
平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社アルファ 上場取引所 東 

コード番号 3434 URL http://www.kk-alpha.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 木之瀬 茂

問合せ先責任者 （役職名） 取締役専務執行役員 （氏名） 大谷 邦昭 TEL 045-787-8401
定時株主総会開催予定日 平成22年6月25日 配当支払開始予定日 平成22年6月28日

有価証券報告書提出予定日 平成22年6月25日

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 39,057 △12.5 1,486 ― 1,301 ― 643 ―

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

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 67.37 ― 4.1 4.0 3.8
21年3月期 △315.14 ― △17.2 △0.9 △0.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 34,164 16,887 47.7 1,705.20
21年3月期 30,735 15,638 49.0 1,575.18

（参考） 自己資本  22年3月期  16,200百万円 21年3月期  15,047百万円

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 4,111 △1,661 △844 5,456
21年3月期 519 △1,747 △33 3,792

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23年3月期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
（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 ― 18.00 ― 3.00 21.00 206 ― 1.2
22年3月期 ― 3.00 ― 15.00 18.00 172 26.7 1.1

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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

20,800 21.8 640 55.1 600 88.9 480 149.9 50.25

通期 43,100 10.4 1,600 7.6 1,500 15.3 1,200 86.5 125.62
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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、20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株あたり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 10,200,000株 21年3月期 10,200,000株

② 期末自己株式数 22年3月期 647,131株 21年3月期 647,031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 24,673 △10.1 △160 ― 337 ― 316 ―

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

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 33.15 ―

21年3月期 △348.54 ―

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 25,850 12,526 48.4 1,311.25
21年3月期 22,828 11,689 51.2 1,223.70

（参考） 自己資本 22年3月期  12,526百万円 21年3月期  11,689百万円

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 

1. 平成23年度３月期の配当予想は、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

12,600 15.0 50 ― 410 165.0 400 180.1 41.87

通期 25,300 2.5 300 ― 600 77.7 600 89.5 62.81
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(1）経営成績に関する分析 

① 当期の概況（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 

 当連結会計年度における世界経済は、米国の金融危機に端を発した世界同時不況の最悪期を脱し、米国や欧州では

上半期は景気低迷が続いておりましたが、下半期にかけて緩やかな回復の動きが見られました。一方、アジアでは、

中国の景気刺激策による内需拡大を中心として概ね順調に推移しました。日本経済は、輸出や生産の増加によって景

気は持ち直し、企業収益の回復傾向に伴い設備投資も下げ止まりつつあります。しかし、個人消費は各種経済対策の

効果により耐久消費財で増加が見られたものの、雇用・所得環境が厳しさを増す中で全般的には低迷いたしました。

 当社グループが属する自動車部品業界では、上半期は景気低迷の影響を受け在庫調整のため自動車生産台数が低迷

したものの、下半期には各国での自動車購入インセンティブ政策により、自動車メーカーの大幅減産が一段落したこ

とから明るい兆候もでてまいりました。一方、セキュリティ機器業界では、依然として厳しい事業環境が続く中で、

先行きの不透明感は払拭されておらず、本格回復とは言いがたい状況のまま推移いたしました。 

 この様な情勢の中で当社グループは、13年後の100周年に向けて、持続成長が可能な企業体質造りを目指し、収益

力向上、新商品開発、人材の育成に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、将来への売上拡大を目指し、アジア事業に継続した投資等を実施しました。ま

た、本田技研工業株式会社様への営業力強化とサービス向上のため、平成21年12月に宇都宮営業所を開設いたしまし

た。新製品開発では、YKK AP株式会社様と「電池錠 ピタットキー」を共同開発し、市場に投入いたしました。ま

た、東日本旅客鉄道株式会社様（仙台駅）に「空きロッカー情報システム」が採用されました。さらに、人材育成の

一環として、100年企業に向け、創業からの歴史と未来へのビジョンを伝える歴史ショールームを開設いたしまし

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390億57百万円（前期比12.5％減）となり55億57百万

円減収となりました。グループ全社での継続した労務費削減を含めた固定費の圧縮を実施したこと等により、営業利

益は14億86百万円（前期は営業損失１億42百万円）、経常利益は13億１百万円（前期は経常損失３億21百万円）、当

期純利益は６億43百万円（前期は当期純損失30億80百万円）となりました。なお、当連結会計年度において、特別損

失として事業構造改善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に比べ減少したことにより

売上高が減少しました。日本では生産ボリュームに応じた生産体制とすべく固定費を大幅に削減し、さらに変動費

率の改善に取組みました。一方、海外においては、部品の現地調達化を促進すること等により、多角的に総費用低

減に取組み、一定の成果を上げることができました。 

 この結果、売上高は338億36百万円（前期比11.8％減少）、営業利益は10億42百万円（前期は営業損失77百万

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、日本国内需要が伸び悩む厳しい事業環境の中、住宅用ロック部門では取

扱い製品の統廃合により製品点数を80％削減し、在庫の削減及び生産効率化を図り、スリムな体質造りを行ってま

いりました。ロッカーシステム部門では生体認証タイプのフリーボックスへの入替えキャンペーンを実行してまい

りました。 

 この結果、売上高は54億13百万円（前期比16.9％減少）、営業利益は３億79百万円（前期は営業損失95百万円）

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、主要得意先の日本国内での自動車生産台数が前年比12％減少したことにより売

上高が減少しました。生産ボリュームに応じた生産体制とすべく固定費を大幅に削減し、さらに変動費率の改善に

取組みました。     

 セキュリティ機器事業におきましては、日本国内需要が伸び悩む厳しい事業環境の中、住宅用ロック部門では取

扱い製品の統廃合により製品点数を80％削減し、在庫の削減及び生産効率化を図り、スリムな体質造りを行ってま

いりました。ロッカーシステム部門では生体認証タイプのフリーボックスへの入替えキャンペーンを実行してまい

りました。 

 この結果、売上高は265億92百万円（前期比12.6％減少）、営業利益は１億42百万円（前期は営業損失862百万

円）となりました。 

（北米） 

 北米におきましては、主要得意先の自動車生産台数が減少したことにより売上高は減少しました。しかし、原価

低減の取組みが結実し営業利益に転じました。 

 この結果、売上高は68億31百万円（前期比17.0％減少）、営業利益は52百万円（前期は営業損失2億55百万円）

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が増加したことにより中国の子会社ALPHA

(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS Co.,LTD.は大幅な増収増益となりました。しかし、タイでの売上減少をカバーしき

れずに減収となりました。 

 この結果、売上高は98億74百万円（前期比10.1％減少）、営業利益は11億32百万円（同18.3％増加）となりまし

た。 

② 次期の業績見通し 

 今後の経済見通しにつきましては、景気刺激策の終了にともなって一時的な停滞が起こる可能性もあるものの、引

き続き緩やかな回復基調で推移すると思われます。 

 当社の主要分野である自動車業界においては、一部の国で自動車購入インセンティブ政策が終了すること等、先行

きに懸念材料があるものの、新興国の需要に支えられ、グローバルベースでは生産台数が伸張することが予想されま

す。 

 このような状況のなか、現時点における平成23年3月期（平成22年4月1日から平成23年3月31日）の連結業績の見通

しは、連結売上高は431億円（当期比10.4％増加）、営業利益は16億円（当期比7.6％増加）、経常利益は15億円（当

期比15.3％増加）、当期純利益は12億円（当期比86.5％増加）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＝13.2円、1タイバーツ＝2.7円、１メキシコペソ＝6.7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、341億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億29百万円増

加いたしました。有利子負債は前連結会計年度末に比べ３億67百万円減少し、50億70百万円となりました。 

 流動資産は、現金及び預金が16億64百万円、受取手形及び売掛金が17億64百万円増加したこと等により前連結会

計年度末に比べ26億67百万円増加し、191億63百万円となりました。 

 固定資産は、有形固定資産が４億44百万円減少しましたが、無形固定資産が５億37百万円、投資その他の資産が

６億68百万円増加したことにより前連結会計年度末に比べ７億61百万円増加し、150億円となりました。 

（負債の部） 

 流動負債は、未払金が４億21百万円、短期借入金が２億33百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が25億49

百万円増加したこと等により前連結会計年度末に比べ21億29百万円増加し、112億47百万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金が３億53百万円、長期未払金が２億37百万円減少しましたが、リース債務が４億94百万

円増加したこと等により前連結会計年度末に比べ51百万円増加し、60億30百万円となりました。 

（純資産の部） 

 純資産は、利益剰余金が５億86百万円、有価証券評価差額金が５億76百万円増加したこと等により前連結会計年

度末に比べ12億48百万増加し、168億87百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の

49.0％から1.3ポイント減少し47.7％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、54億56百万円となり、前連結会計年

度末に比べ16億64百万円増加しました。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24億49百万円の収入（前期

は12億28百万円の支出）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・フローは41億11百万円の収入となりました。主な収入要因は、減価償却費の計

上、棚卸資産の減少、仕入債務の増加等であり、主な支出要因は、売上債権の増加、製品保証引当金の減少等に

よります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは16億61百万円の支出となりました。これは主として、有形固定資産の取

得による支出等によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは８億44百万円の支出となりました。これは主として、長短借入金の返

済、配当金の支払い、リース債務の返済による支出等によるものです。 

（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。 

  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（％）  52.9  50.0  51.8  49.0  47.7

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 136.8  59.6  25.7  17.7  25.7

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 
 155.4  －  105.4  1,047.7  123.3

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 31.6  －  28.0  2.9  23.8
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（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15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18円となる予定であります。 

 次期の配当金につきましては、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。 

(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41.3％、当連結会計年度で40.1％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。 

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。 
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 最近の有価証券報告書（平成21年６月26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、『日々新たに、自らを変えていく』という新しい企業理念のもと、『個々の質を高め、お客様に

喜ばれる価値を創造・提供し、組織力でアルファブランドを向上させる』を経営理念とし、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、下記の経営ビジョンに基

づき事業活動を展開していきます。 

① グローバル経営を実践していきます。 

② 新商品とサービスの開発を常に行います。 

③ 将来を見据えた技術開発を探求します。 

(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、中期的に連結売上高営業利益率５％以上を

確保できる収益体質への転換を進めていきます。 

(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「理念経営の定着」、「新事業・新商品の開発」、「売上高の拡大」を掲

げ、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 グループの核となる価値基準を明文化し行動に反映する。 

② アジア事業（生産、販売）を強化する。 

③ アルファらしい研究・開発・生産技術力を確立する。 

(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、世界経済は回復基調となっているものの、先進国経済は低成長が見込まれ、

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 価値観の共有による、各活動のスピードアップ 

② 低価格競争に勝ち抜くコストダウン活動の徹底  

③ 新事業・新商品の開発  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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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 3,797 5,461

受取手形及び売掛金 6,858 8,622

有価証券 － 10

商品及び製品 835 1,069

仕掛品 824 895

原材料及び貯蔵品 3,087 2,114

繰延税金資産 101 53

その他 1,070 1,042

貸倒引当金 △77 △106

流動資産合計 16,496 19,163

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,789 3,602

機械装置及び運搬具（純額） 4,009 3,343

工具、器具及び備品（純額） 1,368 1,254

土地 1,535 1,545

リース資産（純額） 442 685

建設仮勘定 916 1,185

有形固定資産合計 12,061 11,616

無形固定資産   

ソフトウエア 173 182

その他 87 616

無形固定資産合計 261 798

投資その他の資産   

投資有価証券 1,705 2,289

長期貸付金 4 5

繰延税金資産 18 5

その他 238 333

貸倒引当金 △50 △48

投資その他の資産合計 1,916 2,585

固定資産合計 14,238 15,000

資産合計 30,735 34,164
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（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 4,319 6,868

短期借入金 417 184

1年内返済予定の長期借入金 1,450 1,669

未払金 934 513

未払費用 659 404

リース債務 191 435

未払法人税等 174 198

賞与引当金 262 369

役員賞与引当金 1 －

製品保証引当金 383 256

繰延税金負債 177 134

その他 145 211

流動負債合計 9,118 11,247

固定負債   

長期借入金 3,570 3,217

リース債務 282 777

繰延税金負債 394 504

退職給付引当金 263 217

長期未払金 1,439 1,201

その他 27 112

固定負債合計 5,978 6,030

負債合計 15,096 17,277

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 10,723 11,309

自己株式 △578 △578

株主資本合計 15,857 16,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 157 734

繰延ヘッジ損益 － －

為替換算調整勘定 △967 △888

評価・換算差額等合計 △809 △154

少数株主持分 590 597

純資産合計 15,638 16,887

負債純資産合計 30,735 34,164
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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 44,614 39,057

売上原価 39,544 33,206

売上総利益 5,069 5,850

販売費及び一般管理費 5,212 4,363

営業利益又は営業損失（△） △142 1,486

営業外収益   

受取利息 31 15

受取配当金 44 25

受取保険金 111 40

スクラップ売却益 56 12

その他 120 86

営業外収益合計 364 180

営業外費用   

支払利息 169 178

為替差損 218 146

投資有価証券評価損 32 －

支払手数料 33 14

その他 90 26

営業外費用合計 543 365

経常利益又は経常損失（△） △321 1,301

特別利益   

前期損益修正益 37 －

固定資産売却益 9 0

投資有価証券売却益 1 －

貸倒引当金戻入額 2 0

製品保証引当金戻入額 － 70

特別利益合計 51 71

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 31 8

投資有価証券売却損 22 －

投資有価証券評価損 678 70

減損損失 － 98

製品保証引当金繰入額 256 11

スワップ解約損 501 －

事業構造改善引当金繰入額 － 162

その他 16 0

特別損失合計 1,508 351

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,778 1,021

法人税、住民税及び事業税 18 292

法人税等調整額 1,211 11

法人税等合計 1,230 303

少数株主利益又は少数株主損失（△） 71 74

当期純利益又は当期純損失（△） △3,080 643
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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 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 14,162 10,723

当期変動額   

剰余金の配当 △360 △57

当期純利益又は当期純損失（△） △3,080 643

当期変動額合計 △3,439 586

当期末残高 10,723 11,309

自己株式   

前期末残高 △22 △578

当期変動額   

自己株式の取得 △555 △0

当期変動額合計 △555 △0

当期末残高 △578 △578

株主資本合計   

前期末残高 19,852 15,857

当期変動額   

剰余金の配当 △360 △57

当期純利益又は当期純損失（△） △3,080 643

自己株式の取得 △555 △0

当期変動額合計 △3,995 586

当期末残高 15,857 16,443
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（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 277 157

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △119 576

当期変動額合計 △119 576

当期末残高 157 734

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △157 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 157 －

当期変動額合計 157 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 847 △967

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,815 78

当期変動額合計 △1,815 78

当期末残高 △967 △888

評価・換算差額等合計   

前期末残高 967 △809

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,777 655

当期変動額合計 △1,777 655

当期末残高 △809 △154

少数株主持分   

前期末残高 597 590

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 6

当期変動額合計 △6 6

当期末残高 590 597

純資産合計   

前期末残高 21,417 15,638

当期変動額   

剰余金の配当 △360 △57

当期純利益又は当期純損失（△） △3,080 643

自己株式の取得 △555 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,784 662

当期変動額合計 △5,779 1,248

当期末残高 15,638 16,887
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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（△）

△1,778 1,021

減価償却費 2,268 1,975

負ののれん償却額 △0 △0

減損損失 － 98

貸倒引当金の増減額（△は減少） 74 28

受取利息及び受取配当金 △76 △41

支払利息 169 178

投資有価証券評価損益（△は益） 710 70

投資有価証券売却損益（△は益） 21 －

固定資産売却損益（△は益） △8 △0

固定資産除却損 31 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △77 △35

賞与引当金の増減額（△は減少） △233 106

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3 △1

製品保証引当金の増減額（△は減少） 253 △126

売上債権の増減額（△は増加） 2,822 △1,741

たな卸資産の増減額（△は増加） 56 666

その他の流動資産の増減額（△は増加） 373 △282

仕入債務の増減額（△は減少） △3,665 2,523

その他の流動負債の増減額（△は減少） △50 △54

長期未払金の増減額（△は減少） △231 △164

その他 378 △11

小計 1,036 4,214

利息及び配当金の受取額 76 37

利息の支払額 △179 △172

法人税等の支払額 △413 31

営業活動によるキャッシュ・フロー 519 4,111

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 △2,457 △1,770

有形固定資産の売却による収入 590 157

投資有価証券の取得による支出 △22 △19

投資有価証券の売却による収入 16 －

貸付けによる支出 △3 △9

貸付金の回収による収入 5 6

その他 △78 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,747 △1,661
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（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) 

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 4,848 50

短期借入金の返済による支出 △6,006 △300

長期借入れによる収入 3,000 1,409

長期借入金の返済による支出 △844 △1,468

リース債務の返済による支出 △112 △440

自己株式の取得による支出 △555 △0

配当金の支払額 △360 △57

少数株主への配当金の支払額 △3 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー △33 △844

現金及び現金同等物に係る換算差額 △623 59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,885 1,664

現金及び現金同等物の期首残高 5,678 3,792

現金及び現金同等物の期末残高 3,792 5,456
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   該当事項はありません。 

   

  

(5）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

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） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION 

ALPHA INDUSTRY (Thailand)   

Co.,LTD. 

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

ALPHA (GUANGZHOU) AUTOMOTIVE  

PARTS Co.,LTD. 

群馬アルファ㈱ 

九州アルファ㈱ 

㈱アルファロッカーシステム 

(1）連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

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 

同左 

㈱アルファエンタープライズ 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 

（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 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）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（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） 

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） 

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。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記入しております。 

  

  (2）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）

 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 
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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） 

  （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、当該箇所に記入しております。 

  

  ② 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

 また、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

② 無形固定資産 

同左 

  ③ 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 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 

  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 

  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 
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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） 

  ⑤ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付の支出に備えるた

め、国内連結子会社については簡便法

により、海外連結子会社については、

現地の会計基準に従い、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。 

⑤ 退職給付引当金 

同左 

    ⑥ 事業構造改善引当金 

 連結子会社の構造改善に伴い発生す

る費用及び損失に備えるため、その発

生の見込額を計上しております。 

  (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 

 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。 

(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…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 
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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） 

  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 

  (6）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。 

(6）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。 

 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。  

────── 
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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） 

（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。 

────── 

────── （その他有価証券の評価方法） 

 その他有価証券の時価のあるものについて、従来は、保

守主義を優先する観点から、その評価差額部分を部分純資

産直入法により処理していました。しかし、昨今の金融環

境の変化を受け、市場価格等の変動による評価差額のう

ち、実現損益等のみを損益計算書に計上することにより投

資の成果を期間損益に適正に反映するため、当連結会計年

度から、原則的な方法である全部純資産直入法に変更上す

る方法に変更しております。 

 なお、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 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。 
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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。 

────── 

  

  

          

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「スクラップ売却益」は、営業外収益の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度における「スクラップ売却益」の

金額は27百万円であります。 

────── 
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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21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

＊１．有形固定資産の減価償却累計額 27,731百万円 ＊１．有形固定資産の減価償却累計額 百万円29,231

＊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）         百万円10

＊３．担保提供資産 ＊３．担保提供資産 

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)

建物及び構築物  百万円477 ( 百万円)477

機械装置及び運

搬具 
百万円624 ( 百万円)624

土地 百万円51 ( 百万円)51

 合計   百万円1,152 ( 百万円)1,152

同上に対する債務 同上に対する債務 

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)

短期借入金  百万円－ ( 百万円)－

長期借入金   百万円2,479 ( 百万円)2,479

 合計   百万円2,479 ( 百万円)2,479

 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。 

 長期借入金には、１年以内返済予定の長期借入金

百万円（ 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５百万

円を差入れております。 

807 807

４．受取手形割引高 100百万円 ４．受取手形割引高 百万円100

 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           －百万円

差引額        3,500百万円

 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17億50

百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        百万円1,750

借入実行残高 百万円－

差引額        百万円1,750

 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17億50百万円に減額しております。 
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（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．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         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

発送諸費 百万円572

市場クレーム費 百万円79

賞与引当金繰入額 百万円369

給料及び諸手当 百万円1,313

退職給付費用 百万円37

減価償却費 百万円153

＊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1,663   百万円1,074

＊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．               ────── 

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．               ────── 

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       11百万円

建物及び構築物         19百万円

機械装置及び運搬具       百万円3

建物及び構築物 百万円1
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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 

（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  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
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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０千株は、単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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  647  0  －  0

合計  647  0  －  0

  
（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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  28  3 平成21年３月31日 平成21年６月29日 

平成21年11月10日 

取締役会 
普通株式  28  3 平成21年９月30日 平成21年12月17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22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  143  利益剰余金  15 平成22年３月31日 平成22年６月28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 

＊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21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    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

現金及び預金勘定    百万円5,461

預入期間が３か月を超える定期預金 百万円△5

現金及び現金同等物   百万円5,456
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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。  

 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。  

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（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）
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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） 

 （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。 

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日公表分）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。  

（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  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 
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(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。 

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。 

４．会計方針の変更等 

  該当事項はありません。 

  
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  33,691  5,365  39,057  －  39,057

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 145  47  192 (192)  －

計  33,836  5,413  39,249 (192)  39,057

営業費用  32,793  5,034  37,827 (257)  37,570

営業利益  1,042  379  1,421  64  1,486

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
          

資産  25,444  4,414  29,858  4,305  34,164

減価償却費  1,800  175  1,975  －  1,975

資本的支出  2,002  222  2,225  －  2,225

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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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） 

 （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日公表分）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。 

(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。 

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  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  30,051  683  30,735
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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 

  該当事項はありません。 

  
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  23,328  6,758  8,970  39,057  －  39,057

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,264  72  904  4,241 (4,241)  －

計  26,592  6,831  9,874  43,298 (4,241)  39,057

営業費用  26,450  6,778  8,742  41,977 (4,401)  37,570

営業利益  142  52  1,132  1,327  159  1,486

Ⅱ．資産  17,847  4,769  10,047  32,664  1,500  34,164
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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） 

 （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21年４月１日 至平成22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）  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

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,797  8,863  15  15,676

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  39,057

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 17.4  22.7  0.0  40.1
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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又は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あります。 

  

（関連当事者情報）

（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） 

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 

１株当たり純資産額        円 1,705.20

１株当たり当期純利益金額          円 67.37

 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。 

 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) 

当期純利益又は当期純損失金額（△） 

（百万円） 
 △3,080  643

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） 
 △3,080  643

期中平均株式数（千株）  9,773  9,552

（重要な後発事象）

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） 

 連結子会社ALPHA TECHNOLOGY CORPORATIONの主要な取引

先であるVISTEON社は、平成21年５月28日に米連邦破産法

第11条の適用を申請いたしました。 

 これに伴い、ALPHA TECHNOLOGY CORPORATIONの未回収債

権につき、回収不能の恐れが生じております。平成21年５

月28日現在の同社に対する未回収債権及び貸倒引当金積立

額は以下のとおりであります。 

────── 

売掛金額 396千米ドル 

貸倒引当金積立額 133千米ドル 
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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 1,358 2,189

受取手形 615 468

売掛金 4,759 6,201

商品及び製品 286 478

仕掛品 415 441

原材料及び貯蔵品 822 458

前払費用 100 115

未収入金 528 907

関係会社短期貸付金 676 400

その他 199 262

貸倒引当金 △38 △97

流動資産合計 9,724 11,826

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,550 1,464

構築物（純額） 117 105

機械及び装置（純額） 1,772 1,356

車両運搬具（純額） 21 23

工具、器具及び備品（純額） 584 431

土地 943 943

リース資産（純額） 442 685

建設仮勘定 280 119

有形固定資産合計 5,714 5,131

無形固定資産   

電話加入権 6 6

ソフトウエア 111 127

リース資産 － 528

その他 0 0

無形固定資産合計 118 662

投資その他の資産   

投資有価証券 1,695 2,279

関係会社株式 3,264 3,264

出資金 0 0

関係会社出資金 2,146 2,146

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 3 5

関係会社長期貸付金 － 276

破産更生債権等 6 4

長期前払費用 7 －
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（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) 

その他 197 302

貸倒引当金 △50 △47

投資その他の資産合計 7,272 8,229

固定資産合計 13,104 14,024

資産合計 22,828 25,850

負債の部   

流動負債   

支払手形 147 104

買掛金 3,074 5,451

短期借入金 300 －

1年内返済予定の長期借入金 1,043 1,234

リース債務 191 435

未払金 240 35

未払費用 416 239

未払法人税等 12 36

未払消費税等 － 25

賞与引当金 207 309

預り金 18 1

製品保証引当金 383 256

設備関係支払手形 40 －

その他 0 59

流動負債合計 6,077 8,190

固定負債   

長期借入金 3,002 2,667

リース債務 281 776

長期未払金 1,303 1,157

繰延税金負債 473 532

固定負債合計 5,061 5,134

負債合計 11,138 13,324

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 583 566

別途積立金 8,534 5,034
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（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) 

繰越利益剰余金 △2,911 864

利益剰余金合計 6,397 6,657

自己株式 △578 △578

株主資本合計 11,532 11,791

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 157 734

繰延ヘッジ損益 － －

評価・換算差額等合計 157 734

純資産合計 11,689 12,526

負債純資産合計 22,828 25,850
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（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 27,443 24,673

売上原価   

製品期首たな卸高 326 286

当期製品製造原価 25,338 22,187

当期製品仕入高 33 59

合計 25,698 22,532

製品期末たな卸高 286 478

製品売上原価 25,412 22,054

売上総利益 2,030 2,618

販売費及び一般管理費 3,206 2,779

営業損失（△） △1,176 △160

営業外収益   

受取利息 11 17

受取配当金 886 611

不動産賃貸料 80 75

受取保険金 111 40

その他 4 14

営業外収益合計 1,093 760

営業外費用   

支払利息 73 124

不動産賃貸費用 67 57

為替差損 110 64

投資有価証券評価損 32 －

支払手数料 33 14

その他 27 0

営業外費用合計 345 261

経常利益又は経常損失（△） △427 337

特別利益   

前期損益修正益 33 －

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 1 －

投資損失引当金戻入額 817 －

製品保証引当金戻入額 － 70

特別利益合計 853 70
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（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) 

特別損失   

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 17 5

投資有価証券売却損 22 －

投資有価証券評価損 678 70

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 11

特別損失合計 2,449 87

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,023 320

法人税、住民税及び事業税 15 15

法人税等還付税額 △15 －

法人税等調整額 1,382 △11

法人税等合計 1,382 3

当期純利益又は当期純損失（△） △3,406 316
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（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 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 602 583

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △18 △17

当期変動額合計 △18 △17

当期末残高 583 566

別途積立金   

前期末残高 10,034 8,534

当期変動額   

別途積立金の取崩 △1,500 △3,500

当期変動額合計 △1,500 △3,500

当期末残高 8,534 5,034

繰越利益剰余金   

前期末残高 △663 △2,911

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 18 17
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（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) 

別途積立金の取崩 1,500 3,500

剰余金の配当 △360 △57

当期純損失（△） △3,406 316

当期変動額合計 △2,248 3,776

当期末残高 △2,911 864

利益剰余金合計   

前期末残高 10,164 6,397

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 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △360 △57

当期純利益又は当期純損失（△） △3,406 316

当期変動額合計 △3,766 259

当期末残高 6,397 6,657

自己株式   

前期末残高 △22 △578

当期変動額   

自己株式の取得 △555 △0

当期変動額合計 △555 △0

当期末残高 △578 △578

株主資本合計   

前期末残高 15,854 11,532

当期変動額   

剰余金の配当 △360 △57

当期純利益又は当期純損失（△） △3,406 316

自己株式の取得 △555 △0

当期変動額合計 △4,321 259

当期末残高 11,532 11,791

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 277 157

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △119 576

当期変動額合計 △119 576

当期末残高 157 734

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △157 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 157 －
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（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) 

当期変動額合計 157 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 119 157

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 37 576

当期変動額合計 37 576

当期末残高 157 734

純資産合計   

前期末残高 15,974 11,689

当期変動額   

剰余金の配当 △360 △57

当期純利益又は当期純損失（△） △3,406 316

自己株式の取得 △555 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 37 576

当期変動額合計 △4,284 836

当期末残高 11,689 12,526
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   該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。  

(4）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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