.3
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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。  

 （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。 

 該当事項はありません。 

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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 

１株当たり純資産額        1,575.18円 

１株当たり当期純損失金額          315.14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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  610  △3,080

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
 610  △3,080

期中平均株式数（千株）  10,169  9,773

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,969 1,358

受取手形 838 615

売掛金 8,384 4,759

製品 326 286

原材料 631 777

仕掛品 483 415

貯蔵品 62 45

前払費用 96 100

繰延税金資産 439 －

未収入金 1,130 528

関係会社短期貸付金 100 676

その他 221 199

貸倒引当金 △1 △38

流動資産合計 14,683 9,724

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,613 1,550

構築物（純額） 133 117

機械及び装置（純額） 1,929 1,772

車両運搬具（純額） 19 21

工具、器具及び備品（純額） 1,094 584

土地 943 943

リース資産（純額） － 442

建設仮勘定 223 280

有形固定資産合計 5,957 5,714

無形固定資産   

電話加入権 6 6

ソフトウエア 107 111

その他 0 0

無形固定資産合計 114 118

投資その他の資産   

投資有価証券 2,643 1,695

関係会社株式 4,218 3,264

出資金 0 0

関係会社出資金 2,146 2,146

従業員長期貸付金 4 3

破産債権更生債権等 7 6

長期前払費用 15 7
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

繰延税金資産 498 －

その他 310 197

貸倒引当金 △51 △50

投資損失引当金 △817 －

投資その他の資産合計 8,978 7,272

固定資産合計 15,050 13,104

資産合計 29,734 22,828

負債の部   

流動負債   

支払手形 434 147

買掛金 6,871 3,074

短期借入金 1,400 300

1年内返済予定の長期借入金 471 1,043

リース債務 － 191

未払金 441 240

未払費用 649 416

未払法人税等 13 12

未払消費税等 10 －

賞与引当金 374 207

預り金 21 18

製品保証引当金 130 383

設備関係支払手形 64 40

その他 287 0

流動負債合計 11,169 6,077

固定負債   

長期借入金 1,054 3,002

リース債務 － 281

長期未払金 1,535 1,303

繰延税金負債 － 473

固定負債合計 2,590 5,061

負債合計 13,759 11,138

株式会社アルファ（3434） 平成21年３月期決算短信



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21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   

資本準備金 2,952 2,952

資本剰余金合計 2,952 2,952

利益剰余金   

利益準備金 192 192

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 602 583

別途積立金 10,034 8,534

繰越利益剰余金 △663 △2,911

利益剰余金合計 10,164 6,397

自己株式 △22 △578

株主資本合計 15,854 11,532

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 277 157

繰延ヘッジ損益 △157 －

評価・換算差額等合計 119 157

純資産合計 15,974 11,689

負債純資産合計 29,734 22,828
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 33,476 27,443

売上原価   

製品期首たな卸高 421 326

当期製品製造原価 29,214 25,338

当期製品仕入高 104 33

合計 29,741 25,698

製品期末たな卸高 326 286

製品売上原価 29,414 25,412

売上総利益 4,062 2,030

販売費及び一般管理費 3,635 3,206

営業利益又は営業損失（△） 426 △1,176

営業外収益   

受取利息 7 11

受取配当金 153 886

不動産賃貸料 69 80

受取保険金 118 111

その他 13 4

営業外収益合計 363 1,093

営業外費用   

支払利息 57 73

不動産賃貸費用 63 67

為替差損 366 110

投資有価証券評価損 259 32

支払手数料 4 33

その他 4 27

営業外費用合計 755 345

経常利益又は経常損失（△） 34 △427

特別利益   

前期損益修正益 － 33

固定資産売却益 47 0

投資有価証券売却益 3 1

投資損失引当金戻入額 － 817

特別利益合計 51 853
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 0 1

固定資産除却損 1 17

投資有価証券売却損 － 22

投資有価証券評価損 224 678

投資損失引当金繰入額 817 －

関係会社株式評価損 － 954

製品保証引当金繰入額 － 256

スワップ解約損 － 501

その他 － 16

特別損失合計 1,043 2,449

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △958 △2,023

法人税、住民税及び事業税 65 15

法人税等還付税額 △14 △15

法人税等調整額 △357 1,382

法人税等合計 △307 1,382

当期純損失（△） △651 △3,406

株式会社アルファ（3434） 平成21年３月期決算短信



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,760 2,760

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,760 2,760

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,952 2,952

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,952 2,952

資本剰余金合計   

前期末残高 2,952 2,952

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,952 2,952

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 192 192

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 192 192

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 624 602

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △22 △18

当期変動額合計 △22 △18

当期末残高 602 583

別途積立金   

前期末残高 9,134 10,034

当期変動額   

別途積立金の積立 900 －

別途積立金の取崩 － △1,500

当期変動額合計 900 △1,500

当期末残高 10,034 8,534

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,231 △663
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 22 18

別途積立金の積立 △900 1,500

剰余金の配当 △366 △360

当期純損失（△） △651 △3,406

当期変動額合計 △1,895 △2,248

当期末残高 △663 △2,911

利益剰余金合計   

前期末残高 11,182 10,164

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △366 △360

当期純損失（△） △651 △3,406

当期変動額合計 △1,017 △3,766

当期末残高 10,164 6,397

自己株式   

前期末残高 △22 △22

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △555

当期変動額合計 △0 △555

当期末残高 △22 △578

株主資本合計   

前期末残高 16,871 15,854

当期変動額   

剰余金の配当 △366 △360

当期純損失（△） △651 △3,406

自己株式の取得 △0 △555

当期変動額合計 △1,017 △4,321

当期末残高 15,854 11,532
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 526 277

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △249 △119

当期変動額合計 △249 △119

当期末残高 277 157

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 125 △157

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △283 157

当期変動額合計 △283 157

当期末残高 △157 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 652 119

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △532 37

当期変動額合計 △532 37

当期末残高 119 157

純資産合計   

前期末残高 17,523 15,974

当期変動額   

剰余金の配当 △366 △360

当期純損失（△） △651 △3,406

自己株式の取得 △0 △555

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △532 37

当期変動額合計 △1,549 △4,284

当期末残高 15,974 11,689
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   該当事項はありません。 

   

 （１） 役員の異動（平成21年４月21日開示済み） 

      ① 代表取締役の異動 

        ・新任及び再任予定代表取締役候補 

          代表取締役会長 高橋 欽一（現 相談役） 

          代表取締役社長 木之瀬 茂（現 代表取締役社長代行） 

      ② 就任予定日 

          平成21年６月26日 

  

(4）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

６．その他
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