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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。 

  

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（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、主要な関係会社における異動もありません。 

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46期

第２四半期 
連結累計期間 

第47期
第２四半期 
連結累計期間 

第46期

会計期間 

自平成23年
４月１日 

至平成23年 
９月30日 

自平成24年
４月１日 

至平成24年 
９月30日 

自平成23年
４月１日 

至平成24年 
３月31日 

売上高（百万円）  95,100  103,992  202,905

経常利益（百万円）  2,902  1,296  6,521

四半期（当期）純利益（百万円）  2,211  749  4,572

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 △2,310  △3,204  4,445

純資産額（百万円）  95,752  97,949  101,811

総資産額（百万円）  150,546  153,161  167,355

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 31.70  10.75  65.53

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（％）  63.1  63.5  60.4

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 3,359  △4,744  9,921

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △2,942  △8,069  △7,710

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △671  △1,428  △1,381

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
 41,599  28,504  43,947

回次 
第46期

第２四半期 
連結会計期間 

第47期
第２四半期 

連結会計期間 

会計期間 

自平成23年
７月１日 

至平成23年 
９月30日 

自平成24年
７月１日 

至平成24年 
９月30日 

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額

（△）（円） 

 15.63  △13.99

２【事業の内容】
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  当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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の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。 

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものです。 

(1) 業績の状況 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、長期化する円高やエレクトロニクス産業の業績悪化、株式

市場の低迷など厳しい状況で推移しました。海外では、米国経済は緩やかな回復基調を示しましたが、欧州では

債務問題が深刻化し、牽引役であったドイツ経済が変調をきたし始めました。また、中国やインドなど新興国経

済の成長スピードが鈍化するなど、世界経済は先行き不透明な状況が続いています。  

カーエレクトロニクス業界では、国内市場で、昨年の震災後の需要減からの反動やエコカー補助金効果によ

る新車販売増に伴う売上増が期待されましたが、地デジ買替え需要の反動やディーラーオプション装着率の上昇

から、市販ナビゲーションの売上が減少しました。また、海外市場では景気減速の影響を受け需要が減退するな

か、競合各社間の価格競争が激化しました。 

このような状況下、当社グループは成長が見込まれる中近東やブラジルにおいて販売・生産体制の構築を図る

とともに、経済発展するアジア市場を見据え、タイでの生産活動を再開しました。また、米国にクラウドコンピ

ューター領域の研究開発会社を設立し、車載情報機器とスマートフォンなどモバイル機器がリンクする新製品開

発に取組みました。業績面では、主要取引先自動車メーカーの生産・販売が回復したことや北米市場で自動車販

売が好調に推移したことを受け、自動車メーカー向け売上が伸長しました。しかしながら、円高の影響や日・

米・欧の市販市場で競合各社との販売競争が激化したことに加え、車載用ディスプレイやHDDなど部材コストの

高止まりが収益を圧迫し、厳しい状況で推移しました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間(平成24年４月～９月)の業績は、連結売上高1,039億円（前年同期比

9.4％増）、営業利益11億円（前年同期比63.7％減）、経常利益12億円（前年同期比55.3％減）、四半期純利益

７億円（前年同期比66.1％減）となりました。 

 セグメントの業績を示すと、次のとおりです。なお、売上高は外部顧客への売上高です。  

《音響機器事業》 

当事業部門では、北米市販市場でCDプレーヤーを中心としたヘッドユニットと高音質スピーカーやアンプなど

を組み合わせたサウンドシステムの販売に加え、新たに商流を獲得したブラジル市場向けノックダウン製品の販

売を開始するなど売上拡大を図りました。しかしながら市場環境が厳しく、売上は前年並みを確保するにとどま

りました。欧州市販市場ではデジタルラジオDAB（Digital Audio Broadcast）関連の新製品を投入するとともに

CDプレーヤーのセールスプロモーションを展開し拡販を図りましたが、競合各社との価格競争が激しさを増し、

売上は厳しい状況で推移しました。また、国内市販も市場規模が縮小したことにより競争が激化、高シェアを維

持していたスピーカーの販売が低調に推移するなど総じて厳しい状況で推移しました。 

自動車メーカー向け純正品は、日系取引先メーカーの生産・販売の回復や、欧米自動車メーカーの販売が好調

であったことから、売上が増加しました。 

以上の結果、当事業部門の売上高は296億円（前年同期比9.1％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「BIG X」シリーズや「パーフェクトフィット」に加え、当社独自の車室内

インテリア空間を提案、「アルパインスタイル」としてトータルコーディネイトの訴求を図り、売上拡大を目指

しました。さらに世界初、空気清浄機能搭載のリアビジョンや９インチディスプレイのナビゲーションを市場投

入するなどユーザーニーズに対応した新製品のラインアップを強化しましたが、競合各社からの新製品投入や価

格競争激化により売上は減少しました。また、欧米市販市場においても価格競争激化に伴う複合製品の売上減少

に加え、新製品導入が計画より遅れたため、売上は低調に推移しました。 

自動車メーカー向け純正品は、欧州高級自動車メーカーや米国BIG３の販売が好調であったことに加え、日系

取引先メーカーの生産・販売が回復し、ナビゲーションやディスプレイ製品の搭載率が高まり、売上が大幅に増

加しました。 

以上の結果、当事業部門の売上高は743億円（前年同期比9.4％増）となりました。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【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 

現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ154億円減少し、当第２四半期

連結会計期間末の残高は285億円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動による資金の減少は47億円 (前年同期は33億円の増加) となりました。この減少は、主に税金等調整

前四半期純利益25億円の計上、減価償却費28億円の計上及び売上債権38億円の減少による資金の増加と、たな卸

資産69億円の増加、仕入債務44億円の減少及び法人税等の支払13億円による資金の減少によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金の減少は80億円 (前年同期は29億円の減少) となりました。この減少は、主に有形固定資

産の取得31億円及び貸付による支出52億円による資金の減少によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金の減少は14億円 (前年同期は６億円の減少) となりました。この減少は、主に長期借入金

の返済８億円及び配当金の支払６億円による資金の減少によるものです。 

上記の結果、フリー・キャッシュ・フローは128億円の資金減少となりました。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) 財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末における総資産については、現金及び預金の減少152億円、受取手形及び売掛金

の減少55億円、投資有価証券の減少22億円、たな卸資産の増加56億円、短期貸付金の増加43億円等により、前連

結会計年度末比141億円減少し1,531億円となりました。 

負債については、支払手形及び買掛金の減少61億円、１年内返済予定の長期借入金の減少８億円、繰延税金負

債の減少８億円、未払費用の減少６億円、製品保証引当金の減少５億円等により、前連結会計年度末比103億円

減少し552億円となりました。 

純資産については、為替換算調整勘定の減少21億円、その他有価証券評価差額金の減少17億円等により、前連

結会計年度末比38億円減少し979億円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比3.1ポイント増加の63.5％となりました。 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、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。 

(5) 研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は86億円です。なお、当第２四半期連

結累計期間において、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。 
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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３【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24年９月30日) 

提出日現在発行数 
(株) 

(平成24年11月13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） 

単元株式数 

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 
（株） 

発行済株式
総数残高 
（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24年７月１日～ 

平成24年９月30日 
 ―  69,784,501  ―  25,920  ―  24,905
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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。 

（６）【大株主の状況】

  平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株) 

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  40.43

 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) 

 4,505  6.45

 いちごトラスト 

 (常任代理人) 

 株式会社三井住友銀行  

 ケイマン諸島 

 P.O.Box 448, GT Compass Centre 

 Shedden Road, Grand Cayman KY 1-1106 

 (東京都千代田区大手町１丁目２番３号) 

 2,800  4.01

 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  2,675  3.83

 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   2,604  3.73

 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  2,111  3.02

 ステート ストリート バンク 

 アンド トラスト カンパニー 

 505225 

 (常任代理人) 

 株式会社みずほコーポレート銀行 

 アメリカ 

 P.O.Box 351, Boston,  

 Massachusetts 02101 

 (東京都中央区月島４丁目16番13号) 

 1,061  1.52

 ザ バンク オブ ニューヨーク 

 トリーティー ジャスデック 

 アカウント 

 (常任代理人) 

 株式会社三菱東京UFJ銀行 

 ベルギー 

 Avenue Des Arts, 35 Kunstlaan, 

 1040 Brussels 

 (東京都千代田区丸の内２丁目７番１号) 

 813  1.16

 バンク オブ ニューヨーク 

 タックス トリィティ  

 ジャスデック オムニバス ツー 

 (常任代理人) 

 株式会社三菱東京UFJ銀行  

 ベルギー 

 Br.35 Avenue Des Arts 

 B-1040 Brussels 

 (東京都千代田区丸の内２丁目７番１号)

 790  1.13

 ステート ストリート バンク 

 アンド トラスト カンパニー 

 505103 

 (常任代理人) 

 株式会社みずほコーポレート銀行 

 アメリカ 

 P.O.Box 351, Boston,  

 Massachusetts 02101 

 (東京都中央区月島４丁目16番13号) 

 737  1.05

計 －  46,315  66.37
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（注）２．野村アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLCより平成23年12月５

日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）により、平成23年11月30日現在で以下の株式を保有している

旨の報告を受けていますが、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が10株含まれています。 

  

②【自己株式等】 

  

  

該当事項はありません。 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

（千株） 
株券等保有割合

（％） 

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋１丁目12番１号 株式  5,445  7.80

NOMURA INTERNATIONAL PLC 
英国 

１ Angel Lane, London EC４R ３AB 
株式  101  0.15

合計  － 株式  5,546  7.95

（７）【議決権の状況】

  平成24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 

  

 14,100
― ― 

(相互保有株式) 

普通株式 

  

 2,000
― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式  69,751,800  697,518 ― 

単元未満株式 普通株式  16,601 ― ― 

発行済株式総数    69,784,501 ― ― 

総株主の議決権 ―  697,518 ― 

  平成24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 
 14,100  ―  14,100  0.02

(相互保有株式) 

アルパイン兵庫販売㈱ 

兵庫県宍粟市山崎町庄能 

189－２ 
 2,000  ―  2,000  0.00

計 ―  16,100  ―  16,100  0.02

２【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) 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、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平

成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。 

  

第４【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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 44,209 28,926

受取手形及び売掛金 35,695 30,165

商品及び製品 20,092 24,697

仕掛品 992 1,122

原材料及び貯蔵品 5,927 6,827

繰延税金資産 1,999 1,426

その他 9,946 14,364

貸倒引当金 △262 △336

流動資産合計 118,602 107,193

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,984 22,812

減価償却累計額 △14,704 △14,845

建物及び構築物（純額） 8,280 7,966

機械装置及び運搬具 16,552 16,998

減価償却累計額 △12,335 △12,076

機械装置及び運搬具（純額） 4,216 4,921

工具器具備品及び金型 50,073 50,144

減価償却累計額 △46,450 △46,576

工具器具備品及び金型（純額） 3,622 3,568

土地 4,810 4,764

リース資産 123 119

減価償却累計額 △36 △44

リース資産（純額） 86 75

建設仮勘定 575 209

有形固定資産合計 21,592 21,505

無形固定資産 2,814 2,484

投資その他の資産   

投資有価証券 22,032 19,817

繰延税金資産 268 228

その他 2,059 1,990

貸倒引当金 △13 △58

投資その他の資産合計 24,346 21,979

固定資産合計 48,753 45,968

資産合計 167,355 153,161
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 32,116 25,978

短期借入金 132 158

1年内返済予定の長期借入金 5,400 4,600

未払費用 8,466 7,782

未払法人税等 755 580

繰延税金負債 90 114

賞与引当金 1,791 1,839

役員賞与引当金 52 21

製品保証引当金 4,725 4,134

災害損失引当金 38 －

その他 4,225 3,131

流動負債合計 57,795 48,341

固定負債   

繰延税金負債 4,600 3,734

退職給付引当金 1,080 1,093

役員退職慰労引当金 608 642

その他 1,459 1,401

固定負債合計 7,749 6,871

負債合計 65,544 55,212

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 54,972 55,022

自己株式 △24 △20

株主資本合計 105,774 105,828

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,355 3,601

繰延ヘッジ損益 △6 10

土地再評価差額金 △1,310 △1,310

為替換算調整勘定 △8,745 △10,927

その他の包括利益累計額合計 △4,706 △8,625

少数株主持分 743 745

純資産合計 101,811 97,949

負債純資産合計 167,355 153,161
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】 
【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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 95,100 103,992

売上原価 77,386 88,568

売上総利益 17,714 15,424

販売費及び一般管理費 ※1  14,581 ※1  14,287

営業利益 3,132 1,137

営業外収益   

受取利息 98 97

受取配当金 147 187

持分法による投資利益 308 434

その他 168 171

営業外収益合計 722 890

営業外費用   

支払利息 57 56

為替差損 595 461

支払手数料 63 61

売上割引 48 56

その他 187 96

営業外費用合計 952 732

経常利益 2,902 1,296

特別利益   

固定資産売却益 34 14

投資有価証券売却益 － 0

雇用調整助成金 157 －

災害保険金収入 78 －

災害見舞金 17 －

受取補償金 － ※2  1,181

震災復興補助金 － 84

その他 0 21

特別利益合計 289 1,301

特別損失   

固定資産除売却損 25 31

投資有価証券評価損 1 0

災害による損失 99 6

貸倒引当金繰入額 － 45

特別損失合計 126 83

税金等調整前四半期純利益 3,065 2,513

法人税、住民税及び事業税 1,216 1,103

法人税等調整額 △370 652

法人税等合計 845 1,755

少数株主損益調整前四半期純利益 2,220 757

少数株主利益 8 7

四半期純利益 2,211 749

少数株主利益 8 7
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,220 757

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,821 △1,751

繰延ヘッジ損益 △5 17

為替換算調整勘定 △2,786 △2,288

持分法適用会社に対する持分相当額 81 59

その他の包括利益合計 △4,530 △3,962

四半期包括利益 △2,310 △3,204

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,242 △3,168

少数株主に係る四半期包括利益 △67 △36

2012/11/13 13:38:1612862877_第２四半期報告書_20121113133759

- 11 -



（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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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 3,065 2,513

減価償却費 3,372 2,897

売上債権の増減額（△は増加） △2,982 3,863

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,165 △6,932

仕入債務の増減額（△は減少） 5,717 △4,456

その他 △395 △1,469

小計 4,612 △3,584

利息及び配当金の受取額 244 281

利息の支払額 △57 △56

法人税等の支払額 △1,490 △1,396

法人税等の還付額 50 11

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,359 △4,744

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 △1,888 △3,140

有形固定資産の売却による収入 45 19

無形固定資産の取得による支出 △298 △265

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の売却による収入 4 0

貸付けによる支出 △1,312 △5,219

貸付金の回収による収入 1,008 732

その他 △499 △194

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,942 △8,069

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） 82 42

長期借入金の返済による支出 － △800

配当金の支払額 △695 △697

少数株主からの払込みによる収入 － 37

その他 △59 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △671 △1,428

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,029 △1,200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,284 △15,443

現金及び現金同等物の期首残高 43,883 43,947

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  41,599 ※  28,504
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 １ 連結の範囲の重要な変更 

 第１四半期連結会計期間より、ALPINE ELECTRONICS OF SILICON VALLEY, INC.及びALPINE ELECTRONICS OF 

MIDDLE EAST, FZCOの2社を会社設立のため、連結の範囲に含めています。 

 ２ 変更後の連結子会社の数 

 29社  

  

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しています。 

なお、この変更による損益への影響は軽微です。  

  

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７社（平成24年３月31日）、

６社（平成24年９月30日）と貸出コミットメント契約を締結しています。 

 これら契約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 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。 

  

※２ 受取補償金 

当社及び国内連結子会社において、福島第一原子力発電所事故に伴う東京電力株式会社からの補償金を

計上しています。 

【連結の範囲又は持分法適用範囲の変更】

【会計方針の変更】

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日） 

貸出コミットメントの総額 百万円 14,600 百万円 14,600

借入実行残高  －  －

差引額  14,600  14,600

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

  
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日） 

運賃及び荷造費 百万円 1,755 百万円 1,388

製品保証引当金繰入額  572  15

従業員給料及び手当  3,343  3,379

賞与引当金繰入額  381  345

退職給付費用  186  202

支払手数料  2,237  2,067
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※ 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 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

(1) 配当金支払額 

(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 

２ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

(1) 配当金支払額 

(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 

  

（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23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

現金及び預金勘定 百万円 42,225 百万円 28,926

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △626  △421

現金及び現金同等物  41,599  28,504

（株主資本等関係）

(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23年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  697  10 平成23年３月31日 平成23年６月24日 利益剰余金 

(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23年10月31日 

取締役会 
普通株式  697  10 平成23年９月30日 平成23年11月30日 利益剰余金 

(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24年６月21日 

定時株主総会 
普通株式  697  10 平成24年３月31日 平成24年６月22日 利益剰余金 

(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24年10月30日 

取締役会 
普通株式  697  10 平成24年９月30日 平成24年11月30日 利益剰余金 
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１ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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）セグメント利益調整額△2,060百万円は、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。 

  

２ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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）セグメント利益調整額△2,428百万円は、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。 

   

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

   

報告セグメント

調整額 
（注） 

四半期連結
財務諸表 
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  27,179  67,921  95,100  －  95,100

セグメント間の内部売上高又は振替高  372  89  462  △462  －

計  27,552  68,011  95,563  △462  95,100

セグメント利益（営業利益）  457  4,735  5,193  △2,060  3,132

   

報告セグメント

調整額 
（注） 

四半期連結
財務諸表 
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  29,661  74,331  103,992  －  103,992

セグメント間の内部売上高又は振替高  372  128  500  △500  －

計  30,033  74,459  104,493  △500  103,992

セグメント利益（営業利益）  381  3,183  3,565  △2,428  1,137

2012/11/13 13:38:1612862877_第２四半期報告書_20121113133759

- 15 -



 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。 

(注) 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。 

  

 該当事項はありません。  

   

  

中間配当 

第47期 (平成24年４月１日より平成25年３月31日まで) 中間配当につきましては、平成24年10月30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                        697,703,910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24年11月30日 

(注) 平成24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。 

（１株当たり情報）

  
前第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

 １株当たり四半期純利益金額 円 銭 31 70 円 銭 10 75

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  2,211  749

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金額（百万円）  2,211  749

普通株式の期中平均株式数（千株）  69,765  69,769

（重要な後発事象）

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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 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24年４月１日から平成25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24年７月１日から平

成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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、四半期連結損益及び包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、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四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。 

 四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

 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24年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。 

  

利害関係 

 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 

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成24年11月13日

アルパイン株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 宗像 雄一郎 ㊞ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 花藤 則保  ㊞ 

 （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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