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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 168,586 △14.3 226 ― 807 ― △1,249 ―

21年3月期 196,666 △22.0 △10,645 ― △5,051 ― △9,290 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △17.92 ― △1.3 0.6 0.1
21年3月期 △133.17 ― △8.8 △3.4 △5.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  1,358百万円 21年3月期  1,142百万円

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

22年3月期 153,428 97,035 62.7 1,379.61
21年3月期 132,422 96,873 72.4 1,374.95

（参考） 自己資本   22年3月期  96,248百万円 21年3月期  95,922百万円

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

22年3月期 9,858 △3,962 8,150 39,844
21年3月期 10,679 △12,850 △329 26,141

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 10.00 ― 0.00 10.00 697 ― 0.7
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 31.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

92,000 20.4 3,500 ― 3,500 ― 2,500 ― 35.84

通期 180,000 6.8 6,000 ― 6,000 643.1 4,500 ― 64.50
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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） 

(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、29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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 69,784,501株 21年3月期 69,784,501株

② 期末自己株式数 22年3月期  19,667株 21年3月期  19,920株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 122,921 △14.3 △2,973 ― △2,775 ― △3,318 ―

21年3月期 143,432 △22.5 △12,238 ― △3,425 ― △6,245 ―

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

22年3月期 △47.56 ―

21年3月期 △89.52 ―

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

22年3月期 115,874 79,239 68.4 1,135.80
21年3月期 98,323 80,356 81.7 1,151.82

（参考） 自己資本 22年3月期  79,239百万円 21年3月期  80,356百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能
性があります。 

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

第2四半期 
累計期間

73,000 28.3 2,600 ― 2,800 ― 2,800 ― 40.12

通期 133,000 8.2 3,800 ― 4,000 ― 4,000 ― 57.32



１．経営成績に関する分析 

 当連結会計年度における世界経済は、年央以降、金融関連や株式市場において一部回復の兆しが見られ、景気後退

の底打ち感が出てきたものの、雇用情勢の悪化や所得減少による個人消費の低迷など、総じて厳しい状況が続きまし

た。 

  自動車業界においては、米国自動車メーカーの経営破綻や欧州自動車メーカーの再編・統合、新興国自動車メーカ

ーの台頭など大きな構造変動のなか、日・米・欧の各国政府の新車買い替え補助策が奏功し、小型車や環境対応車の

販売は堅調に推移しました。また、中国の新車販売台数が米国を抜き世界一になるなど、新興国における自動車市場

の拡大が見られました。 

  カーエレクトロニクス業界では、一部好転の兆しがあるものの、カーナビゲーション装着率が低い小型車への需要

シフトや個人消費低迷の影響を受け、自動車メーカー向け純正品、市販品ともに販売が弱含みで推移しました。 

  このような状況下、当社は国内市販市場に新製品を投入するとともに、積極的に自動車メーカー向けビジネスの受

注活動を行い、業績改善に努めました。さらに、構造改革『CHALLENGE30＋(プラス)』を推進し、徹底した経費削減

を図るとともに、研究開発投資および設備投資の効率化や、グローバル生産体制の見直しを推し進めました。 

  これら損益分岐点引下げを中心とした収益改善に取組んだ結果、下期は黒字化を達成することが出来ました。しか

しながら、低調であった上期業績の影響を受け、当連結会計年度の売上高は1,685億円(前期比14.3％減)、営業利益2

億円(前期は106億円の営業損失)にとどまり、経常利益8億円(前期は50億円の経常損失)、当期純損失12億円(前期は

92億円の純損失)となりました。  

    

(1）当期の業績全般に関する事業の種類別セグメントの状況 

① 音響機器事業 

  当事業部門では、国内市販市場で、ミニバンユーザー向けに車室内にクリアな音を再現する「高音質スピーカ

ー」や「アンプ」の積極的な提案営業を行いシェアの拡大を図りましたものの、「ヘッドユニット」の価格競争

が激化し、厳しい状況で推移しました。また、欧米市販市場においても、「スピーカー」や「アンプ」など車室

内の音質をグレードアップするサウンドシステム商品や、下期より欧州で販売を開始した「ブルートゥース内蔵

CDプレーヤー」の販売は堅調に推移しましたものの、期初、北米で好調な売行きを示していた「CDプレーヤー」

が個人消費低迷の影響を受け、売上が減少しました。 

  自動車メーカー向け純正品については、新車の在庫調整が完了し、適正レベルに戻りつつあることから受注が

一部回復しました。しかしながら、自動車メーカーの生産の回復が緩やかなペースで推移したことなどから、売

上は本格回復には至りませんでした。 

  なお、当事業部門に属するCDプレーヤーを中心としたカーオーディオは、「ビジュアル商品」や「ナビゲーシ

ョン」との複合化が進展しています。当該複合商品の売上は「情報・通信機器事業」に計上され、当事業部門の

売上高は減少傾向にあります。 

 以上の結果、当事業部門の売上高は704億円(前期比20.3％減)となりました。 

② 情報・通信機器事業 

  当事業部門では、国内市販市場に新製品『リアビジョンナビX08プレミアム』を投入するとともに「ミニバンカ

ーライフ」施策を展開、ファミリー層向けプロモーション活動の展開や提案営業を強化、そのシステム・ソリュ

ーション力がお客様より高く評価されました。また、「車種別パーフェクトフィット」を展開し、売れ筋のエコ

カー向けパッケージを市場投入するなど、お客様のニーズを捉えた付加価値の高い商品とサービスを提供しまし

た。さらに、新規自動車ディーラー向けビジネスの展開や、お子様がリアシートで遊びながら学べる知育玩具

『カービーナ』を発売するなど、売上拡大を図りました。 

  なお、『リアビジョンナビX08プレミアム』は、DVDや地上デジタル放送を楽しむ大画面・高画質モニター『リ

アビジョン』と、先進のドライブアシスト機能が搭載されたナビゲーション『X08』から構成されたシステム商品

で、本年度「用品大賞－カーナビゲーション部門賞－」（日刊自動車新聞社主催）を受賞しました。  

  一方、欧米市販市場では、下期よりナビゲーションや複合商品を投入しましたが、市況悪化に加え、PND(ポー

タブル・ナビゲーション・デバイス)やナビゲーション機能搭載のスマートフォン（高機能携帯電話）の普及に伴

い価格競争が激化し、厳しい状況で推移しました。 

 自動車メーカー向け純正品については、北米および中国市場において、ナビゲーションの装着率が高い高級車

や大型車の販売が緩やかながら回復を見せ始めましたものの、上期の売上減の影響から減少しました。  

 以上の結果、当事業部門の売上高は981億円(前期比9.4％減)となりました。  

  

１．経営成績



(2）次期の業績全般及び各セグメントの見通し 

 今後の世界経済の見通しについては、昨年度後半からの深刻な景気後退局面から、回復の兆しが見受けられますも

のの、欧州ギリシャの財政問題、中国政府による金融引締めなど、予断を許さない状況が継続しています。また、世

界の自動車販売は底打ち感が出ているものの、各国の新車購入支援制度が終了し、その反動減から、競争は激化する

ものと予想されます。さらに、ハイブリッドカー、電気自動車などのエコカーや、燃費効率の高い小型車の需要が拡

大するなか、カーエレクトロニクス製品についても、省電力化・軽量化対応への要求がますます高まっています。 

  このような厳しい経営環境下、当社グループは、コスト抑制策を継続し、損益分岐点引下げを進めるとともに、製

品面では、競合各社との差別化を図り、「i-Phone」やインターネットラジオ「パンドラ」などにリンク可能な「ヘ

ッドユニット」を業界に先駆け開発、北米市販市場に投入します。また、自動車メーカー向け純正品では、新興国需

要を対象にコスト対応設計された中・小型車向け商品を投入し、売上拡大を目指します。 

  さらに、ITS(高度道路交通システム)に対応した車載情報端末機器の将来の成長に対し、積極的な商品開発を推進

していきます。また、自動車市場が拡大する中国においては、新たなビジネス獲得を目指し、引続き販売体制を再構

築し販売網の強化を図るとともに、中国自動車メーカーに対する積極的な営業活動を展開、新規受注の獲得を目指し

ます。 

  昨今、自動車の品質問題がクローズアップされるなか、当社は、主要お取引先自動車メーカー様より、「品質部門

賞」と「桁違い品質賞」を授与されました。品質の向上を図ることこそが、お客様からの信頼かつブランドイメージ

を向上させ、コスト削減にも寄与するものと信じています。今後もお客様と社会から信頼されるアルパインブランド

の価値向上に努めていきます。 

 次期の見通しについては、次のとおり予想しています。 

①音響機器事業 

 当事業部門に属するCDプレーヤーを中心としたカーオディオは、「ビジュアル商品」や「ナビゲーション」との複

合化が進展しています。当該複合商品の売上は「情報・通信機器事業」に計上されているため、当事業の売上高は減

少傾向にあります。 

 当事業部門の売上高は、700億円(前期比0.7％減)を予想しています。 

②情報・通信機器事業 

 当事業部門においては、国内市販向けには『X08』に続くナビゲーションの新製品を投入し拡販を図ります。ま

た、自動車メーカー向けは、自動車販売が回復傾向にあることから売上増加を予想しています。 

 当事業部門の売上高は、1,100億円(前期比12.1％増)を予想しています。 

 通期の連結業績見通しについては、以下のとおり予想しています。 

 ＜連結業績見通し＞ 売上高   1,800億円  (前年度比＋114億円、 ＋6.8％) 

           営業利益      60億円  (前年度比＋57億円) 

           経常利益      60億円  (前年度比＋51億円) 

           当期純利益    45億円    (前年度は12億円の当期純損失) 

 ※業績見通しの前提となる予想為替レート：１米ドル＝90円、１ユーロ＝120円 

（注意事項） 

 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いて算出していますが、為替動向等多分に不確定な要

素を含んでいますことをご承知おき下さい。 

  



２．財政状態に関する分析 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当期における総資産は前年同期比210億円増加し1,534億円、純資産合計は前年同期比1億円増加の970億円となり

ました。この結果、自己資本比率は62.7％となりました。主な増減としまして、現金及び預金の増加139億円、受

取手形及び売掛金の増加102億円、たな卸資産の減少13億円等により、流動資産は210億円増加しています。固定資

産は有形固定資産の減少30億円、無形固定資産の減少13億円、投資その他の資産の増加43億円等により前期比ほぼ

横ばいとなりました。 

 流動負債については、支払手形及び買掛金の増加104億円、短期借入金の減少15億円等により88億円増加となり

ました。固定負債は、長期借入金の増加100億円、繰延税金負債の増加20億円等により120億円の増加となりまし

た。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度の現金及び現金同等物は398億円と前連結会計年度と比べ137億円（前期比52.4％増）の増加とな

りました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は98億円（前期比7.7%減）となりました。この増加の主な要因は、減価償却費83億円

の計上、仕入債務109億円増加及びたな卸資産11億円減少による資金の増加と、売上債権108億円増加による資金の

減少です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は39億円（前期比69.2%減）となりました。この減少の主な要因は、有形固定資産の

取得29億円と無形固定資産の取得12億円等による資金の減少です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の増加は81億円（前期は3億円の減少）となりました。この増加の主な要因は、短期借入金

純減額15億円による資金の減少と長期借入金100億円による資金の増加です。 

 上記の結果、フリー・キャッシュ・フローは58億円の資金増加となりました。なお、フリー・キャッシュ・フロ

ーは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・フローの合計です。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 当社グループのキャッシュ・フローに関する指標のトレンドは以下のとおりです。 

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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用していま

す。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いま

す。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

  

  
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 

平成22年
３月期  

自己資本比率（％）  65.3  65.7  68.5  72.4  62.7

時価ベースの自己資本比率（％）  71.6  81.6  45.7  33.7  51.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍）  0.0  0.0  0.0  0.2  1.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  95.5  129.9  58.8  90.0  68.3



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、株主の皆様への利益還元を経営上の重要事項と位置付けており、連結業績をベースに「株主様への利益還

元」、「競争力強化のための積極的な研究開発投資や設備投資」、「将来の事業成長に向けての内部留保」のバラン

スを考慮して、利益配分を決定することを基本方針としています。 

 当期の期末配当については、収益改善に取り組み、営業利益の黒字化を達成することが出来ましたものの、当期純

利益は損失を計上したため、見送らせていただきたいと考えています。 

 次期の配当につきましては、第２四半期末における配当金は１株当たり10円、期末配当金は１株当たり10円を予定

しています。 

  

４．事業等のリスク 

 当社グループの事業展開上リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は以下の通りです。 

文中における将来に関する事項は本資料作成日現在において当社グループが判断したものです。 

(1) 景気変動について 

 当社グループは、モービルマルチメディア事業を中心としてグローバルに事業を展開しています。当社グループ

の製品は、直接あるいは顧客自動車メーカーを通じて間接的に、全世界の様々な市場で販売されています。 

従いまして、日本、北米、欧州、アジア等の主要市場における景気後退などは当社グループの業績及び財務状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

(2) 為替リスクについて 

 当社グループは、海外売上高比率が約82％であり、また在外子会社の財務諸表は現地通貨建で作成されているた

め、為替変動の影響を受けます。一般に他の通貨に対する円高、特に米ドル及びユーロに対する円高は、当社グル

ープの業績に悪影響を及ぼします。当社グループは為替先物予約等により、為替ヘッジ取引を行っていますが、急

激な為替レートの変動等により、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(3) 新製品開発について 

 当社グループは、魅力ある新製品を開発するため、継続的な研究開発投資を積極的に行っています。しかしなが

ら、技術の急速な進歩や顧客ニーズの変化により、期待通りに新製品開発が進まない場合、将来の成長と収益性を

低下させ、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 価格競争について 

 当社グループが属しているモービルマルチメディア業界における価格競争は激化しており、市販市場では価格下

落の影響を受けています。また、自動車メーカーからのコストダウンや競合他社の参入攻勢などのため、今後一層

の価格下落が予想されます。当社グループは、グローバルな視点での収益・コストの構造改革を進めていきます

が、これら販売価格の下落が、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(5) 海外進出に潜在するリスクについて 

 当社グループは、生産及び販売活動の多くを米国や欧州ならびに中国他アジア諸国にて行っています。これらの

海外市場への事業進出には、1).予期しない法律または税制の変更、2).不利な政治または経済要因、3).テロ、戦

争、その他の社会的混乱等のリスクが常に内在されております。これらの事象が起きれば、当社グループの事業の

遂行に深刻な影響を与える可能性があります。 

(6) 特定の部品の供給体制について 

 当社グループは、重要部品を当社グループ内で製造する様努めていますが、一部の重要部品については、グルー

プ外の企業から供給を受けています。これらの供給元企業が、災害等の事由により、当社グループの必要とする数

量の部品を予定通り供給できない場合、生産遅延、販売機会損失等が発生し、当社グループの業績及び財務状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

(7) 顧客企業の要求について 

 当社グループのＯＥＭ事業は、全世界の自動車メーカーを対象にしており、中期的には受注構造改革を推進し、

更なる売上げの拡大を目指しています。これら自動車メーカーにあっては、生き残りをかけたグローバル競争から

品質・価格・納期に対する要求が一層高まっています。この分野における顧客企業への売上げは、その顧客企業の

業績や調達方針の変更等により大きな影響を受け、また顧客要求に応じるための値下げは、当社グループの業績及

び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  



(8) 知的財産について 

 当社グループは、技術研究開発等により得られた成果について、特許、商標及びその他の知的財産権などにより

当該技術の保護を図っています。しかし特定の地域においては知的財産権による保護が十分でなく、第三者が当社

グループの知的財産を使用し類似製品を製造するのを効果的に防止できない可能性があります。また、当社グルー

プの将来の製品または技術が、他社の知的財産権を侵害しているとされる可能性があります。 

(9) 製品の欠陥について 

 当社グループは、厳格な品質管理基準にのっとり各種の製品を製造しています。しかし全ての製品について欠陥

がなく、将来的にリコールが発生しないという保証はありません。また、製造物賠償責任保険に加入しています

が、この保険が 終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はありません。大規模なリコールや製造

物賠償責任につながるような製品の欠陥は、多額のコストや当社グループの評価に重大な影響を与え、それにより

当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(10) 公的規制について 

 当社グループは、事業展開する各国において、事業・投資の許可、関税をはじめとする輸出入規制等、様々な政

府規制・法規制の適用を受けています。これらの規制を遵守できなかった場合、当社グループの事業活動が制限さ

れ、コストの増加につながる可能性があります。従いまして、これらの規制は当社グループの業績及び財務状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

(11) 災害時のリスクについて 

 当社グループでは、地震を含めた防災対策を徹底しており、過去の災害発生時にも事業への影響を 小限に止め

た実績があります。しかし、想定を超える大規模な災害が発生した場合には、停電またはその他の中断事象による

影響を完全に防止または軽減できる保証はありません。 

  

  

直近の有価証券報告書（平成21年６月24日提出）における「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います。 

    

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは企業理念として「個性の尊重」、「価値の創造」、「社会への貢献」、また、2015年に向けた企業

ビジョンとして、「未来価値を創造するモービルメディア・ソリューションカンパニーを目指します。」を掲げ企業

活動を行っています。車載用の音響機器や情報通信機器分野で永年培ったコア技術を核として、新たな価値の創造・

もの造りに情熱を持って果敢に挑戦することで、企業価値の向上を図っていきます。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループでは、国内・外関連会社を含む連結経営を重視し、連結収益力の向上と連結キャッシュ・フローの創

出を目指しています。そのため、利益率ならびに資産回転率の両面から連結ＲＯＡ（総資産当期純利益率）を高めて

いくことが重要と考えており、連結ＲＯＡ５％超を目指して、利益率の向上に加え、たな卸資産の削減、有利子負債

の圧縮などに取り組んでいきます。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当業界においては、音響機器製品は、 新デジタル機器と連動した商品の需要の拡大がみられるものの、競合各社

の価格競争が一層激しさを増しています。 

 また、情報通信機器製品は、音響・映像・情報機器が一体化した複合製品が、自動車の基幹機能として搭載される

傾向が強まり、新車への純正搭載比率がますます高まりつつあります。しかし一方では、自動車メーカーのグローバ

ル競争の激化に伴う品質・価格・納期に対する要請が一層厳しさを増しています。自動車業界においては、一部に明

るさも見え始めていますが、業界の転換期と認識し、環境、省エネ、安全といった新たな軸での競争も当社において

の重要な課題として取り組んでいます。 

 このような状況に対応するため、当社グループは2015年に向けた企業ビジョン、「未来価値を創造するモービルメ

ディア・ソリューション・カンパニー」を目指し、また、中期経営方針として、2007年度から取り組んでいた構造改

革に、今回の世界同時不況による変化に対する対応を織り込んだ、『創造・情熱・挑戦で「CHALLENGE30＋推進」加

速』を掲げ、中期経営計画を推進しています。 

 中期経営方針達成のため、次の戦略をもとに諸施策を推進し、新たな価値の創造・経営体質の強化と収益の向上を

図り、企業価値の拡大を目指します。 

① 市場規模が拡大する情報通信機器事業に積極的な研究開発投資を実施し、コア技術をさらに深耕するとともに、

先行技術開発や大型システム商品開発とグローバルでのファーストワン商品によるビジネスモデルの構築を推進

し、事業基盤の確立を図ります。 

② 価格競争の激化・厳しい品質要求に対応するため、全社をあげて製品設計構造の改革・「桁違いの搬入・市場品

質」活動と開発品質の追求に取り組むとともに、グローバル生産拠点においては、現地部品調達や部品加工から

完成までの一貫生産体制を拡充し、価格競争力の強化を図ります。 

③ グローバル・ベース（日本、米州、欧州、中国・アジア）で、販売・調達・生産・開発の各機能を拡充し、顧客

満足度の向上と収益・コストの構造改革に取り組みます。 

④  企業活動に関するリスクの多様化などを背景にリスクマネジメント及びコンプライアンスの重要性が増してきて

おり、ＣＳＲ委員会において危機管理及び情報管理体制等の強化を図ります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 わが国経済は、世界金融危機から実体経済への影響として起きている内需の落ち込みだけでなく、欧米の消費の低

迷や、一部の新興国における成長の鈍化による外需環境の悪化に加え、為替変動など、経営環境が厳しい状況にあり

ます。 

  海外においても、長期的な景気低迷と雇用情勢の回復遅れが懸念されています。現在の景気低迷からの復調までの

道のりはまだ見えていません。一部、復調の兆しが見え始めた部分もありますが、中国における継続的な成長への舵

取りや、ロシアや新興国の市場成長予測の軌道修正等予断を許さない状況にあります。  

 自動車業界においては、世界経済の悪化に伴う消費減速の中で耐久消費財への支出が大きく影響を受け、過去に例

を見ない販売数の減少に直面しました。同時に流通在庫の調整を目的とした生産停止あるいは減少といった大きな影

響が出ました。結果として自動車メーカーだけでなく、自動車部品業界においても、各社ごとで存続への大きな変化

点に直面しています。一方、消費低迷による低価格化への要求に加え、環境や安全といった、新たな価値基準による

購買判断の影響が従来に増して拡大しています。各国における経済対策として環境と自動車に対する施策の結果、一

部で生産回復が見え始めていますが従来のレベルには及んでいません。同時に需要の前倒しの懸念や施策打切り時の

反動も予測され、慎重な見極めが必要と考えています。 

  当カーエレクトロニクス業界においても、自動車メーカーの要求に対応するため技術開発や価格競争力の強化とグ

ローバル化が経営の重要課題となっています。 

 このような状況下、当社グループでは市場規模が拡大しているナビゲーションを核とした情報通信機器分野に研究

開発投資を継続するとともに、中国のソフトウェア開発拠点拡充、幅広い技術提携などで開発効率の向上を図りま

す。さらに桁違い品質追求による顧客満足度の向上とコスト・間接の構造改革を推進し、収益力を高め経営基盤の強

化を図っていきます。 

 また、今後、EV(電気自動車)やHV(ハイブリッド自動車)などのエコ・カーや燃費効率の高い小型車の需要が拡大す

ると予測されるなか、自動車の「軽量化・省電力化・安価」に対応した商品開発や、「安全・安心」を実現するドラ

イバー支援システムの機能向上・充実を図っていきます。  

３．経営方針



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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,290 40,199

受取手形及び売掛金 18,054 28,290

商品及び製品 13,443 12,832

仕掛品 1,067 670

原材料及び貯蔵品 4,566 4,245

繰延税金資産 1,431 1,545

その他 11,048 8,750

貸倒引当金 △767 △350

流動資産合計 75,133 96,184

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,324 23,320

減価償却累計額 △13,221 △13,956

建物及び構築物（純額） 10,102 9,363

機械装置及び運搬具 17,529 17,253

減価償却累計額 △10,382 △11,275

機械装置及び運搬具（純額） 7,146 5,977

工具器具備品及び金型 49,635 48,692

減価償却累計額 △43,608 △44,129

工具器具備品及び金型（純額） 6,027 4,563

土地 ※2  5,004 ※2  4,997

リース資産 542 385

減価償却累計額 △320 △250

リース資産（純額） 221 135

建設仮勘定 400 837

有形固定資産合計 28,902 25,874

無形固定資産 7,002 5,672

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  17,228 ※1  22,011

繰延税金資産 328 463

その他 ※1  3,848 ※1  3,234

貸倒引当金 △21 △13

投資その他の資産合計 21,383 25,696

固定資産合計 57,288 57,243

資産合計 132,422 153,428



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,434 22,923

短期借入金 1,621 42

未払法人税等 369 601

未払費用 7,951 7,629

繰延税金負債 69 －

賞与引当金 1,369 1,415

製品保証引当金 3,544 3,916

その他 3,137 2,777

流動負債合計 30,498 39,305

固定負債   

長期借入金 － 10,001

繰延税金負債 2,932 4,953

退職給付引当金 632 658

役員退職慰労引当金 732 642

その他 753 831

固定負債合計 5,049 17,087

負債合計 35,548 56,393

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,920 25,920

資本剰余金 24,905 24,905

利益剰余金 47,838 46,549

自己株式 △29 △28

株主資本合計 98,635 97,347

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,090 5,260

土地再評価差額金 ※2  △1,394 ※2  △1,394

為替換算調整勘定 △4,408 △4,964

評価・換算差額等合計 △2,713 △1,098

少数株主持分 951 786

純資産合計 96,873 97,035

負債純資産合計 132,422 153,428



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 196,666 168,586

売上原価 ※1,3  171,518 ※1,3  140,149

売上総利益 25,147 28,436

販売費及び一般管理費 ※2,3  35,793 ※2,3  28,210

営業利益又は営業損失（△） △10,645 226

営業外収益   

受取利息 246 134

受取配当金 506 309

持分法による投資利益 1,142 1,358

為替差益 3,527 －

その他 661 347

営業外収益合計 6,084 2,149

営業外費用   

支払利息 121 149

売上割引 174 157

為替差損 － 627

その他 194 633

営業外費用合計 490 1,568

経常利益又は経常損失（△） △5,051 807

特別利益   

固定資産売却益 ※4  36 ※4  66

投資有価証券売却益 117 －

貸倒引当金戻入額 67 377

オプション評価益 2,577 －

土地使用権交換差益 － 223

オプション決済及び評価損益 － ※7  128

その他 288 55

特別利益合計 3,088 850

特別損失   

固定資産除売却損 ※5  342 ※5  344

投資有価証券評価損 51 232

たな卸資産評価損 1,090 －

固定資産評価損 ※6  492 －

過年度製品補償費用 － 433

過年度特許権使用料 － 297

事業構造改善費用 － 220

その他 93 117

特別損失合計 2,072 1,646

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△4,035 11

法人税、住民税及び事業税 943 1,247

過年度法人税等 △913 △21

法人税等調整額 5,102 65

法人税等合計 5,133 1,291

少数株主利益又は少数株主損失（△） 122 △29

当期純損失（△） △9,290 △1,249



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 25,920 25,920

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,920 25,920

資本剰余金   

前期末残高 24,905 24,905

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

自己株式処分差損の振替 0 0

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 24,905 24,905

利益剰余金   

前期末残高 58,592 47,838

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 281 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,744 －

当期純損失（△） △9,290 △1,249

自己株式処分差損の振替 △0 △0

米国会計基準適用子会社の新会計基準適用
による利益剰余金の変動額

－ △38

当期変動額合計 △11,035 △1,289

当期末残高 47,838 46,549

自己株式   

前期末残高 △30 △29

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 2 1

当期変動額合計 1 0

当期末残高 △29 △28

株主資本合計   

前期末残高 109,388 98,635

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 281 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,744 －

当期純損失（△） △9,290 △1,249

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 1 0

米国会計基準適用子会社の新会計基準適用
による利益剰余金の変動額

－ △38

当期変動額合計 △11,034 △1,288

当期末残高 98,635 97,347



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 4,753 3,090

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,662 2,169

当期変動額合計 △1,662 2,169

当期末残高 3,090 5,260

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,394 △1,394

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1,394 △1,394

為替換算調整勘定   

前期末残高 2,111 △4,408

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,519 △555

当期変動額合計 △6,519 △555

当期末残高 △4,408 △4,964

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,469 △2,713

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,182 1,614

当期変動額合計 △8,182 1,614

当期末残高 △2,713 △1,098

少数株主持分   

前期末残高 1,406 951

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △455 △164

当期変動額合計 △455 △164

当期末残高 951 786

純資産合計   

前期末残高 116,264 96,873

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 281 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,744 －

当期純損失（△） △9,290 △1,249

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 1 0

米国会計基準適用子会社の新会計基準適用に
よる利益剰余金の変動額

－ △38

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,638 1,450

当期変動額合計 △19,672 161

当期末残高 96,873 97,035



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△4,035 11

減価償却費 10,336 8,352

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16 37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27 △90

受取利息及び受取配当金 △752 △443

支払利息 121 149

持分法による投資損益（△は益） △1,142 △1,358

有形固定資産売却損益（△は益） 11 △44

土地使用権交換差益（△は益） － △223

売上債権の増減額（△は増加） 10,241 △10,845

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,348 1,129

仕入債務の増減額（△は減少） △9,233 10,973

製品保証引当金の増減額（△は減少） △813 502

オプション評価損益（△は益） △2,577 －

オプション決済及び評価損益（△は益） － △128

その他 2,132 1,983

小計 10,647 10,004

利息及び配当金の受取額 783 443

利息の支払額 △118 △144

法人税等の支払額 △1,668 △973

法人税等の還付額 1,036 528

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,679 9,858

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 △7,139 △2,998

有形固定資産の売却による収入 87 214

無形固定資産の取得による支出 △3,156 △1,221

投資有価証券の売却による収入 130 －

子会社株式の取得による支出 △544 △44

関係会社株式の取得による支出 △245 －

貸付けによる支出 △1,857 △1,482

貸付金の回収による収入 66 1,791

その他 △193 △222

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,850 △3,962

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,576 △1,593

長期借入れによる収入 － 10,002

配当金の支払額 △1,744 △1

少数株主への配当金の支払額 △16 △162

少数株主からの払込みによる収入 － 42

その他 △145 △136

財務活動によるキャッシュ・フロー △329 8,150

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,518 △343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,017 13,703

現金及び現金同等物の期首残高 30,159 26,141

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  26,141 ※1  39,844



 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社は27社です。 

主な連結子会社の名称 

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. 

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH 

ALPINE ELECTRONICS (CHINA) CO., LTD. 

前連結会計年度において連結子会社であった

ALPINE ELECTRONICS ASIA PTE LTD.は平成20年12

月に清算したため、連結の範囲から除いています

が、清算結了日までの損益計算書については連結

しています。 

ALPINE OF ASIA PACIFIC INDIA PRIVATE LIMITED

は平成21年２月に新規設立されたことにより連結

の範囲に含めることとしました。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社は27社です。 

主な連結子会社の名称 

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. 

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH 

ALPINE ELECTRONICS (CHINA) CO., LTD. 

  

(2) 非連結子会社は５社であり、いずれも総資産額、

売上高、当期純損益(持分相当額)及び利益剰余金

(持分相当額)等の観点からみても小規模であり、

全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないので、連結の範囲から除外しました。非

連結子会社等のうち主なものは、ALPINE 

ELECTRONICS R&D EUROPE GmbHです。 

(2) 非連結子会社は４社であり、いずれも総資産額、

売上高、当期純損益(持分相当額)及び利益剰余金

(持分相当額)等の観点からみても小規模であり、

全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないので、連結の範囲から除外しました。非

連結子会社等のうち主なものは、ALPINE 

ELECTRONICS R&D EUROPE GmbHです。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 １社 

NEUSOFT CORPORATION 

 NEUSOFT CORPORATIONは、平成20年５月をもって

SHENYANG NEUSOFT CO.,LTD.から社名変更していま

す。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 １社 

NEUSOFT CORPORATION 

  

(2) 持分法を適用していない非連結子会社５社及び上

記１社を除く関連会社６社に対する投資について

は、いずれも当期純損益（持分相当額）並びに利

益剰余金（持分相当額）等の観点からみても小規

模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないので原価法により評価してい

ます。非連結子会社等のうち主なものは、ALPINE 

ELECTRONICS R&D EUROPE GmbHです。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社４社及び上

記１社を除く関連会社６社に対する投資について

は、いずれも当期純損益（持分相当額）並びに利

益剰余金（持分相当額）等の観点からみても小規

模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないので原価法により評価してい

ます。非連結子会社等のうち主なものは、ALPINE 

ELECTRONICS R&D EUROPE GmbHです。 

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、ALCOM AUTOMOTIVE,INC.、 

ALCOM ELECTRONICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.、 

ALPINE ELECTRONICS MANUFACTURING OF EUROPE, 

LTD.、ALPINE ELECTRONICS (CHINA) CO., LTD.、 

DALIAN ALPINE ELECTRONICS CO., LTD.、TAICANG 

ALPINE ELECTRONICS CO., LTD.、ALPINE TECHNOLOGY 

MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. の決算日は12月

31日です。連結財務諸表の作成に当たっては、12月31

日現在の決算財務諸表を採用していますが、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

な調整を行っています。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左  



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

…決算期末日の市場価格等に基づく時価法を(評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定しています。)

採用しています。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

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 

…主として移動平均法による原価法を採用して

います。 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

  当社及び国内連結子会社は、主として総平均法

による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）を、また、

在外連結子会社は主として総平均法または移動平

均法による低価法を採用しています。 

② たな卸資産 

同左 

（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）を適用しています。 

  これにより、営業損失及び経常損失は31百万円減

少、税金等調整前当期純損失は1,059百万円増加し

ています。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しています。 

───── 

③ デリバティブ 

…時価法を採用しています。 

③ デリバティブ 

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（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法を採用してい

ます。ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く)については定額法を採

用しています。 

 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いま

す。 

 (在外連結子会社は、主として当該国の会計基準

に規定する耐用年数に基づく定額法を採用してい

ます。また、当社は平成19年3月31日以前に取得し

た金型について、会社所定の耐用年数(法定耐用年

数の50％)及び残存価額を適用しています。) 

(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 

(追加情報) 

法人税法の改正に伴い、当社及び国内連結子会

社の機械装置について、従来、耐用年数を８～10

年としていましたが、当連結会計年度より７年に

変更しました。 

この変更は、平成20年度の税制改正を契機に耐

用年数を見直したことによるものです。 

これにより、当連結会計年度の営業損失、経常

損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ142百

万円増加しています。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しています。    

───── 



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しています。 

 なお、耐用年数については、主として法人税法

に規定する方法と同一の基準によっています。た

だし、ソフトウェア(自社利用)については、社内

における利用可能期間(３～５年)に基づく定額法

を採用しています。 

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います。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前の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います。 

③ リース資産 

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、また、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います。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに備えて、主として将来

の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計

上しています。 

② 賞与引当金 

同左 

③ 役員賞与引当金 

  役員の賞与金の支払いに備えて、当社は、将来

の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計

上しています。 

③ 役員賞与引当金 

同左 

④ 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、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しています。 

 なお、過去勤務債務については、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(１

年)による按分額を費用処理しています。数理計算

上の差異については、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(16年)による按分額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしています。 

④ 退職給付引当金 

同左 

  

  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 

平成20年７月31日）を適用しています。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える影響はありません。   

⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社は、役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年

度末要支給額を計上しています。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

⑥ 製品保証引当金 

 当社及び連結子会社は、製品のアフターサービ

スによる支払いに備えるため、主として過去の実

績を基準として計上しています。 

⑥ 製品保証引当金 

同左 



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財

務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資

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、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

います。なお、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

主持分に含めています。 

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財

務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資

産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

同左 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっています。 

(5) 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 

デリバティブ取引(為替予約、通貨オプション

及び通貨スワップ取引)  

② ヘッジ手段とヘッジ対象   

・ヘッジ手段 

同左  

・ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可能性があり、相場

変動等が評価に反映されていない債権・債務

及びキャッシュ・フローが固定され、変動リ

スクが回避される債権・債務(外貨建予定取引

を含みます。) 

・ヘッジ対象 

同左  

③ ヘッジ方針 

 当社の通常業務を遂行する上で為替リスクによ

る当社収益への影響を軽減する目的で、デリバテ

ィブ取引を使用しており、投機目的のデリバティ

ブ取引は行っていません。 

  デリバティブ取引では、実需原則に基づきキャ

ッシュ・フローを確定させることを目的にヘッジ

取引を行なっています。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 デリバティブ取引は、為替の変動の累計を比率分

析する方法によっています。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(6) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を

採用しています。 

(6) 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方法は、全面時価

評価法によっています。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 のれんは５年間で均等償却しています。 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

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 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

は、手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない短期的な投資です。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



   

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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いま

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います。 

  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いま

す。 

  この変更による当連結会計年度の営業損失、経常損失及

び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微です。 

─────  

（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

修正を行っています。 

  これにより、当連結会計年度の営業損失は68百万円減

少、経常損失は73百万円減少、税金等調整前当期純損失は

74百万円減少しています。 

   なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しています。 

─────  

   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

用したことに伴い、区分の見直しを行った結果、たな卸資

産評価損とたな卸資産廃却損は、いずれも収益性が低下し

たという点から見れば会計処理を区分する意義は乏しいと

判断し、従来販売費及び一般管理費に計上していたたな卸

資産廃却損を、たな卸資産評価損と同様、売上原価に計上

することに変更しました。 

  この変更により、従来と同一の基準によった場合に比

べ、売上原価は98百万円増加し、売上総利益は同額減少し

ましたが、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損

失に与える影響はありません。 

───── 

  従来、市場価格のない株式の受取配当金は支払いを受け

た日に属する事業年度に収益を計上していましたが、当連

結会計年度より配当決議日もしくは配当決議の通知を受け

た日の属する事業年度に収益を計上する方法に変更しまし

た。この変更は期間損益を適正に算出するために実施した

ものです。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

───── 



  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(連結貸借対照表) 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

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

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

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「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

20,252百万円、1,738百万円、6,475百万円です。 

───── 

  

───── 

  

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度において、特別利益の「オプション評価

益」に表示していましたオプション評価益は、当連結会

計年度において、前連結会計年度の評価益に対応するオ

プション決済益が生じたため、その決済益と合わせて特

別利益の「オプション決済及び評価損益」として掲記す

ることとしました。なお、「オプション決済及び評価損

益」の金額内訳は「注記事項（連結損益計算書関係）」

当連結会計年度の※７に記載しています。  

───── 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書)  

 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの「オプション評価益」に表示していましたオプ

ション評価益は、当連結会計年度において、前連結会計

年度の評価益に対応するオプション決済益が生じたた

め、その決済益と合わせて営業活動によるキャッシュ・

フローの「オプション決済及び評価損益」として掲記す

ることとしました。 



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりです。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりです。 

投資その他の資産   

投資有価証券(株式) 百万円 7,950

その他(出資金)  209

投資その他の資産   

投資有価証券(株式) 百万円 8,991

その他(出資金)  209

※２ 土地の再評価 

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布

法律第34号)に基づき、平成14年３月31日に事業用

の土地の再評価を行っています。 

なお、再評価差額については、土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律(平成11年３月31日

公布法律第24号)に基づき、当該再評価差額を「土

地再評価差額金」として純資産の部に計上してい

ます。 

※２ 土地の再評価 

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布

法律第34号)に基づき、平成14年３月31日に事業用

の土地の再評価を行っています。 

なお、再評価差額については、土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律(平成11年３月31日

公布法律第24号)に基づき、当該再評価差額を「土

地再評価差額金」として純資産の部に計上してい

ます。 

・再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定め

る地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第

10号に定める固定資産税評価額に基づき算出

しています。 

・再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定め

る地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第

10号に定める固定資産税評価額に基づき算出

しています。 

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額 

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額 

  百万円△1,130   百万円△1,230

 ３ コミットメントライン 

当社グループは、流動性を確保し、運転資金の効

率的な調達を行うため金融機関４社と貸出コミッ

トメント契約を締結しています。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとおりです。 

 ３ コミットメントライン 

当社グループは、流動性を確保し、運転資金の効

率的な調達を行うため金融機関５社と貸出コミッ

トメント契約を締結しています。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとおりです。 

貸出コミットメントの総額 百万円10,000

借入実行残高 ―   

差引額  10,000

貸出コミットメントの総額 百万円15,000

借入実行残高 ― 

差引額  15,000



  

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

 ４ 偶発債務 

当社グループの非連結子会社であるALPINE DO 

BRASIL LTDA.（ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, 

INC.が ％の株式を所有）は、ブラジルの工業化

制度による優遇税制の適用に関して、「工業化の

要件を満たしておらず優遇税制の適用は認められ

ないため、工業製品税 百万レアル、輸入税 百

万レアル、罰金 百万レアル、金利 百万レア

ルを支払え」とする旨のブラジルThe Federal 

Revenue Judgement Officeによる2006年11月の決

定を不服とし、2006年12月に上訴（審査請求）し

ていましたが、2008年6月18日に行政第二審である

Tax Payers' Councilにおいて、ALPINE DO BRASIL 

LTDA.の訴えを全面的に認める決定がなされまし

た。2008年11月18日にブラジル税務当局からTax 

Payer's council決定事項についての確定通知書が

発行され、当件に関する支払義務がないことが確

定しました。 

100

2 1.4

2.5 3.5

───── 



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、売上原価に算入されているたな卸資

産評価損の金額は2,417百万円です。  

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額で、前連結会計年度の収益性の低下に伴う簿

価切り下げ額の戻し入れ益 百万円と、当連結

会計年度末における切り下げ額 百万円が売上

原価に含まれています。  

2,298

1,263

※２ 販売費及び一般管理費は一括掲記しています。 

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

※２ 販売費及び一般管理費は一括掲記しています。 

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

製品保証引当金繰入額 百万円232

従業員給料手当  8,649

賞与引当金繰入額  288

退職給付費用  251

役員退職慰労引当金繰入額  68

貸倒引当金繰入額  237

支払手数料  5,028

製品保証引当金繰入額 百万円1,089

従業員給料手当  6,758

賞与引当金繰入額  277

退職給付費用  314

役員退職慰労引当金繰入額  73

貸倒引当金繰入額  13

支払手数料  4,378

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の金額は26,391百万円です。 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の金額は 百万円です。 18,191

※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 

固定資産売却益 固定資産売却益 

建物及び構築物 百万円0

機械装置及び運搬具  32

工具器具備品及び金型  3

計  36

建物及び構築物 百万円29

機械装置及び運搬具  16

工具器具備品及び金型  18

無形固定資産  1

計  66

※５ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりです。 ※５ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりです。 

固定資産除却損 固定資産除却損 

建物及び構築物 百万円7

機械装置及び運搬具  61

工具器具備品及び金型  115

建設仮勘定  16

無形固定資産  129

計  331

建物及び構築物 百万円52

機械及び装置   192

工具器具備品及び金型  75

無形固定資産  3

計  324

固定資産売却損 固定資産売却損 

建物及び構築物 百万円0

機械装置及び運搬具    3

工具器具備品及び金型  6

建設仮勘定  0

計  11

機械装置及び運搬具    11

工具器具備品及び金型  8

無形固定資産  0

計  19

※６  固定資産評価損の内訳は次の通りです。 

ソフトウェア  百万円492

計  492

――――― 

――――― 

  

※７ オプション決済及び評価損益の内訳 

  

前連結会計年度 

  オプション評価益戻し  
百万円△2,577

オプション決済益計上  2,209

当連結会計年度 

  オプション評価益計上  
 496

計  128



前連結会計年度（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） 普通株式の自己株式の株式数の増加938株は、単元未満株式の買取りによる増加です。また、減少1,482株は、 

        従業員に対する売渡しによる減少900株、単元未満株式の買増請求に対する売渡しによる減少582株です。 

  

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）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

     該当事項はありません。 

  

  

（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（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  69,784,501  －  －  69,784,501

合計  69,784,501  －  －  69,784,501

自己株式         

普通株式（注）  20,464  938  1,482  19,920

合計  20,464  938  1,482  19,920

  
（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25日 

定時株主総会 
普通株式  1,046  15 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

平成20年11月４日 

取締役会 
普通株式  697  10 平成20年９月30日 平成20年12月５日 



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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） 普通株式の自己株式の株式数の増加747株は、単元未満株式の買取りによる増加です。また、減少1,000株は、 

        従業員に対する売渡しによる減少です。 

  

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 

     該当事項はありません。 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

     該当事項はありません。 

  

  

     

  

  

 リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者情報に関する注記事

項については、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います。 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  69,784,501  －  －  69,784,501

合計  69,784,501  －  －  69,784,501

自己株式         

普通株式（注）  19,920  747  1,000  19,667

合計  19,920  747  1,000  19,667

（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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は次のとお

りです。 

※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は次のとお

りです。 

現金及び預金勘定 百万円26,290

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
 △148

現金及び現金同等物  26,141

現金及び預金勘定 百万円40,199

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
 △355

現金及び現金同等物  39,844

（開示の省略）



前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 （注）１ 事業区分は内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各事業区分の主な製品 

(1) 音響機器事業……………カーオーディオ、その他付属品 

(2) 情報・通信機器事業……カーコミュニケーション、カー電装品、及び映像用のユニット部品等 

３ 営業費用の内、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務部門等管理部門及び開発部門の一部に

係る費用です。 

４ 資産の内、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金、預金及び有価証券)、長期投資資

金(投資有価証券)及び総務部門等管理部門に係る資産等です。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却費が含まれています。 

６ 会計方針の変更 

  （前連結会計年度） 
(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日公表分）を適用しています。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、当連結会計年度の営業損失が、「音響機器事業」で34百万円減少、「情報・通信機器事業」で2百万円増加しています。

(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） 
「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」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）を適用しています。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業損失が、「音響機器事業」で25百万円、「情報・通信機器事業」

で42百万円それぞれ減少しています。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
音響機器事業
(百万円) 

情報・通信
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 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1) 外部顧客に対する売上高  88,409  108,257  196,666  ─  196,666

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 698  337  1,036  (1,036)  ─

計  89,107  108,595  197,703 (1,036)  196,666

営業費用  89,440  112,304  201,744  5,567  207,311

営業損失  △332  △3,709  △4,041 (6,603)  △10,645

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
                             

  資産  46,867  61,735  108,602  23,820  132,422

  減価償却費  5,609  4,643  10,252  83  10,336

  資本的支出  5,323  4,830  10,153  6  10,160

  
音響機器事業
(百万円) 

情報・通信
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 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1) 外部顧客に対する売上高  70,463  98,123  168,586  ─  168,586

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 566  216  783  (783)  ─

計  71,029  98,339  169,369 (783)  168,586

営業費用  69,932  94,506  164,439  3,920  168,359

営業利益  1,096  3,833  4,930 (4,703)  226

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
                             

  資産  44,136  76,156  120,292  33,136  153,428

  減価償却費  4,034  4,222  8,256  95  8,352

  資本的支出  2,084  2,287  4,372  6  4,378

前連結会計年度 6,603百万円

当連結会計年度 4,703百万円

前連結会計年度 23,928百万円

当連結会計年度 33,233百万円



７ 追加情報 
  （前連結会計年度） 

(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当社及び国内連結子会社の機

械装置の耐用年数を７年に変更しました。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業損失が、「音響機器事業」で56百万円、「情報・
通信機器事業」で76百万円それぞれ増加しています。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 （注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 
２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………アメリカ合衆国、カナダ 
(2) ヨーロッパ………ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ハンガリー 
(3) アジア……………シンガポール、中国、タイ、インド 
(4) その他の地域……オーストラリア 

３ 営業費用の内、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務部門等管理部門及び開発部門の一部に
係る費用です。 

４ 資産の内、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金、預金及び有価証券)、長期投資資
金(投資有価証券)及び総務部門等管理部門に係る資産等です。 

５ 会計方針の変更 
  （前連結会計年度） 

(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日公表分）を適用しています。この変更に伴い、従来の方法によった場合に
比べて、当連結会計年度の営業損失が、「日本」で31百万円減少しています。 

(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） 
「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」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）を適用しています。この変更に伴
い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度において、「ヨーロッパ」で営業損失が46百万円減少、「アジア」で営
業利益が21百万円増加しています。 

６ 追加情報 
  （前連結会計年度） 

(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当社及び国内連結子会社の機
械装置の耐用年数を７年に変更しました。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業損失が、「日本」で142百万円増加しています。 
  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

(百万円) 
北米

(百万円) 
ヨーロッパ
(百万円) 

アジア
(百万円) 

その他
の地域 

 (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 
 32,951  54,950  91,974  15,426  1,364  196,666  ─  196,666

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 117,476  909  28,453  42,647  21  189,509 (189,509)  ─

計  150,427  55,860  120,427  58,074  1,385  386,175 (189,509)  196,666

営業費用  156,678  56,875  121,236  55,810  1,313  391,913 (184,601)  207,311

営業利益又は損失(△)  △6,250  △1,015  △808  2,264  71  △5,738 (4,907)  △10,645

Ⅱ 資産  79,655  16,790  27,748  26,174  419  150,788 (18,365)  132,422

  
日本 

(百万円) 
北米

(百万円) 
ヨーロッパ
(百万円) 

アジア
(百万円) 

その他
の地域 

 (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 
 34,432  42,081  76,918  13,741  1,412  168,586  ─  168,586

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 95,440  186  24,811  25,836  0  146,275 (146,275)  ─

計  129,873  42,267  101,729  39,578  1,412  314,861 (146,275)  168,586

営業費用  128,087  41,541  100,606  37,773  1,258  309,268 (140,909)  168,359

営業利益  1,785  725  1,122  1,804  154  5,592 (5,366)  226

Ⅱ 資産  89,254  19,664  34,121  29,903  674  173,619 (20,190)  153,428

前連結会計年度 6,603百万円

当連結会計年度 4,703百万円

前連結会計年度 23,928百万円

当連結会計年度 33,233百万円



  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 （注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………アメリカ合衆国、カナダ 

(2) ヨーロッパ………ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、スウェーデン 

(3) アジア……………シンガポール、中国、タイ、インド 

(4) その他の地域……オーストラリア 

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す。 

  

  

ｃ．海外売上高

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  54,308  91,993  18,554  2,015  166,873

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          196,666

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 27.6  46.8  9.4  1.0  84.9

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  41,596  76,927  17,895  1,915  138,335

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          168,586

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 24.7  45.6  10.6  1.1  82.1



 （注）１．１株当たり純資産額の算定の基礎は、以下のとおりです。 

     ２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

   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いません。 

１株当たり純資産額 円 銭 1,374 95

１株当たり当期純損失 円 銭 133 17

   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いません。 

１株当たり純資産額 円 銭 1,379 61

１株当たり当期純損失 円 銭 17 92

項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）  96,873  97,035

普通株式に係る純資産額（百万円）  95,922  96,248

差額の主な内訳（百万円）            

 少数株主持分  951  786

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数 

（千株） 
 69,764  69,764

項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純損失（△）(百万円)  △9,290  △1,249

普通株式に係る当期純損失（△）(百万円)  △9,290  △1,249

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─ 

普通株式の期中平均株式数(千株)  69,764  69,764

（重要な後発事象）



(1）生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

 当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．生産、受注及び販売の状況

事業の種類別セグメントの
名称 

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

対前年同期増減

生産高（百万円） 生産高（百万円） 増減率（％）

音響機器事業  68,607  54,414  △20.7

情報・通信機器事業  80,901  85,640  5.9

合計  149,508  140,055  △6.3

事業の種類別セグメントの
名称 

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

対前年同期増減

受注高（百万円） 受注高（百万円） 増減率（％）

音響機器事業  82,303  72,699  △11.7

情報・通信機器事業  102,768  101,754  △1.0

合計  185,071  174,454  △5.7

事業の種類別セグメントの
名称 

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

対前年同期増減

受注残高（百万円） 受注残高（百万円） 増減率（％）

音響機器事業  6,630  8,867  33.7

情報・通信機器事業  12,269  15,901  29.6

合計  18,900  24,768  31.0

事業の種類別セグメントの
名称 

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

対前年同期増減

販売高（百万円） 販売高（百万円） 増減率（％）

音響機器事業  88,409  70,463  △20.3

情報・通信機器事業  108,257  98,123  △9.4

合計  196,666  168,586  △14.3



６．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,466 19,092

受取手形 － 1

売掛金 12,483 26,929

商品及び製品 1,885 1,870

仕掛品 428 404

原材料及び貯蔵品 1,448 1,380

前渡金 17 1

前払費用 123 294

未収入金 4,138 4,135

関係会社短期貸付金 514 －

立替金 305 725

繰延税金資産 － 342

為替予約 1,386 －

通貨オプション 2,153 496

その他 25 8

貸倒引当金 △0 △2

流動資産合計 38,377 55,679

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,694 10,633

減価償却累計額 △7,503 △7,711

建物（純額） 3,190 2,921

構築物 1,171 1,173

減価償却累計額 △667 △752

構築物（純額） 503 420

機械及び装置 2,743 2,672

減価償却累計額 △1,781 △1,990

機械及び装置（純額） 962 682

車両運搬具 392 342

減価償却累計額 △305 △286

車両運搬具（純額） 87 56

工具、器具及び備品 9,121 8,699

減価償却累計額 △7,557 △7,708

工具、器具及び備品（純額） 1,563 990

金型 30,402 29,928

減価償却累計額 △29,420 △29,271

金型（純額） 982 656

土地 3,370 3,370



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

建設仮勘定 69 38

有形固定資産合計 10,730 9,138

無形固定資産   

ソフトウエア 3,504 4,195

ソフトウエア仮勘定 2,680 889

その他 0 0

無形固定資産合計 6,185 5,084

投資その他の資産   

投資有価証券 9,277 13,020

関係会社株式 14,699 14,743

出資金 136 136

関係会社出資金 15,552 15,552

従業員に対する長期貸付金 45 22

関係会社長期貸付金 221 －

長期前払費用 2,274 2,122

差入保証金 375 376

その他 464 9

貸倒引当金 △16 △9

投資その他の資産合計 43,030 45,973

固定資産合計 59,945 60,195

資産合計 98,323 115,874

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,071 15,299

未払金 699 573

未払法人税等 99 53

未払費用 5,156 4,940

前受金 2 8

預り金 144 76

賞与引当金 692 776

製品保証引当金 263 608

その他 21 92

流動負債合計 15,151 22,429

固定負債   

長期借入金 － 10,000

繰延税金負債 2,027 3,521

退職給付引当金 125 99

役員退職慰労引当金 661 585

固定負債合計 2,814 14,206

負債合計 17,966 36,635



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,920 25,920

資本剰余金   

資本準備金 24,905 24,905

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 24,905 24,905

利益剰余金   

利益準備金 883 883

その他利益剰余金   

配当平均積立金 1,750 1,750

買換資産圧縮積立金 60 55

別途積立金 31,450 31,450

繰越利益剰余金 △6,175 △9,490

利益剰余金合計 27,968 24,649

自己株式 △29 △28

株主資本合計 78,764 75,446

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,986 5,186

土地再評価差額金 △1,394 △1,394

評価・換算差額等合計 1,591 3,792

純資産合計 80,356 79,239

負債純資産合計 98,323 115,874



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 143,432 122,921

売上原価   

製品期首たな卸高 4,136 1,885

当期製品製造原価 79,785 58,481

当期製品仕入高 61,149 57,510

合計 145,071 117,878

他勘定振替高 803 491

製品期末たな卸高 1,885 1,870

製品売上原価 142,382 115,516

売上総利益 1,050 7,405

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 954 901

広告宣伝費 727 324

販売手数料 3 2

アフターサービス費 414 342

製品保証引当金繰入額 － 219

従業員給料及び手当 2,222 1,859

退職給付費用 205 233

役員退職慰労引当金繰入額 54 63

賞与引当金繰入額 164 157

貸倒引当金繰入額 － 2

減価償却費 169 148

賃借料 427 360

開発研究費 1,752 914

特許権使用料 3,673 3,053

支払手数料 737 610

その他 1,779 1,185

販売費及び一般管理費合計 13,288 10,378

営業損失（△） △12,238 △2,973

営業外収益   

受取利息 48 11

受取配当金 3,901 1,042

為替差益 4,579 －

その他 340 76

営業外収益合計 8,870 1,130



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 5 85

為替差損 － 439

支払営業税 16 －

コミットメントフィー 7 －

海外源泉税 － 153

支払手数料 － 127

その他 26 126

営業外費用合計 57 932

経常損失（△） △3,425 △2,775

特別利益   

固定資産売却益 1 5

貸倒引当金戻入額 0 －

オプション評価益 2,577 －

製品保証引当金戻入額 216 －

オプション決済及び評価損益 － 128

その他 133 －

特別利益合計 2,929 134

特別損失   

固定資産除売却損 154 72

投資有価証券評価損 24 0

たな卸資産評価損 1,066 －

固定資産評価損 492 －

過年度製品補償費用 － 433

過年度特許権使用料 － 297

製品保証引当金繰入額 － 124

その他 67 76

特別損失合計 1,805 1,005

税引前当期純損失（△） △2,301 △3,647

法人税、住民税及び事業税 213 10

過年度法人税等 △586 2

法人税等調整額 4,316 △342

法人税等合計 3,943 △329

当期純損失（△） △6,245 △3,318



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 25,920 25,920

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,920 25,920

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 24,905 24,905

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 24,905 24,905

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

自己株式処分差損の振替 0 0

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 24,905 24,905

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

自己株式処分差損の振替 0 0

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 24,905 24,905

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 883 883

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 883 883

その他利益剰余金   

配当平均積立金   

前期末残高 1,750 1,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,750 1,750

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 65 60



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △4 △4

当期変動額合計 △4 △4

当期末残高 60 55

別途積立金   

前期末残高 30,950 31,450

当期変動額   

別途積立金の積立 500 －

当期変動額合計 500 －

当期末残高 31,450 31,450

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,309 △6,175

当期変動額   

剰余金の配当 △1,744 －

買換資産圧縮積立金の取崩 4 4

別途積立金の積立 △500 －

当期純損失（△） △6,245 △3,318

自己株処分差損の振替 △0 △0

当期変動額合計 △8,484 △3,314

当期末残高 △6,175 △9,490

利益剰余金合計   

前期末残高 35,958 27,968

当期変動額   

剰余金の配当 △1,744 －

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純損失（△） △6,245 △3,318

自己株式処分差損の振替 △0 △0

当期変動額合計 △7,990 △3,318

当期末残高 27,968 24,649

自己株式   

前期末残高 △30 △29

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 2 1

当期変動額合計 1 0

当期末残高 △29 △28

株主資本合計   

前期末残高 86,753 78,764



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,744 －

当期純損失（△） △6,245 △3,318

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △7,988 △3,318

当期末残高 78,764 75,446

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,505 2,986

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,519 2,200

当期変動額合計 △1,519 2,200

当期末残高 2,986 5,186

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,394 △1,394

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1,394 △1,394

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,110 1,591

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,519 2,200

当期変動額合計 △1,519 2,200

当期末残高 1,591 3,792

純資産合計   

前期末残高 89,864 80,356

当期変動額   

剰余金の配当 △1,744 －

当期純損失（△） △6,245 △3,318

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 1 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,519 2,200

当期変動額合計 △9,508 △1,117

当期末残高 80,356 79,239



 該当事項はありません。 

   

  

  

 重要な会計方針および、貸借対照表関係、損益計算書関係、株主資本等変動計算書関係、リース取引、有価証券

関係、税効果会計、１株当たり情報に関する注記事項については、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います。 

  

継続企業の前提に関する注記

（開示の省略）



(1）役員の異動 

以下の内容については、平成22年４月22日に開示済みです。  

 ① 代表取締役の異動 

 (1) 異動の内容 

 代表取締役会長   石黒  征三   (現  代表取締役社長) 

 代表取締役社長   宇佐美  徹   (現  専務取締役  技術・開発統括) 

 (2) 異動の理由 

  リーマンショック後の全社事業構造改革に目処が立ち、攻めの再スタートをする段階になりました。 

 そこで経営層の若返りと共に、代表取締役２人体制で経営のスピードアップと企業体質の一層の強化を図

り、更なる成長・発展を目指します。 

 (3) 新任代表取締役社長の略歴 

 氏名 (よみがな)    宇佐美  徹  (うさみ  とおる) 

 生年月日          1950年５月15日 (満59歳) 

  終学歴           1974年      東京電機大学卒 

 職歴               1974年４月  アルプス電気(株) 入社 

                    1991年７月  当社 第一国際部長 

                    1997年４月  ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH 社長 

                    2004年６月  当社 取締役 

                                同   米州担当 

                                ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, Inc. 社長 

                    2008年６月  当社 常務取締役 

                                同   技術・開発統括 (現任) 

                    2009年６月  同   専務取締役 (現任) 

  

     ② その他の役員の異動 

 (1) 新任取締役候補 

 取締役       小林  俊則   (現  理事  国際OEM担当) 

 取締役       遠藤  浩一   (現  部長  製品開発副担当)  

 (2) 退任予定取締役 

  常務取締役   佐藤  卓美 

  常務取締役   田中  統治    

  取締役       猪狩  健次  

 (3) 昇任取締役候補 

 常務取締役   森岡  洋史   (現  取締役  生産・購買担当) 

 (4) 新任監査役候補 

  (常  勤)  監査役    田中  統治 

  (非常勤)  監査役    米盛  泰輔 

 (5) 退任予定監査役 

 (非常勤)  監査役    増田  好剛 

 (非常勤)  監査役    奥山  直敬  

     ③ 就任予定日 

           平成22年６月24日  

７．その他
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