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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。 

 ２．売上高には、消費税等は含まれていません。 

 ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していま

せん。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第44期

第２四半期 
連結累計期間 

第45期
第２四半期 
連結累計期間 

第44期
第２四半期 

連結会計期間 

第45期 
第２四半期 

連結会計期間 
第44期

会計期間 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年
７月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年 
７月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（百万円）  76,410  98,020  40,355  48,892  168,586

経常利益又は経常損失（△）（百

万円） 
 △5,227  6,027  △696  3,028  807

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（百万円） 
 △6,560  4,969  △1,257  2,437  △1,249

純資産額（百万円） － －  91,796  98,092  97,035

総資産額（百万円） － －  140,145  158,407  153,428

１株当たり純資産額（円） － －  1,303.79  1,395.00  1,379.61

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円） 

 △94.04  71.23  △18.03  34.93  △17.92

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

自己資本比率（％） － －  64.9  61.4  62.7

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △423  8,479 － －  9,858

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △1,316  △5,560 － －  △3,962

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 6,939  △88 － －  8,150

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ －  31,238  41,745  39,844

従業員数（人） 

（ほか、平均臨時雇用者数） 
－ － 

 

( )

10,621

829

 

( )

10,880

576

 

( )

10,913

456
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 当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社に異動はありません。  

  

 当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は、就業人員です。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の期中平均雇用人員です。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員です。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年９月30日現在

従業員数（人） 10,880 ( ) 576

  平成22年９月30日現在

従業員数（人）    1,201
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(1）生産実績 

 当第２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 （注）１ 金額は、販売価格によっています。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

(2）受注状況 

 当第２四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

(3）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。  

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

２ 主な相手先の販売実績及び総販売実績に対する割合は、下記のとおりです。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

  
セグメントの名称 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
  至 平成22年９月30日）  

  
前年同四半期比（％） 

生産高（百万円）

音響機器事業  13,370  2.3

情報・通信機器事業  30,035  54.7

合計  43,405  33.6

  
セグメントの名称 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
  至 平成22年９月30日）  

  
前年同四半期比（％） 

受注高（百万円）

音響機器事業  15,551  △20.1

情報・通信機器事業  31,268  26.3

合計  46,819  5.8

  
セグメントの名称 

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）   

前年同四半期比（％） 
受注残高（百万円）

音響機器事業  6,184  △29.3

情報・通信機器事業  17,708  34.0

合計  23,893  8.8

  
セグメントの名称 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
  至 平成22年９月30日）  

  
前年同四半期比（％） 

販売高（百万円）

音響機器事業  15,848  △9.6

情報・通信機器事業  33,044  44.7

合計  48,892  21.2

相手先 

前第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％）

Ｄａｉｍｌｅｒ ＡＧ  5,256  13.0  6,604  13.5

ＢＭＷ ＡＧ  7,163  17.8  5,577  11.4
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  当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

  当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

  

 文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。 

 (1) 業績の状況 

  当第２四半期連結会計期間における世界経済は、アジアを中心とする新興国の需要は好調に推移しました。一

方、欧州では、ドイツ経済に回復傾向が見られましたものの、EU各国の経済状況は依然、まだら模様であり、ま

た、米国経済の先行きに対する不透明感が一段と増すなど、景気の二番底懸念が高まりました。 

 カーエレクトロニクス業界では、欧米自動車市場で、リーマンショック以降、小型車中心に推移した新車販売

動向に変化が見られ中高級車の販売に回復の兆しが現れたことから、純正ナビゲーションの装着率も若干の回復

を見せるなど、市場の活性化が期待されました。しかしながら、本格的な回復には至らず、緩やかな水準にとど

まりました。一方、国内ではエコカー補助金など景気刺激策による新車の販売が増加したことに伴い、市販市場

でPND（パーソナル・ナビゲーション・デバイス）などナビゲーションの販売が回復傾向を示しました。 

  このような状況下、当社は、国内市販市場に、ナビゲーションの新製品３モデルの拡販に注力するとともに、

「車種別カーライフ・ソリューション」を提案し商品の訴求力を高め、売上拡大を図りました。また、積極的な

技術提案を展開し、ITS（高速道路交通システム）対応ナビゲーションが、長崎県のEV＆ITS（エビッツ）プロジ

ェクトで採用、電気自動車に搭載されました。さらに、自動車市場が拡大する中国で、アルパインブランドの訴

求を図るとともに、現地資本自動車メーカー向けに製品の納入を開始するなど、着実にビジネス拡大を図りまし

た。また、為替の円高や、電子部品の需給逼迫の影響を受け部材コストが上昇するなどの影響はありましたが、

引き続き構造改革「CHALLENGE30＋(プラス)」を推進し、業績改善に努めました。 

  この結果、当第２四半期連結会計期間(平成22年7月～9月)の業績は、連結売上高488億円(前年同期比21.2％

増)、営業利益29億円(前年同期は8億円の営業損失)、経常利益30億円(前年同期は6億円の経常損失)、四半期純

利益24億円(前年同期は12億円の四半期純損失)となりました。 
  
セグメントの状況  

 《音響機器事業》 

 当事業部門では、北米市販市場において普及価格帯CDプレーヤーの販売は堅調に推移しましたが、iPodやイ

ンターネットラジオPandora対応ヘッドユニットなどの差別化商品が、市況悪化の影響を受け厳しい販売状況

で推移しました。欧州では、車室内のクリアな音質を訴求した高音質スピーカーが堅調な売れ行きを示しまし

たが、期初からの牽引役であったBluetooth対応CDプレーヤーの販売が、価格競争激化の影響から減少しまし

た。 

 また、国内市販市場では、高音質スピーカーの販売が好調に推移したものの、CDプレーヤーなど単機能商品

が価格競争激化の影響を受け、売上は減少しました。 

 自動車メーカー向け純正品は、欧米の主要取引先の新車の生産・販売が回復傾向を示すとともに、中国市場

向けが好調であったため、売上が増加しました。 

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は158億円(前年同期比9.6％減)、営業利益は8億円(前年同

期比465.8％増) となりました。 

 《情報・通信機器事業》 

 当事業部門では、国内市販市場で、前期に好評を博したカーナビゲーション「X08」の後継機種「X08S」の

他、記録媒体にフラッシュメモリーを搭載し、コストパフォーマンスに優れた「X05」や、市販 大の８型画

面を装備し、地図および文字の視認性やタッチパネル操作の利便性を向上させた戦略モデル「ビッグＸ 

X088」（日刊自動車新聞 用品大賞2010 大賞受賞）の拡販に注力するとともに、車種別取付けキットにより美

しい装着を可能とした「パーフェクトフィット」を推進したことで、売上が大幅に増加しました。さらに、ナ

ビゲーションとリンクし安全運転を支援するカメラシステムの販売も好調に推移し、売上拡大に寄与しまし

た。 

 また、北米市販市場におきましては、新規投入した普及価格帯ナビの販売が、価格競争激化の影響はありま

したものの、堅調に推移しました。欧州では、複合商品が市況悪化の影響を受け売上が減少しましたが、期中

に市場投入した普及価格帯ナビの新製品の販売が好調に推移しました。 

 自動車メーカー向け純正品は、北米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生産・販売が

回復しつつあり、加えて欧州メーカーの中国市場向け新車販売が好調に推移したため、売上が大幅増となりま

した。  

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は330億円(前年同期比44.7％増)、営業利益は32億円(前年

同期比20倍) となりました。 

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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 (2) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は417億円と、第１四半期連結会計期間末と比べ11

億円 (3.0％) の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローについては、52億円の収入 (前年同期比41.2％増) となりました。この収

入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益29億円の計上、減価償却費17億円の計上、仕入債務26億円増加に

よる資金の増加と、たな卸資産20億円増加、売上債権9億円増加、法人税等の支払額3億円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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、43億円の支出 (前年同期比17倍) となりました。この支出の

主な要因は、有形固定資産の取得6億円、貸付による支出29億円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キャッシュ・フローについては、0.6億円の支出 (前年同期は72億円の収入) となりま

した。この支出の主な要因は、短期借入金の返済による資金の減少です。 

 上記の結果、フリー・キャッシュ・フローは9億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。 
  

 (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 
  

 (4) 研究開発活動 

 当第２四半期連結会計期間においてグループ全体の研究開発活動の金額は、35億円です。なお、当第２四半期

連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
  

 (5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は第１四半期連結会計期間末と比べ61億円増加し1,584億円、純

資産合計は14億円増加し980億円となりました。この結果、自己資本比率は61.4％となりました。主な増減とし

て、現金及び預金の増加20億円、たな卸資産の増加17億円、短期貸付金の増加28億円等により、流動資産は77億

円増加となりました。固定資産は有形固定資産の減少15億円、投資有価証券の増加4億円、無形固定資産の減少4

億円等により15億円の減少となりました。 

 流動負債については、支払手形及び買掛金の増加26億円、未払法人税等の増加4億円、賞与引当金の増加8億円

等により40億円の増加となりました。 

固定負債は、繰延税金負債の増加4億円等により6億円の増加となりました。  
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(1）主要な設備の状況 

 当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却

等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡

充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数 (株) 

普通株式  160,000,000

計  160,000,000

種類 
第２四半期会計期間
末現在発行数 (株) 
(平成22年９月30日) 

提出日現在 
発行数 (株) 

(平成22年11月10日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式  69,784,501  69,784,501
東京証券取引所 

市場第一部 

完全議決権株式であり、権

利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式 

単元株式数は100株 

計  69,784,501  69,784,501 ― ― 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式
総数残高 
（千株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成22年７月１日～ 

平成22年９月30日 
 ―  69,784  ―  25,920  ―  24,905
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（６）【大株主の状況】

  平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株) 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 (％) 

 アルプス電気株式会社  東京都大田区雪谷大塚町１番７号  28,215,417  40.43

 日本トラスティ・サービス 

 信託銀行株式会社 (信託口) 
 東京都中央区晴海１丁目８番11号   4,023,900  5.77

 オーエム04エスエスビー 

 クライアントオムニバス 

 (常任代理人) 

 香港上海銀行東京支店 

 オーストラリア 

 338 PITT STREET, SYDNEY NSW 2000 

 (東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 

 3,587,241  5.14

 ノーザントラストカンパニー 

 (エイブイエフシー)サブアカウント 

 アメリカンクライアント 

 (常任代理人) 

 香港上海銀行東京支店 

 英国 

 50 Bank Street, Canary Wharf, 

 London E14 5NT 

 (東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 

 3,243,559  4.65

 イチゴトラスト 

 (常任代理人) 

 香港上海銀行東京支店 

 ケイマン諸島 

 Second Floor, Compass Centre, 

 P.O.Box 448, Shedden Road, 

 George Town, Grand Cayman KY 1-1106 

 (東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 

 2,754,300  3.95

 日本マスタートラスト信託銀行 

 株式会社 (信託口) 
 東京都港区浜松町２丁目11番３号  2,387,700  3.42

 ノーザントラストカンパニー 

 エイブイエフシーリユーエス 

 タックスエグゼンプテド 

 ペンションファンズ 

 (常任代理人) 

 香港上海銀行東京支店 

 英国 

 50 Bank Street, Canary Wharf, 

 London E14 5NT 

 (東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 

 1,403,300  2.01

 ゴールドマンサックス 

 インターナショナル 

 (常任代理人) 

 ゴールドマン・サックス証券 

 株式会社 

 英国 

 133 Fleet Street London EC4A 2BB 

 (東京都港区六本木６丁目10番１号 

  六本木ヒルズ森タワー) 

 1,119,884  1.60

 日本トラスティ・サービス 

 信託銀行株式会社 (信託口９) 
 東京都中央区晴海１丁目８番11号  882,300  1.26

 CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) 

 LLC - SPCL. FOR EXCL. BENE 

 (常任代理人) 

 シティバンク銀行株式会社 

 米国 

 ELEVEN MADISON AVE. 

 NEW YORK NY 10010 

 (東京都品川区東品川２丁目３番14号) 

 785,265  1.13

計 －  48,402,866  69.36
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  （注）１．当第２四半期会計期間末現在における、上記の信託銀行の信託業務の株式数については、当社として把握

することができないため、記載していません。 

 ２．平成21年８月19日付でプラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッドから、また平成22年

５月７日付でシルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッドからそれぞれ大量保有報

告書が提出されていますが、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができ

ませんので、上記大株主の状況には含めていません。なお、大量保有報告書の内容は次のとおりです。 

  

  

①【発行済株式】 

 (注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の名義失念株式が100株(議決権１

個)含まれています。 

２．「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式42株が含まれています。 

  

②【自己株式等】 

  

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(株) 
株券等保有割合

（％） 

 プラチナム・インベストメント・ 

 マネージメント・リミテッド 

 オーストラリア 

 Level 8, 7 Macquarie Place, 

 Sydney NSW 2000 

株券   5,299,300  7.59

 シルチェスター・ 

 インターナショナル・ 

 インベスターズ・リミテッド 

 英国 

 Time and Life Building 1 

 Bruton Street London W1J 6TL 

株券   4,824,900  6.91

（７）【議決権の状況】

  平成22年９月30日現在

区分 株式数 (株)  議決権の数 (個)  内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式) 

普通株式 

  

 20,100
― 

権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式 

(相互保有株式) 

普通株式 

  

 2,000
― 同上 

完全議決権株式(その他) 普通株式  69,744,400  697,444 同上 

単元未満株式 普通株式  18,001 ― 同上 

発行済株式総数    69,784,501 ― ― 

総株主の議決権 ―  697,444 ― 

  平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義

所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％) 

(自己保有株式) 

アルパイン㈱ 

東京都品川区西五反田 

１－１－８ 
 20,100  ―  20,100  0.03

(相互保有株式) 

アルパイン兵庫販売㈱ 

兵庫県穴栗郡山崎町庄能

189－２ 
 2,000  ―  2,000  0.00

計 ―  22,100  ―  22,100  0.03
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【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

２【株価の推移】

月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高（円）  1,394  1,342  1,234  1,107  1,132  1,086

低（円）  1,130  1,055  1,066  963  955  945

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。 

 なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平

成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しています。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表については、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、当第２四半期連結会計期間（平成22年７

月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）

に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けています。 

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人と

なっています。 

  

第５【経理の状況】
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１【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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 43,096 40,199

受取手形及び売掛金 27,669 28,290

商品及び製品 16,524 12,832

仕掛品 1,258 670

原材料及び貯蔵品 5,273 4,245

繰延税金資産 1,843 1,545

その他 11,153 8,750

貸倒引当金 △200 △350

流動資産合計 106,617 96,184

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,613 23,320

減価償却累計額 △14,011 △13,956

建物及び構築物（純額） 8,602 9,363

機械装置及び運搬具 15,865 17,253

減価償却累計額 △10,787 △11,275

機械装置及び運搬具（純額） 5,078 5,977

工具器具備品及び金型 48,546 48,692

減価償却累計額 △44,704 △44,129

工具器具備品及び金型（純額） 3,841 4,563

土地 4,815 4,997

リース資産 347 385

減価償却累計額 △229 △250

リース資産（純額） 117 135

建設仮勘定 1,127 837

有形固定資産合計 23,582 25,874

無形固定資産 4,986 5,672

投資その他の資産   

投資有価証券 20,009 22,011

繰延税金資産 428 463

その他 2,796 3,234

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 23,221 25,696

固定資産合計 51,790 57,243

資産合計 158,407 153,428
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 25,310 22,923

短期借入金 － 42

未払法人税等 1,136 601

未払費用 8,096 7,629

繰延税金負債 0 －

賞与引当金 1,733 1,415

役員賞与引当金 24 －

製品保証引当金 4,008 3,916

その他 3,039 2,777

流動負債合計 43,350 39,305

固定負債   

長期借入金 10,001 10,001

退職給付引当金 656 658

役員退職慰労引当金 573 642

繰延税金負債 4,264 4,953

その他 1,467 831

固定負債合計 16,963 17,087

負債合計 60,314 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 51,434 46,549

自己株式 △29 △28

株主資本合計 102,231 97,347

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,511 5,260

土地再評価差額金 △1,310 △1,394

為替換算調整勘定 △8,111 △4,964

評価・換算差額等合計 △4,910 △1,098

少数株主持分 771 786

純資産合計 98,092 97,035

負債純資産合計 158,407 153,428
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 76,410 98,020

売上原価 68,722 75,403

売上総利益 7,687 22,616

販売費及び一般管理費 ※1  13,373 ※1  15,622

営業利益又は営業損失（△） △5,685 6,993

営業外収益   

受取利息 50 79

受取配当金 139 146

持分法による投資利益 510 291

その他 147 232

営業外収益合計 847 748

営業外費用   

支払利息 47 104

為替差損 153 1,219

支払手数料 － 117

売上割引 77 66

その他 111 207

営業外費用合計 389 1,715

経常利益又は経常損失（△） △5,227 6,027

特別利益   

固定資産売却益 63 34

土地使用権交換差益 227 －

貸倒引当金戻入額 356 119

オプション決済及び評価損益 － ※2  102

その他 2 －

特別利益合計 650 256

特別損失   

固定資産除売却損 51 31

投資有価証券評価損 0 2

オプション決済及び評価損益 ※2  125 －

製品保証引当金繰入額 231 174

過年度特許権使用料 294 －

その他 148 2

特別損失合計 851 211

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△5,429 6,071

法人税、住民税及び事業税 1,114 1,382

法人税等調整額 61 △292

法人税等合計 1,175 1,089

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,982

少数株主利益又は少数株主損失（△） △43 12

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,560 4,969
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 40,355 48,892

売上原価 34,816 37,853

売上総利益 5,539 11,038

販売費及び一般管理費 ※1  6,400 ※1  8,068

営業利益又は営業損失（△） △861 2,969

営業外収益   

受取利息 22 36

受取配当金 57 68

持分法による投資利益 379 241

その他 66 146

営業外収益合計 525 493

営業外費用   

支払利息 26 52

為替差損 260 165

支払手数料 － 59

売上割引 35 32

その他 37 124

営業外費用合計 359 434

経常利益又は経常損失（△） △696 3,028

特別利益   

固定資産売却益 57 14

土地使用権交換差益 227 －

貸倒引当金戻入額 191 80

オプション決済及び評価損益 ※2  248 －

その他 2 －

特別利益合計 727 95

特別損失   

固定資産除売却損 33 16

投資有価証券評価損 0 2

製品保証引当金繰入額 330 174

その他 148 －

特別損失合計 513 192

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△482 2,931

法人税、住民税及び事業税 765 707

法人税等調整額 17 △218

法人税等合計 783 488

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,442

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,257 2,437
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△5,429 6,071

減価償却費 4,299 3,538

売上債権の増減額（△は増加） △4,618 △1,018

たな卸資産の増減額（△は増加） 38 △6,674

仕入債務の増減額（△は減少） 5,339 5,161

その他 195 2,059

小計 △175 9,139

利息及び配当金の受取額 161 238

利息の支払額 △29 △109

法人税等の支払額 △668 △867

法人税等の還付額 288 78

営業活動によるキャッシュ・フロー △423 8,479

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 △1,730 △1,558

有形固定資産の売却による収入 159 221

無形固定資産の取得による支出 △758 △525

投資有価証券の取得による支出 △46 △1

貸付けによる支出 △6 △2,923

貸付金の回収による収入 1,308 12

その他 △243 △785

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,316 △5,560

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） 1,726 △38

長期借入れによる収入 5,402 －

配当金の支払額 △0 △0

少数株主からの払込みによる収入 42 －

少数株主への配当金の支払額 △166 －

その他 △64 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,939 △88

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102 △929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,097 1,901

現金及び現金同等物の期首残高 26,141 39,844

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  31,238 ※1  41,745
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【四半期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】

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

会計処理基準に関する事項の

変更 

(1) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面

の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16

号 平成20年３月10日公表分) 及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の

取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年３月10日) を適用しています。  

これに伴う経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

(2) 資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」 (企業会計基

準第18号 平成20年３月31日) 及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日) を適用しています。 

これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微です。 

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

 (四半期連結損益計算書) 

１．「連結財務諸表に関する会計基準」 (企業会計基準第22号  平成20年12月26日) に基づく「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21年３月24日  内閣府令第５号) の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しています。 

２．前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示していました「支払手数料」は重要

性が増したため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することにしました。なお、前第２四半期連結累計期間

の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は９百万円です。 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

 (四半期連結損益計算書) 

１．「連結財務諸表に関する会計基準」 (企業会計基準第22号  平成20年12月26日) に基づく「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21年３月24日  内閣府令第５号) の適用によ

り、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しています。 

２．前第２四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示していました「支払手数料」は重要

性が増したため、当第２四半期連結会計期間において区分掲記することにしました。なお、前第２四半期連結会計

期間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は８百万円です。 

【簡便な会計処理】

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

法人税等並びに繰延税金資産

及び繰延税金負債の算定方法 

 一部の連結子会社における法人税等の納付額の算定については、加味する加減算項

目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっています。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計

年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用していま

す。 
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

税金費用の計算  一部の連結子会社において、税金費用については、当第２四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います。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示していま

す。 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１ 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。 

当第２四半期連結会計期間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。 

１ 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
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（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30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

次のとおりです。 

製品保証引当金繰入額   百万円312

従業員給料手当  3,500

賞与引当金繰入額  186

役員賞与引当金繰入額  2

退職給付費用  164

役員退職慰労引当金繰入額  35

貸倒引当金繰入額  7

支払手数料  2,028

製品保証引当金繰入額   百万円1,202

従業員給料手当  3,369

賞与引当金繰入額  375

役員賞与引当金繰入額  24

退職給付費用  179

役員退職慰労引当金繰入額  42

貸倒引当金繰入額  25

支払手数料  2,486

※２ オプション決済及び評価損益の内訳 ※２ オプション決済及び評価損益の内訳 

１）前期オプション評価益戻し 百万円△2,577

２）オプション決済益計上  802

３）当四半期オプション評価益計上  1,650

１）前期オプション評価益戻し 百万円△496

２）オプション決済益計上  598

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30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

次のとおりです。 

製品保証引当金繰入額    百万円222

従業員給料手当  1,666

賞与引当金繰入額  80

役員賞与引当金繰入額  0

退職給付費用  90

役員退職慰労引当金繰入額  17

支払手数料  919

製品保証引当金繰入額    百万円893

従業員給料手当  1,635

賞与引当金繰入額  234

役員賞与引当金繰入額  11

退職給付費用  87

役員退職慰労引当金繰入額  21

支払手数料  1,257

※２ オプション決済及び評価損益の内訳   

１）前期オプション評価益戻し 百万円△2,003

２）オプション決済益計上  600

３）当四半期オプション評価益計上  1,650

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

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四半期末残高と四半期連結貸

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31,653

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
 △415

現金及び現金同等物  31,238

現金及び預金勘定 百万円43,096

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
 △1,350

現金及び現金同等物  41,745

2010/11/12 10:25:2110687448_第２四半期報告書_20101112102518

- 19 -



当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至

平成22年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

普通株式  千株 

  
２．自己株式の種類及び株式数 

普通株式  株 

  
３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  
４．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) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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 

  

（株主資本等関係）

69,784

20,142

(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 配当の原資 

平成22年11月１日 

取締役会 
普通株式  697  10 平成22年９月30日 平成22年11月30日 利益剰余金 

（セグメント情報等）

【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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  17,523  22,831  40,355    －  40,355

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 153  54  208 ( ) 208    －

計  17,677  22,886  40,563 ( ) 208  40,355

営業利益又は営業損失（△）  156  152  308 ( ) 1,170  △861

  
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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  33,511  42,898  76,410    －  76,410

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 297  126  423 ( ) 423    －

計  33,808  43,024  76,833 ( ) 423  76,410

営業利益又は営業損失（△）  △1,295  △1,794  △3,089 ( ) 2,596  △5,685

2010/11/12 10:25:2110687448_第２四半期報告書_20101112102518

- 20 -



前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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 

(4）その他の地域…オーストラリア 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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 

(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。 

  

【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)

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  8,283  9,015  19,511  3,111  432  40,355    －  40,355

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 23,024  29  6,509  7,558  0  37,121 ( )37,121    －

計  31,308  9,044  26,020  10,670  432  77,476 ( )37,121  40,355

営業利益又は営業損失（△）  △717  125  180  682  60  331 ( )1,192  △861

  
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)

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  15,089  18,121  36,380  6,062  755  76,410    －  76,410

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 44,455  62  10,896  11,187  0  66,602 ( )66,602    －

計  59,545  18,183  47,277  17,250  755  143,012 ( )66,602  76,410

営業利益又は営業損失（△）  △2,533  9  △685  328  90  △2,789 ( )2,896  △5,685

【海外売上高】

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,916  19,514  4,117  538  33,086

Ⅱ 連結売上高（百万円）          40,355

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％）  22.1  48.4  10.2  1.3  82.0

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  17,919  36,383  7,784  966  63,053

Ⅱ 連結売上高（百万円）          76,410

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％）  23.5  47.6  10.2  1.3  82.5
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１．報告セグメントの概要  

     当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。  

     当社は、自動車用音響機器と情報・通信機器の製造販売を主な事業としており、「音響機器事業」、「情

報・通信機器事業」の２つを報告セグメントとしています。 

     「音響機器事業」に含まれる主な製品は、CDプレーヤー、アンプ及びスピーカー等のカーオーディオ製品

です。 

     「情報・通信機器事業」に含まれる主な製品はカーナビゲーション及びカーコミュニケーション製品で

す。 

  

２．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  

     当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

（注） セグメント利益調整額△2,344百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用の主なも

のは、セグメントに帰属しない当社の管理部門及び開発部門の一部に係る費用です。  

  

     当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

（注） セグメント利益調整額△1,167百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用の主なも

のは、セグメントに帰属しない当社の管理部門及び開発部門の一部に係る費用です。  

   

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しています。  

  

【セグメント情報】

   

報告セグメント
調整額 
（注） 

四半期連結
損益計算書 
計上額 音響機器事業

情報・通信
機器事業 

合計 

売上高           

外部顧客への売上高  34,563  63,456  98,020  －  98,020

セグメント間の内部売上高又は振替高  322  79  401    △401    －

計  34,885  63,536  98,422  △401  98,020

セグメント利益 (営業利益)  2,555  6,782  9,337  △2,344  6,993

   

報告セグメント

調整額 
（注） 

四半期連結
損益計算書 
計上額 音響機器事業

情報・通信
機器事業 

合計 

売上高           

外部顧客への売上高  15,848  33,044  48,892  －  48,892

セグメント間の内部売上高又は振替高  191  36  228    △228    －

計  16,039  33,080  49,120  △228  48,892

セグメント利益 (営業利益)  884  3,252  4,137  △1,167  2,969
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金融商品関係取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はあり

ません。 

  

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。  

  

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はあり

ません。 

  

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

 （注） １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭1,395 00 １株当たり純資産額 円 銭1,379 61

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純損失金額 円 銭△94 04 １株当たり四半期純利益金額 円 銭71 23

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在

しないため記載していません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していません。 

  
前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額     

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円）  △6,560  4,969

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）

（百万円） 

 △6,560  4,969

普通株式の期中平均株式数（千株）  69,764  69,764

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純損失金額 円 銭△18 03 １株当たり四半期純利益金額 円 銭34 93

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載していません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していません。 

  
前第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額     

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円）  △1,257  2,437

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）

（百万円） 

 △1,257  2,437

普通株式の期中平均株式数（千株）  69,764  69,764
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該当事項はありません。 

  

前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。 

  

中間配当 

第45期 (平成22年４月１日より平成23年３月31日まで) 中間配当につきましては、平成22年11月１日開催の取

締役会において、次のとおり決議しました。 

①  中間配当による配当金の総額                        697,643,590円 

②  １株当たりの金額                                       10円00銭 

③  支払請求の効力発生日及び支払開始日             平成22年11月30日 

(注) 平成22年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対して、支払いを行います。 

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年11月11日

アルパイン株式会社 

取締役会 御中 

あ ず さ 監 査 法 人 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 柿沼 幸二  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 横澤 悟志  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアルパイン株式

会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アルパイン株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注） １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。 

 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年11月10日

アルパイン株式会社 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 柿沼 幸二  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 横澤 悟志  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 戸谷 且典  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアルパイン株式

会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平

成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アルパイン株式会社及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注） １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。 

 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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