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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第1四半期 12,308 4.6 125 △81.1 881 19.0 577 16.1
25年3月期第1四半期 11,767 10.3 662 115.5 741 128.9 497 122.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 2,144百万円 （136.0％） 25年3月期第1四半期 908百万円 （85.0％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第1四半期 60.48 ―
25年3月期第1四半期 52.08 ―

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

26年3月期第1四半期 45,739 23,586 50.0 2,392.63
25年3月期 43,279 21,680 48.6 2,201.94
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  22,855百万円 25年3月期  21,034百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

25年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 24,000 0.2 400 △62.4 400 △60.8 △100 ― △10.47
通期 50,000 7.0 1,800 5.3 1,800 △35.1 900 △47.7 94.21



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、【添付資料】４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信に関しましては、四半期レビュー手続の対象外であり、四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表の
レビュー手続が実施済みです。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 10,200,000 株 25年3月期 10,200,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 647,348 株 25年3月期 647,348 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 9,552,652 株 25年3月期1Q 9,552,652 株
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（１）連結経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間の世界経済においては、全体では緩やかな回復基調を維持しましたが、欧州の景気低迷

が続き、中国及び新興国の経済成長が減速傾向にある等、依然として不透明な状況が継続しました。 

 日本経済は、現政権による経済政策への期待感から、円安・株高が進み、景気回復の兆しが見られたものの、実体

経済への反映は僅少であります。 

 当社グループの属する自動車業界では、日本の乗用車メーカーにおいて、北米では販売好調を背景に生産台数が増

加しましたが、中国では外交問題の影響により生産台数は減少しました。また、国内では従来輸出されていた車両の

海外への生産移管が進み、生産台数は減少しました。 

 セキュリティ機器業界では、消費者マインドに改善が見られ、税制改正前の駆け込み需要を受けて、新設住宅着工

戸数は前年同期に比べ増加しました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、 億８百万円と前年同四半期に比べ、５億 百万円（前年同

四半期比 ％増）の増収となりました。利益につきましては、営業利益は１億 百万円と前年同四半期に比べ、５

億 百万円（同 ％減）の減益となりました。経常利益は為替差益７億 百万円の影響により、８億 百万円と前

年同四半期に比べ、１億 百万円（同 ％増）の増益となりました。四半期純利益は５億 百万円と前年同四半期

に比べ、 百万円（同 ％増）の増益となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

自動車部品事業（日本） 

 自動車部品事業（日本）におきましては、主要得意先での輸出車両の海外現地生産化シフトが進んだことによ

り、売上高は 億 百万円と前年同四半期に比べ、 億 百万円（同 ％減）の減収、営業損失は１億 百万

円（前年同四半期は営業利益３億 百万円）となりました。 

  

自動車部品事業（北米） 

 自動車部品事業（北米）におきましては、主要得意先の自動車生産台数の増加や、為替変動による影響があ

り、売上高は 億 百万円と前年同四半期に比べ、８億 百万円（同 ％増）の増収であるものの、新製品の

立上げ並びに新工場立上げ費用の増加等により、営業損失は１億 百万円（前年同四半期は営業損失1億 百万

円）となりました。 

  

自動車部品事業（アジア） 

 自動車部品事業（アジア）におきましては、主要得意先の東南アジアでの自動車生産台数が増加した影響で、

売上高は 億 百万円と前年同四半期に比べ、 億 百万円（同 ％増）の増収であるものの、営業利益は３

億 百万円と前年同四半期に比べ、 百万円（同 ％減）の減益となりました。 

  

セキュリティ機器事業（日本） 

 セキュリティ機器事業（日本）におきましては、住宅向け電気錠の販売拡大や、レジャー施設の利用者が堅調

に推移しましたが、円安による海外生産品の輸入コストへの影響があり、売上高は15億75百万円と前年同四半期

に比べ 百万円（同 ％増）の増収であるものの、営業利益は、77百万円と前年同四半期に比べ 百万円（同

％減）の減益となりました。 

  

セキュリティ機器事業（海外） 

 セキュリティ機器事業（海外）の売上高は、 百万円と前年同四半期に比べ、６百万円（同 ％増）の増収

となりました。営業利益は、７百万円と前年同四半期に比べ５百万円（同 ％増）の増益となりました。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億 百万円

増加いたしました。これは現金及び預金が 億 百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が８億 百万円、原

材料及び貯蔵品が４億 百万円、商品及び製品が２億１百万円、仕掛品が１億 百万円増加したこと等によるもの

であります。固定資産は 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ、 億 百万円増加いたしました。これ

は、有形固定資産が 億２百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 億 百万円増加いたしました。 

（負債の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億 百万円

増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が５億 百万円増加したこと等によるものであります。固定

負債は 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたしました。これは、退職給付引当金が１億

百万円減少したものの、長期借入金が１億 百万円増加したこと等によるものであります。 

 この結果、負債合計は、 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億 百万円増加いたしました。ま

た、有利子負債は、 億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億 百万円増加いたしました。 
  

（純資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ、 億５百

万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が４億 百万円、為替換算調整勘定が 億 百万円増加したこと

等によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は ％（前連結会計年度末は ％）となりました。 

  

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により１億 百

万円の減少、投資活動により８億 百万円の減少、財務活動により１億 百万円の減少となりました。また「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 億 百万円の支出（前期は２億円の収入）となりました。 

 以上の結果、換算差額を含めた当第１四半期連結会計期間末における資金の残高は、前第１四半期連結会計期間

末に比べ 億 百万円減少の 億４百万円となりました。 

  

 当第１四半期連結累計期間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あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による支出は１億 百万円となり、前年同四半期の５億 百万円の収入に対し６億 百万円の収入の

減少となりました。これは、仕入債務の増減額が６億 百万円減少したこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による支出は８億 百万円となり、前年同四半期の３億 百万円の支出に対し５億 百万円の支出の

増加となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が５億 百万円増加したこと等によるもので

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による支出は１億 百万円となり、前年同四半期の１億 百万円の支出に対し 百万円の支出の減少

となりました。これは、短期借入れによる収入が４億６百万円減少し、長期借入金の返済による支出が２億円増

加しましたが、長期借入れによる収入が６億 百万円増加したこと等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する説明 

 平成 年３月期の連結業績予想につきまして、平成 年５月 日に公表いたしました連結業績予想に変更はござい

ません。 

243 98 21

10 85 94

39 61

213 41 15 38

13

457 39 24 59

131 33 35

19

90 19 18

61 77

221 53 54

110 38

235 86 19

34 13 69

50.0 48.6

72

80 75

10 53

25 54 50

72 10 83

84

80 10 70

73

75 93 18

44

26 25 15

株式会社アルファ（3434）平成26年３月期 第１四半期決算短信

3



  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

  （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率

を使用する方法によっております。 

   

  （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,103 5,017

受取手形及び売掛金 8,873 9,768

商品及び製品 1,286 1,488

仕掛品 815 977

原材料及び貯蔵品 5,001 5,441

その他 1,415 1,724

貸倒引当金 △19 △18

流動資産合計 23,476 24,398

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,279 4,508

機械装置及び運搬具（純額） 2,743 2,996

土地 1,719 1,778

その他（純額） 5,006 5,767

有形固定資産合計 13,748 15,050

無形固定資産 591 542

投資その他の資産 5,463 5,748

固定資産合計 19,803 21,341

資産合計 43,279 45,739

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,792 6,312

短期借入金 3,356 3,502

未払法人税等 202 208

賞与引当金 409 504

製品保証引当金 186 174

事業構造改善引当金 139 139

その他 2,511 2,291

流動負債合計 12,597 13,133

固定負債   

長期借入金 5,842 6,019

退職給付引当金 428 267

資産除去債務 67 67

その他 2,662 2,665

固定負債合計 9,001 9,019

負債合計 21,599 22,153
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,760 2,760

資本剰余金 2,952 2,952

利益剰余金 14,619 15,053

自己株式 △578 △578

株主資本合計 19,753 20,187

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,897 1,915

為替換算調整勘定 △616 753

その他の包括利益累計額合計 1,281 2,668

少数株主持分 646 730

純資産合計 21,680 23,586

負債純資産合計 43,279 45,739
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 11,767 12,308

売上原価 9,860 10,875

売上総利益 1,906 1,432

販売費及び一般管理費 1,244 1,307

営業利益 662 125

営業外収益   

受取利息 7 10

受取配当金 11 30

為替差益 56 777

不動産賃貸料 6 8

その他 49 17

営業外収益合計 131 844

営業外費用   

支払利息 35 78

その他 17 8

営業外費用合計 52 87

経常利益 741 881

特別利益   

固定資産売却益 38 7

投資有価証券売却益 － 65

その他 － 1

特別利益合計 38 74

特別損失   

固定資産除却損 22 0

製品保証引当金繰入額 79 －

その他 20 1

特別損失合計 121 1

税金等調整前四半期純利益 657 954

法人税、住民税及び事業税 222 252

法人税等調整額 △54 12

法人税等合計 168 264

少数株主損益調整前四半期純利益 489 689

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8 112

四半期純利益 497 577
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 489 689

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △39 17

為替換算調整勘定 459 1,437

その他の包括利益合計 419 1,454

四半期包括利益 908 2,144

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 881 1,964

少数株主に係る四半期包括利益 26 179
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 657 954

減価償却費 420 465

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △3

受取利息及び受取配当金 △19 △41

支払利息 35 78

固定資産売却損益（△は益） △38 △7

固定資産除却損 22 0

投資有価証券売却損益（△は益） － △65

賞与引当金の増減額（△は減少） 170 94

製品保証引当金の増減額（△は減少） 81 △11

売上債権の増減額（△は増加） △319 65

たな卸資産の増減額（△は増加） △73 △252

仕入債務の増減額（△は減少） 37 △646

その他 △378 △476

小計 595 154

利息及び配当金の受取額 18 40

利息の支払額 △25 △78

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △77 △288

営業活動によるキャッシュ・フロー 510 △172

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 44

定期預金の預入による支出 △163 －

有形固定資産の取得による支出 △349 △923

有形固定資産の売却による収入 223 79

無形固定資産の取得による支出 △16 △11

投資有価証券の取得による支出 △4 △152

投資有価証券の売却による収入 － 83

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △310 △880

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 406 －

長期借入れによる収入 256 900

長期借入金の返済による支出 △509 △709

配当金の支払額 △162 △143

少数株主への配当金の支払額 △69 △95

その他 △115 △127

財務活動によるキャッシュ・フロー △193 △175

現金及び現金同等物に係る換算差額 △134 182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △128 △1,045

現金及び現金同等物の期首残高 7,686 6,049

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,558 5,004
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 該当事項はありません。 

    

   

 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ．前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月 日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１.セグメント利益又は損失(△)の調整額△ 百万円は、セグメント間取引消去△ 百万円であります。 

 ２.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ.当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１.セグメント利益又は損失(△)の調整額△ 百万円は、セグメント間取引消去△ 百万円であります。 

 ２.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

   

 該当事項はありません。 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

30

  

報告セグメント 
調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注）２ 

自動車 
部品事業 
（日本）

自動車 
部品事業 
（北米） 

自動車 
部品事業 

（アジア）

セキュリテ
ィ機器事業
（日本） 

セキュリテ
ィ機器事業
（海外） 

計 

売上高                 

外部顧客への

売上高 
 4,364  2,123  3,769  1,503  6  11,767  －  11,767

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 1,225  11  429  8  21  1,696  △1,696  －

計  5,589  2,134  4,198  1,512  28  13,463  △1,696  11,767

セグメント利益

又は損失（△） 
 367  △195  413  110  1  697  △35  662

35 35

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注）２ 

自動車 
部品事業 
（日本）

自動車 
部品事業 
（北米） 

自動車 
部品事業 

（アジア）

セキュリテ
ィ機器事業
（日本） 

セキュリテ
ィ機器事業
（海外） 

計 

売上高                 

外部顧客への

売上高 
 2,928  2,942  4,842  1,569  25  12,308  －  12,308

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 726  12  629  6  10  1,386  △1,386  －

計  3,655  2,955  5,472  1,575  35  13,694  △1,386  12,308

セグメント利益

又は損失（△） 
 △130  △132  396  77  7  218  △93  125

93 93

（重要な後発事象）
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