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DEAR	SHAREHOLDERS

　株主の皆様には、平素から格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

　2016年6月22日の第50回定時株主総会終了後に開催しました取締役会において、代表取締役会長	宇佐美
と、代表取締役社長	米谷の代表取締役2名体制の新陣容で経営を行うことを決議いたしました。今後様々な変化
が加速する自動車産業界及びカーエレクトロニクス業界に対応するため、二人三脚で一層の経営のスピードアッ
プと競争力強化を図ってまいります。
　また、同株主総会にて当社の統治機構を監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することが承認

可決されました。社外取締役が過半数を占める
監査等委員会を設置することにより業務執行
の健全性と透明性を高めることができ、企業価
値向上に資すると判断したため移行することと
いたしました。

　当上期は、日本経済は緩やかな回復基調で
推移しましたが、海外経済の減速懸念や英国
のEU離脱、米国の利上げ時期の後退に伴う急
激な円高の進行から、景気の先行き不透明感
が深まりました。
　このような状況の中、市販市場向けには、
市場から高い評価をいただいている車種専
用カーナビゲーションや高音質スピーカー、
CarPlay対応カーナビゲーションなどの新製
品を展開しました。また、自動車メーカー向け
純正品では、環境に配慮した小型軽量サウン
ドシステムや高性能ナビゲーションなどの受
注拡大に努めました。しかしながら、製品ミック
スの悪化に加え、想定以上の円高が多大な影
響を及ぼし、当第2四半期連結業績は売上高
1,208億円、営業利益12億円と、前年同期比

時代の変化にスピードをもって対応し、VISION2020の実現を目指します

代表取締役会長代表取締役社長

株主の皆様へ
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減収減益となりました。下期も様々な環境変化が予想されますが、お客様のカーライフを豊かにするという想い
を共有することで、全社一丸となり業績改善に努めてまいります。

　当社は2014年に策定した2020年に向けた長期経営構想「VISION2020」の達成に向け、様々な企業価値向上
に向けた取組みを行っております。今期は成長基盤構築のための変革の年と位置付け、社内組織の改革や研究開
発の効率化など、企業の体質強化に向けた取組みを推進しています。併せて、来期から始まる「VISION2020」実
現期に向けて、時代の変化に積極的に対応するための様々な取組みを行っております。上期に発表した日本アイ・
ビー・エム株式会社との次世代車載システム開発や、株式会社東芝と小型無人機ドローンを活用した新規ビジネス
創出など戦略的提携の推進もその一環です。特に、中国市場のニーズに対応するため昨年11月に設立した合弁会
社Neusoft	Reach	Automotive	Technology（Shanghai）Co.,Ltd.は中国ならではのスピード感を持って急速に
成長しています。今後これらの取組みを一層加速し競争力強化を図ってまいります。

　今後も皆様からの期待に応えるべく、企業価値の向上に努めてまいりますので、変わらぬご支援、ご鞭撻を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

2014 2016

Hop（第13次中計）
Step（第14次中計）

Jump（第15次中計）

2020
過去 未来

第13次中計
成長基盤構築

第14次中計
VISION2020実現

第15次中計
NEXT VISION構築

ＶＩＳＩＯＮ2020
実現

導入 実行 変革

AVNCD2.5
A: Audio 　V: Visual 　N: Navigation
C: Communication & Cloud Service
D: Drive Assist & Cockpit Display

事業領域
Driving Mobile Media Innovation
モービルメディアの未来価値へ

コーポレートメッセージ
アルパインは、あなたのカーラ
イフを豊かにするモービルメ
ディア・イノベーションカンパ
ニーを目指します

ビジョンステートメント
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親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益営業利益売上高 経常利益
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主要経営指標の推移

2017年3月期　連結業績予想

売　　上　　高 2,365億円（前期比	13.4%減）

営　業　利　益 23億円（　　同	57.7%減）

親会社株主に帰属する
当期純利益 △25億円（　　　	－	　　　）

（2016年10月28日時点）

2017年3月期　配当（予定）

中　間　配　当 15円

期　末　配　当 未定
（2016年10月28日時点）

BUSINESS	REVIEW

経営指標ハイライト

4



音響機器事業

地域別売上比率

情報・通信機器事業

スピーカー・アンプなど ナビゲーション・ディスプレイなど

・市販市場向け拡販
・環境配慮製品の拡販

・情報 ·通信機器との融合

・市販市場で新製品を発売
・米国にてApple	CarPlay対応新製品発売
・欧州自動車メーカー向け売上拡大

・海外市販市場の商流開拓に時間を要す
・日系自動車メーカーの一部車種のモデル切換え

売 上 高 214億円

通期予想 432億円（前期比18%減）

売 上 高 994億円

通期予想 1,932億円（前期比22%減）

前年
同期比

22.4％減

前年
同期比

11.3％減

北米 35% 欧州 41% アジア 12% 日本 12%

プラス要因 プラス要因

マイナス要因
マイナス要因

OPERATIONAL	REVIEW

事業報告
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特集：新製品紹介
－車室内をデザインする－

アルパインは車内空間をデザインすることは、お
客様が車とともに過ごす時間、つまり「カーライフ」
をデザインすることだと考えています。
だからこそ、車種ごとに最適に創り上げたデザイ
ンやサウンド、香りを用いて、車内空間全体を最高の
状態に演出することをコンセプトとし新製品開発を
行っております。お客様の五感を通してクルマに乗
る喜びを高めたい、それがアルパインの願いです。
この想いのもと、アルパインは5月に車種専用
カーナビの新製品「ビッグX"11"」、9月にスピーカー
の新製品「X」を発表しました。

ビッグX"11"
世界最大11インチ画面搭載
市場で高い評価をいただいているビッグXシリー
ズに、11インチの画面を搭載したビッグX"11"が新
たに加わりました。画面を大きくすることでナビ画面
が見やすく、操作性も向上。大画面を採用することで
ドライバーがカーナビに意識を集中させる時間を短
くでき、安全運転にもつながっています。
また車種ごとのコックピットの特徴に合わせた洗
練された製品デザインが、車室内の高級感をさらに
高めます。

X
圧倒的臨場感を再現
Xは技術革新により「現実（原音）を忠実に、躍動的
に表現する」ことを実現したスピーカーです。従来の
スピーカーよりもさらに音
質を高め、あたかも目の前で
アーティストが演奏している
かのように感じることができ
ます。

ALPINE STYLE
プレミアムスペースデザイン
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東芝とドローンサービス事業で連携

ドローンによる電力インフラ事業者向けの巡
視・点検システムの実用化において株式会社東芝
と提携関係を構築することで合意しました。
現在、送電線や鉄塔の巡視・点検は習熟した保
安作業員が行っていますが、場所によっては点検
に時間がかかったり作業に危険が伴うことがあり
ます。巡視・点検にドローンを使用することで、迅
速な状況把握・作業時間の短縮・安全性の向上に
つなげることが可能になります。アルパインの航
行制御技術（ＧＰＳ、ジャイロ機能、地図情報連携な
ど）でドローンを安全に効率良く飛行させ、撮影し
た点検対象物の画像を東芝のIoT基盤上で処理
することにより、送電線の要点検箇所を短時間で
検出可能にします。
アルパインが持つ技術を時代の変化に合わせて
活用することで、成長につなげるとともに、社会の
発展の一助になることを期待しています。

日本IBMと次世代車載システム開発で連携
自動運転への動きが加速する中、日本アイ・
ビー・エム株式会社と次世代車載システムの開発
に着手したことを7月に発表しました。IBMのIoT
ソリューションを活用することで、ドライバーや同
乗者に合わせて快適なドライブを提供するシス
テムを開発します。例えば、ドライバーの運転志
向・傾向にあった経路を学習してルートを案内し
たり、ソーシャル情報や嗜好を分析して経由地/目
的地を提案するといった活用を検討しています。
進化する技術を活用しクルマ社会の発展に貢献
していきたいと考えています。

アライアンス戦略を強化

担当者
インタビュー
商品企画部	マネージャー
江崎徹

自動運転の時代に向け「つながる車」が拡大す
る中、安全な自動運転の実現に向け必要な情
報提供と、お客様がより安心で充実したカー
ライフが過ごせる様な情報提供を、両社の技
術力・強みを活かし実現していきます。

TOPICS

トピックス
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中国市場における取組み 「用品大賞2016」グランプリを獲得

「ALPINE	STYLE	プレミアムスペースデザイ
ン」が、「用品大賞2016」（主催:日刊自動車新
聞社）の最高賞にあたるグランプリを受賞しま
した。2015年7月から2016年6月までに発売
された市販カー用品、約1万7,000点の中から
選ばれるもので、グランプリは販売量だけでは
なく、「商品の技術開発力」、「企画力」、「アイデ
ア」、「ユニークさ」などを重視し選出されたも
のです。
取り付けの美しさと、車種ごとに最適な空間
を創造するというコンセプトが評価され、今回
の受賞につながりました。
今後もお客様にご満足いただける製品を提
案してまいります。

中国屈指のソフトウェア企業「東軟集団股份
有限公司（Neusoft	Corporation）」と昨年11
月に設立した合弁会社「東軟睿馳汽車技術（上
海）有限公司（Neusoft	Reach	Automotive	
Technology（Shanghai）Co.,Ltd.，以下NRA）」
において中国市場における活動を加速してい
ます。
NRAでは	①電気自動車（EV）、②先進運転
支援システム（ADAS）、③クラウド	を事業の3
本柱としています。特に環境汚染が深刻化して
いる中国で国策となるなど非常に注目されて
いる電気自動車事業では、電気自動車のバッテ
リー充電・放電の制御システムを今年中に製品
化する予定です。

「用品大賞2016」表彰式

中国瀋陽にあるNeusoft	Corporationオフィス

TOPICS

トピックス
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CSR活動のご紹介

8月5日、いわき本社においてアルパイン夏
祭りを開催しました。今年も社員とその家族、
お客様や地域の方々などたくさんの方にお越
しいただき、来場者数は約7,500名にも上りま
した。
社員によるパフォーマンスステージや打ち
上げ花火に加え、地域の子ども向けの運動教
室なども開催し、例年以上に地域の方々との
交流を楽しむことができました。
今後もこのようなイベントを通して、日頃よ
り支えていただいている地域の皆様へ感謝を
伝えてまいります。

「アルパインプレゼンツ	第1回	宮本慎也杯・
学童軟式野球大会」に特別協賛しています。こ
れはプロ野球界において大活躍された宮本慎
也氏の野球に対する理念に基づき開催される
大会で、子ども達にスポーツの楽しさと仲間と
力を合わせる大切さを伝えるとともに、協調性
やマナーも身につけてほしいという想いのも
とに開催しています。
子育て家族の幸せの創造に協力するために
製品・サービスを開発するだけでなく、このよ
うなイベントも活用してまいります。

アルパイン夏祭り開催

野球少年少女を応援

夏祭りのフィナーレを飾る花火
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代表取締役社長　米谷信彦

Q.社長就任の抱負をお願いします。　
大きな変化が起こっているときに、社長を引き
受けた、と自覚しています。変化に対応するため
にも、過去からの製品だけでなく、新しい技術や
ビジネスモデルを開拓する必要性を強く感じて
おり、アルパインのDNAである「創造・情熱・挑
戦」の精神を持ち、チャレンジしていきます。

Q.アルパインの強みはどのような点ですか？
お客様視点に立った製品開発です。どうすれ
ばお客様のカーライフが豊かになるかを徹底
的に追求しています。
また技術の面では、従来のビジネスで培って
きた様々な機能をつなげるシステムインテグ
レーション力に強みがあります。今後車の電装
化が加速するにつれて、この強みは更に重要に
なっていくと考えています。

Q.好きなアルパイン製品は何ですか？
オーディオ：アンプ・スピーカーの組み合わせ
が好きです。
アルパイン製品は、「いい音」が聞けると自負
しています。音楽は何でも好きなので、幅広い
ジャンルを車でかけて楽しんでいます。アルパ
インの音響製品は私のお気に入りです。

Q.アルパインをどんな会社にしたいですか？
アルパインは2020年に目指す姿を「アルパ
インは、あなたのカーライフを豊かにするモー
ビルメディアイノベーションカンパニーを目指
します」としています。このとおり、時代の変化
を見極め、他社との連携も推進し新たな価値を
創出しながら、お客様の要求に柔軟に応えられ
る企業を目指していきます。

略歴
1981年	 4月	 アルプス電気株式会社	入社
2004年	 6月	 同　取締役
2009年	 6月	 同　常務取締役
2009年	10月	 同　MMP事業本部生産準備･資材担当
2010年	 1月	 同　品質担当
2011年	 6月	 同　管理本部長
2012年	 6月	 同　専務取締役
2015年	 6月	 当社専務取締役
	 	 同　管理担当
2016年	 6月	 同　代表取締役社長（現任）

新社長 インタビュー

TOPICS

トピックス
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当社は2016年6月22日開催の第50回定時
株主総会にて統治機構を「監査役会設置会社」
から「監査等委員会設置会社」に移行することを
承認いただきました。過半数を社外取締役で構
成する監査等委員会を設置することにより、経
営の健全性と透明性を高めることを目的として
います。

新役員メッセージ 監査等委員会設置会社に移行

取締役　製品設計副担当　井上伸二

　株主総会にて取締役に選任いただきました、井上伸二でございます。
　1983年にアルプス電気に入社し車載関連事業を中心に、技術、製造、
営業、企画部門と様々な業務を担当させていただき、同時にその半分以
上をアメリカ及びメキシコ現地法人での仕事に従事してまいりました。
　昨今、自動車産業界は大きく変化しており、アルパインの事業領域も
従来のカーナビ・カーオーディオのインフォテイメント系から、デジタル
コックピットや先進運転支援システム（ADAS）などを含む安心・安全領
域まで広がりつつあります。
　お客様のニーズにタイムリーに応える為には、独自技術の開発を今
まで以上に強化するだけでなく、アライアンスやM＆A等、外部リソース
の活用によるオープンイノベーションも推進してまいります。その一つ
がアルプス電気との共創です。今迄より踏み込んだ形で、お互いの強
みを活かした開発や技術の融合を目指し、お客様が求めている商品、魅
力ある技術を創出してまいります。
　その中で私のアルプス電気で培った経験を活かしながら、アルパイ
ンの価値そしてブランド力をさらに高め、継続的に成長できるよう取り
組んでまいります。
　株主の皆様には今後ともご支援、ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

略歴
1983年	4月
アルプス電気株式会社	入社
2004年	7月
同　車載電装事業部	製造部長
2011年	11月
同　ＡＵＴＯ事業本部技術統括部長
2012年	4月
同　技術本部モジュール副担当
2013年	4月
同　車載モジュール事業担当
兼	技術本部副本部長
2013年	6月
同　取締役
2016年	6月
当社　取締役（現任）
同　製品設計副担当（現任）

取締役会監査役会

・任期：4年
・監査役 3名以上で構成
・半数以上は社外監査役

・任期：1年

従　来「監査役会設置会社」

取締役監査役

社内役員 社外役員

適法性監査

取  締  役  会

・任期：2年
・取締役 3名以上で構成
・過半数は社外取締役

・任期：1年

新体制「監査等委員会設置会社」

取締役監査等委員である取締役
・議決権有り
・意見陳述権（選解任・報酬）

適法性監査・妥当性監査
監査等委員会
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資 産 の 部 現金及び預金の減少47億円、受取手形及び売掛金の減少42億円、たな卸資産の減少31億円、その他流動資
産の減少43億円、有形固定資産の減少22億円、無形固定資産の増加13億円、投資有価証券の減少16億円、
出資金の減少38億円等により、前連結会計年度末比231億円減少の1,820億円となりました。

負 債 の 部 支払手形及び買掛金の減少49億円、製品保証引当金の減少7億円、その他流動負債の減少14億円、繰延税
金負債（長期）の減少2億円等により、前連結会計年度末比75億円減少の537億円となりました。

純 資 産 の 部 利益剰余金の減少31億円、有価証券評価差額金の減少18億円、為替換算調整勘定の減少103億円等により、
前連結会計年度末比155億円減少の1,282億円となりました。

前期末[第50期]（2016年3月31日現在） 当第2四半期末[第51期]（2016年9月30日現在）

固定資産
68,198

流動資産
113,881

負債
53,779

純資産
128,299

有形固定資産
25,190

無形固定資産
4,060
投資

その他の資産
38,947

固定負債
9,769

流動負債
44,010

株主資本
128,397
その他の
包括利益累計額
△1,734
非支配株主持分
1,570

現金及び預金
44,506

資産合計

182,079

負債
純資産合計
182,079

固定資産
74,800

流動資産
130,382

負債
61,377

純資産
143,805

有形固定資産
27,408

無形固定資産
2,668
投資

その他の資産
44,724

固定負債
10,416

流動負債
50,961

株主資本
131,534
その他の
包括利益累計額
10,449
非支配株主持分
1,766

現金及び預金
49,282

資産合計 負債
純資産合計

205,182 205,182

連結貸借対照表の概要　 （単位：百万円）

FINANCIAL	STATEMENTS

連結財務諸表（要旨）
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当第2四半期連結累計期間
（2016年4月～9月）の業績は、
連結売上高1,208億円（前年同
期比13.5％減）、営業利益12億円
（前年同期比63.6％減）、経常損
失△1億円、親会社株主に帰属す
る四半期純損失△21億円となり
ました。

❶営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失89百万
円及び減価償却費31億円等の計上に
よる資金の増加と、法人税等の支払
14億円等による資金の減少により、
19億円の資金増加となりました。
❷投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得23億円及び無
形固定資産の取得18億円等による資
金の減少と、貸付金の回収44億円等
による資金の増加により、17億円の
資金減少となりました。
❸財務活動によるキャッシュ・フロー 
配当金の支払10億円等により、11億
円の資金減少となりました。

当第2四半期[第51期]（2016年4月1日～2016年9月30日）

営業利益

1,292
経常損失（△）

△113
売上高

120,870

税金等調整前
四半期純損失（△）
△89

親会社株主に帰属する
四半期純損失（△）
△2,106

営業外費用
△2,158

営業外収益
751

特別損失
△16

特別利益
40

売上原価
△102,379
販売費及び
一般管理費
△17,198

法人税等
△1,923
非支配株主に帰属する
四半期純利益
△93

現金及び現金同等物の
期首残高
49,282

現金及び現金同等物の
四半期末残高
44,506

当第2四半期[第51期]（2016年4月1日～2016年9月30日）
❷投資活動による
　キャッシュ・フロー
△1,740

❸財務活動による
　キャッシュ・フロー
△1,171

現金及び現金同等物
に係る換算差額
△3,850

❶営業活動による
　キャッシュ・フロー
1,986

詳細は当社ホームページをご覧ください アルパイン  IR 検索

連結損益計算書の概要 （単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書の概要 （単位：百万円）
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会社概要（2016年9月30日現在） 役員の状況（2016年9月30日現在）

社 名 アルパイン株式会社

英 文 社 名 ALPINE	ELECTRONICS,	INC.

本 社 〒141-8501
東京都品川区西五反田一丁目1番8号
TEL　03（3494）1101（代表）

い わ き 本 社 〒970-1192
福島県いわき市好間工業団地20番1号
TEL　0246（36）4111（代表）

設 立 1967年5月

発 行 可 能 株 式 総 数 160,000,000株

発 行 済 株 式 総 数 68,937,413株（除 自己株式	847,088株）

資 本 金 259億2,059万円

グ ル ー プ 従 業 員 数 12,093名（連結ベース35社合計）

国 内 関 係 会 社 アルパインマーケティング株式会社
アルパインテクノ株式会社
アルパインマニュファクチャリング株式会社
アルパインプレシジョン株式会社
アルパイン技研株式会社
アルパイン情報システム株式会社
アルパインビジネスサービス株式会社
アルパインカスタマーズサービス株式会社

他3社

海 外 関 係 会 社 アルパイン・アメリカ
アルパイン・ヨーロッパ
アルパイン・中国
アルパイン・アジア・パシフィック

他29社

氏　　　　　　名 当社における地位及び担当または主な職業

宇		佐		美		　　徹 代表取締役会長

米		谷　　		信		彦 代表取締役社長

梶		原　　		　		仁 常務取締役 管理担当

水		野　　		直		樹 常務取締役 営業担当

遠		藤　　		浩		一 常務取締役 技術・開発担当

小		林　　		俊		則 取 締 役 米州・欧州担当

田		口　　		周		二 取 締 役 品質・環境担当

池		内　　		康		博 取 締 役 製品設計担当

河		原		田　陽		司 取 締 役 生産・資材担当

井		上　　		伸		二 取 締 役 製品設計副担当

片		岡　　		政		隆 取 締 役 アルプス電気㈱代表取締役会長

森		岡　　		洋		史 取　締　役
常勤監査等委員

小		島　　		秀		雄 取 締 役
監査等委員 公認会計士

長		谷		川　聡		子 取 締 役
監査等委員 弁護士

柳		田　　		直		樹 取 締 役
監査等委員 弁護士

CORPORATE	DATA

会社の概要
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順位 株　主　名 持株数
（千株）

持株比率
（%）

1 アルプス電気株式会社 28,215 40.93

2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,623 3.81

3 STATE	STREET	BANK	CLIENT	OMNIBUS	OM04 2,309 3.35

4 THE	BANK	OF	NEW	YORK	133522 1,435 2.08

5 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,432 2.08

6 NORTHERN	TRUST	CO.	(AVFC)	RE	IEDU	UCITS	
CLIENTS	NON	LENDING	15	PCT	TREATY	ACCOUNT 1,294 1.88

7 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY 1,175 1.71

8 EVERGREEN 1,059 1.54

9 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	505103 1,006 1.46

10 GOLDMAN	SACHS	INTERNATIONAL 999 1.45

所有者別株式分布状況

合計
68,937,413株
 （除 自己株式） 外国人・

海外機関投資家
37.65%個人

5.06%

事業法人等
42.36%

金融機関
（含 投資信託・
年金信託・証券会社）
14.93%

大株主の状況(2016年9月30日現在） 株価推移
( 円 )
3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

高値
安値

’15/10 11 12 ’16/1 2 3 4 5 6 7 8 9
(年 /月 )

ウェブサイトのご案内

アルパインのウェブサイトでは最新情報を掲載しています。
製品情報をご覧になりたい場合は、「アルパイン」で検索、IR情
報をご覧になりたい場合は、「アルパイン IR」で検索して下さい。

（アルパイン公式サイト URL：http://www.alpine.co.jp/)

※持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
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決 算 期 日 年1回　3月31日
期末配当金受領株主確定日 3月31日
中間配当金受領株主確定日 9月30日
基 準 日 定時株主総会については、3月31日。

その他必要がある時は予め公告いた
します。

定 時 株 主 総 会 6月下旬
公 告 掲 載 電子公告により、当社ホームページ	

（http://www.alpine.com/j/investor/	
index.html）に掲載いたします。尚、	
やむを得ない事由により、電子公告が
できない場合は、日本経済新聞に掲載
いたします。
※決算公告に代えて、貸借対照表、損益
計算書はEDINET（金融商品取引法に
基づく有価証券報告書等の開示書類に
関する電子開示システム）にて開示し
ております。

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所市場第1部
証 券 コ ー ド 6816
売 買 単 位 100株（1単元）
株 主 名 簿 管 理 人 三菱UFJ信託銀行株式会社特別口座の口座管理機関

株主メモ

【株式に関するお手続き】

お手続き・ご照会の内容 お問合わせ先

◯郵便物の発送と返戻	
◯支払期間経過後の配当金
◯特別口座から一般口座への振替

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081	東京都江東区東砂七丁目10番11号
Tel．0120-232-711	(通話料無料）

◯単元未満株式の買取・買増請求※
◯住所・氏名変更　他

口座を開設されている証券会社等にお問い
合わせ下さい。
※但し、証券会社に口座を開設されていない
株主様は、三菱UFJ信託銀行株式会社に
お問い合わせ下さい。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しております。

2016年11月発行


