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１．平成18年６月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 5,948 (△28.2) △150 (　－　) △43 (　－　)

17年６月中間期 8,289 (△10.2) 239 (△46.8) 105 (△79.6)

17年12月期 17,946  541  373  

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年６月中間期 △37 (　－　) △3 18 － －

17年６月中間期 82 (△70.1) 7 1 － －

17年12月期 243  20 47 － －

（注） ①持分法投資損益 18年６月中間期 －百万円 17年６月中間期 －百万円 17年12月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年６月中間期 11,661,206株 17年６月中間期 11,716,212株 17年12月期 11,691,064株

 ③会計処理の方法の変更 有

 ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2)連結財政状態  

 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

18年６月中間期 12,092 8,669 71.2 743 46

17年６月中間期 13,158 8,587 65.3 736 35

17年12月期 13,487 8,769 65.0 751 61

（注） 期末発行済株式数（連結） 18年６月中間期 11,660,992株 17年６月中間期 11,661,996株 17年12月期 11,661,484株

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

 
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

18年６月中間期 2,394 91 △3,808 1,691

17年６月中間期 497 77 △329 2,658

17年12月期 772 138 △310 3,013

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成18年12月期の連結業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

 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

通　期 13,980 △700 △610 △370 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）　△31円73銭  

※　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７ページを参照して下さい。
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１. 企業集団の状況

　当社グループは、電子機器向けの半導体・設計ソフトの販売、設計支援サービスの提供を主な事業活動としておりま

す。当社グループの事業運営における当社及び関係会社の事業系統図を示すと、概ね次のとおりであります。

  なお、平成18年５月16日付にてエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社の株式を100％取得し、子会社といたし

ました。

　

事業区分 事業内容 主要な会社

半導体関連事業 半導体関連製品の設計開発、販売及び設計技術支援

株式会社ＰＡＬＴＥＫ

アルファ電子株式会社

エヌエス・マイクロエレクトロニクス

株式会社 

株式会社スピナカー・システムズ
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２．経営方針並びに経営成績及び財政状態

経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

　当社グループは、「多様な存在との共生」の理念のもと、お客様・仕入先・従業員・株主・地域社会など、当社グルー

プを取り巻くステークホルダーにとって意義のある価値の創出を目指しております。

　当社グループは、日々進化し、成長するエレクトロニクス産業の中にあって、最先端の技術やマーケットニーズに照

らし合わせ、世界の様々な地域で生まれる革新的な半導体やソフトウェアなどの製品を開拓し、様々な電子機器やシス

テムを開発・販売するお客様へ提供しております。また、単なる商品のディストリビューションに留まることなく、高

いレベルの技術で開発をサポートし、更にお客様の機器全体を勘案してのシステム提案を行い、最適なソリューション

の提供を心がけております。

　当社グループは、上記の活動を通じて、エレクトロニクス産業の発展に尽くし、より便利で活力のあるユビキタスネッ

トワーク社会の実現に貢献することにより、あらゆるステークホルダーとの共生に努めてまいります。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しております。そのため、業績及び

経営効率の向上に努め、継続的に収益を維持する中で、経営基盤の強化や将来の事業展開を考慮した、適正な利益配分

を基本方針としております。

　配当については、従来からの安定的な一株10円配当を維持しながら、連結業績と単独業績に対する配当性向を勘案し

た上で配当額を決定いたします。

(3) 目標とする経営指標

　当社グループは、中期的な目標として連結売上高500億円、営業利益率10％の実現を掲げております。

(4) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

中期目標の実現に向けた経営戦略及び対処すべき課題として、下記５点に取り組んでまいります。 

 ① 基盤となるＰＬＤソリューションの再構築と強化

市場環境の変化に柔軟に対応できるという特徴をもつＰＬＤ（Programmable Logic Device：特定用途向けカスタ

ム品）は、状況に応じて何度でも開発エンジニアの手元で設計を変更できるという柔軟性をもつ半導体で、付加価値

の高い電子機器を大きな初期投資のリスクを伴わず、短期間で市場投入することを可能にします。

　当社グループはＰＬＤが黎明期であった1985年当時から販売活動を開始し、その普及に努めてまいりました。市場

に投入されてから約20年を経た現在、ＰＬＤは技術革新により、高集積、高機能、高速化を実現し、幅広い電子機器

に採用されるようになりました。こうして用途や顧客層が拡大し、量産効果が発揮できるようになったことにより、

価格競争力も向上しております。また、近年では経済のグローバル化やインターネットの普及により、電子機器の開

発期間やライフサイクルは益々短縮化しており、ＰＬＤはそのような時代のニーズに合致した製品となっておりま

す。

　この度当社グループは、約20年間基幹商品として取り扱ってきたＰＬＤのメーカーであるアルテラ社と平成18年３

月31日をもって販売代理店契約を解消し、替わりにＰＬＤソリューションの世界的リーダーであるザイリンクス社と

新たに販売代理店契約を締結し、平成18年２月１日から営業活動を開始いたしました。こうした経過を踏まえ、当社

グループとしては、長年蓄積してきたＰＬＤ販売におけるノウハウと技術サポートの経験を活かし、強みとするきめ

細かい技術サポートとお客様の製品全体の理解に基づいたシステム提案によって、継続的に現在の顧客基盤の維持を

図ってまいります。更に、ザイリンクス社の幅広い製品群とそれぞれの製品の強みを活かし、これまで未開拓であっ

た新たな顧客層及び応用電子機器の拡大を促進してまいります。
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　 ② アナログソリューションの拡大

デジタル技術の進歩に伴いアナログ半導体の重要性は今までになく高まっています。先進的な機器の複雑な電源コ

ントロールや携帯電話やデジタルカメラなどのポータブル機器のパワーマネージメントなどの機能実現にアナログ技

術は欠かせないものとなっており、今後も高い需要が見込まれます。これまで当社グループにおけるアナログソリュー

ションは、グループ会社のアルファ電子株式会社が、高性能アナログ半導体及びサブシステムの世界的リーダーであ

るナショナル セミコンダクター社製品を軸に推進してまいりましたが、この度平成18年５月16日、同じくナショナ

ル セミコンダクター社の日本市場における有力な販売代理店であるエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社

の株式を取得し、事業の強化を図りました。これを機に、これまで蓄積してきたアナログ技術に関する知識や経験を

活かし、携帯電話やデジタルカメラ等のデジタル民生機器に加え、当社グループが強みとする幅広い産業機器分野の

顧客層に向け、アナログ半導体の拡販と顧客層の拡大を図ってまいります。

　　③ 新興市場へ向けたシステムソリューションの拡充

ブロードバンドネットワークが広く普及し、更なる高速化・大容量化へ向けて技術革新が進行する中、当社グルー

プは通信・放送・民生機器などの分野が融合して生まれる新興市場に向け、ＡＳＳＰを核としたソリューションを提

供してまいります。特に注力する分野として、これまで培ってきた通信分野における知識や経験、顧客のネットワー

クを活かし、次の分野へのソリューションを提供してまいります。

    １） 次世代の無線通信の分野に関するソリューション

    ２） 大容量データの高速転送に関するソリューション

    ３） 画像処理に関するソリューション

　これらの分野に注力しながら、個々の半導体製品の提供に留まることなく、ＡＳＳＰ周辺の高速メモリーや電源Ｉ

Ｃなどの製品、半導体やソフトウェア製品を組み合わせたモジュールやパッケージ製品、更に最終製品に近い機器レ

ベルでの提案等、お客様のニーズに合わせて編集した「システムソリューション」としての提供に努めてまいります。

　　   ※ ASSP（Application Specific Standard Product）：特定の用途に特化することで高い性能を実現する半導体

 ④ 新規仕入先の開拓と高い技術サポート

 　当社グループは技術の進歩が激しく、ますます国際競争が著しくなるエレクトロニクス業界において、最新の製品

や技術動向について常に高くアンテナをはって情報収集し、お客様の課題を解決する手法や商品を開拓することが必

要と考えております。

　また、そのような新しく、より複雑になる商品について、継続的に技術サポートを提供することが重要だと考えて

おります。このようなサービスを提供するため、当社グループとしては、市場や技術に対して高い知識と技術サポー

トを提供する人材獲得に投資し、人材育成に努めてまいります。

　⑤ 効率的なグループ経営

  当社グループは、新たに平成18年５月16日に高性能アナログ半導体及びサブシステムの世界的リーダーであるナ

ショナル セミコンダクター社製品の日本市場における有力な販売代理店であるエヌエス・マイクロエレクトロニク

ス株式会社の株式を取得し、グループに加えました。グループ各社は、取扱商品、顧客基盤などにより、それぞれ特

徴をもった事業展開をしておりますが、今後はグループ各社間での業務の再編・統合や人材の交流などを含め、更に

効率的なグループ経営に努めてまいります。
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(5) 親会社等に関する事項

　 親会社等はありません。

(6) 内部管理体制の整備・運用状況

① 内部統制の方針

  当社グループでは内部統制を、継続的な企業価値の最大化を図り、「共生の理念」を実現するための経営統治機能

と捉え、コーポレート・ガバナンスの基本方針（常に市場環境の変化に迅速に対応し、経営の透明性を高める）を適

正かつ合理的に実施するための体制と考えております。

② 内部統制体制

 当社グループでは①の方針のもと下記の体制を整えております。

１）当社グループ全体を対象とした内部監査部門を置き、内部牽制体制として機能させております。

２）管理部門の配置状況につきましては法務、人事、経理財務、広報・ＩＲ、ファシリティ＆サービス、情報シ

ステムで構成されたオペレーション部門と事業部門を明確に区分し、事業部門のサポートのみならず牽制と

リスクコントロールを行なっております。

３）社内規程につきましては、すでに必要規程を整備しておりますが、関係法令の改正により規程化が必要な業

務に対応するため随時関連規程の整備を実施しております。

４）損失の危機や天災等の様々なリスクを予防し、発生時には迅速・適正に対応するためにリスク対策室をオペ

レーション部門内に設置いたしました。

③ 内部統制体制の充実に向けた最近１年間の取組み

 内部統制及び内部牽制に対する取組み状況は以下の通りです。

１）会社法施行に伴う「内部統制システム」の再構築およびリスク対策室の設置を実施いたしました。

２）上記１）を確保するために「コンプライアンス基本規程」「リスク管理規程」「リスク情報連絡規程」を新

規に制定し、「行動指針」に法令順守を追加表明いたしました。

３）最近１年間の内部牽制実施状況は、グループ全体を対象にした内部監査を、情報セキュリティの遵守、コン

プライアンス、業務の規程適合性・効率的な業務実施等の視点から11回実施しております。

(7) その他、会社の経営上の重要な事項

　特記すべき事項はありません。
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経営成績

(1) 当中間連結会計期間の全般的概況

① 業績

　当中間連結会計期間の日本経済は、企業収益の改善を背景に設備投資が増加し、個人消費につきましても、雇用環

境及び所得の改善により底堅く推移しており、景気回復基調を持続しました。エレクトロニクス業界におきましては、

2006FIFAワールドカップの効果や価格低下による値ごろ感に後押しされて薄型テレビの需要が旺盛であったことや、

携帯電話に対する需要が堅調であったことなどから、底堅く推移いたしました。

　このような市場環境の中、当社グループでは、基盤事業であるＰＬＤ（Programmable Logic Devices：特定用途向

けカスタム品）の仕入先の変更に伴うビジネスの再構築に優先的に取り組んでまいりました。まず、平成18年３月31

日付にて販売代理店契約が解消したアルテラ社とのビジネスについて、業務の引継・顧客移管作業を行い、アルテラ

社製品の在庫の返却を行いました。その結果、６月末までに、すべての顧客移管業務及び在庫の返却が完了しており

ます。一方で、平成18年１月25日に正式に販売代理店契約の締結を発表したＰＬＤソリューションの世界的リーダー

であるザイリンクス社とのビジネスについては、販売オペレーション及び営業推進体制の構築、顧客移管に取り組ん

でまいりました。その結果、オペレーション体制につきましては、ＩＴインフラ、品質管理体制を整え、当初の計画

通り、４月１日から出荷を開始することができました。営業推進体制につきましても、５月までには全営業及び技術

の担当者がザイリンクス社の販売員資格の認定を取得し、各種販売促進プロモーションの展開や技術セミナーの開催

を通して活発に顧客層の拡大、採用案件の獲得を行っており、現在順調に営業活動を推進しております。

　また、当社グループにおける第２の事業の柱であるアナログソリューションにおきましては、平成18年５月16日に、

高性能アナログ半導体及びサブシステムの世界的リーダーであるナショナル セミコンダクター社製品の日本市場に

おける有力な販売代理店であるエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社の株式を取得し、事業の強化を図りま

した。今後、ＰＬＤソリューションの再構築を加速させるとともに、強化したアナログソリューションとの相乗効果

を高め、ＰＬＤをコアとしてシステム提案の戦略を更に推進してまいります。

　こうした中、当中間連結会計期間の売上高は、アルテラ社製品の顧客の引継ぎ作業が当初の見込みより長期化した

ことに加え、携帯電話向けのアナログソリューション及びシステムソリューションが堅調に推移したことが寄与し、

全体としては、見通しを若干上回って推移いたしました。しかしながら、ＰＬＤソリューションの仕入先変更の移行

期にあたる当中間連結会計期間は前中間連結会計期間に比較し、売上高は低調に推移し、59億４千８百万円（前年同

期比28.2％減）となりました。

　営業利益につきましては、ＰＬＤソリューションの移行期にあたることを前提に経費節減につとめましたが、前中

間連結会計期間に比較して売上が大幅に減少したことに加え、売上総利益率が移行期の影響によって若干低下したこ

とが起因し、１億５千万円（前中間連結会計期間は２億３千９百万円の営業利益）の営業損失を計上いたしまし

た。

　経常利益につきましては、上記の営業損失に対し、円高により為替差益が発生したこと、その他営業外収益を発生

したことが貢献し、経常損失は４千３百万円（前中間連結会計期間は１億５百万円の経常利益）となりました。

　その結果、中間純損失は３千７百万円（前中間連結会計期間は８千２百万円の中間純利益）となりました。

② キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、期首残高に比べ13億２千１百万円減少し、当中間連結会計期

間末には16億９千１百万円となりました。

　当中間連結会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）

　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主力商品であるアルテラ社ビジネスの終息、及びザイリンク

ス社ビジネスの新規立ち上げの遅延に伴う一時的な事業の縮小により、売上債権の回収が進行したこと等により、23

億９千４百万円の収入（前年同期比381.3％増）となりました。

（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・フローにつきましては、エヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社を新たに子会

社化したことに伴うキャッシュ・フローが収入となったこと等により、９千１百万円の収入（前年同期比18.0％増）

となりました。

（財務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・フローにつきましては、借入金の返済、社債の償還及び配当金の支出等があったこと

等により、38億８百万円の支出（前年同期比1055.7％増）となりました。
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　当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

第23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期

自己資本比率 64.2％ 65.3％ 71.2％ 68.4％ 65.0％

時価ベースの自己資本比率 82.7％ 63.0％ 42.6％ 59.0％ 40.6％

債務償還年数 0.2年 1.8年 0.3年 1.5年 2.4年

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
251.0倍 59.1倍 286.6倍 69.4倍 45.5倍

（注）１．時価ベースの自己資本比率：　株式時価総額／総資産

２．債務償還年数：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

３．インタレスト・カバレッジ・レシオ：　営業キャッシュ・フロー／利払い

（１）各指標は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。

（２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

（３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。

　なお、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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー

計算書の利息支払額を使用しております。

(2) 通期の見通し

　第３四半期以降の日本経済を展望いたしますと、原油高や原材料の高騰による企業収益の圧迫やゼロ金利解除による

影響など依然不透明な要素もありますが、全体としては底堅い景気が継続するものと見られます。また、エレクトロニ

クス業界におきましては、設備投資の増加や堅調な個人消費を背景に、こちらも緩やかな成長が見込まれます。

　このような環境において、主力のＰＬＤソリューションにおきましては、平成18年２月１日より営業活動を開始して

おりますＰＬＤソリューションの世界的リーダーであるザイリンクス社製品の販売に注力し、迅速な事業の再構築を目

指します。当社グループといたしましては、長年培ってきたＰＬＤ販売の経験と知識に基づいた技術サポートの提供と

システム提案を行うことを通した顧客層の再構築に努め、ビジネス案件を獲得するとともに、特に成長分野への提案を

進め、早期の業績回復に努める所存です。また、アナログソリューションにつきましては、ナショナル セミコンダク

ター社の製品を軸に、地域性や顧客層、さらに得意とする応用機器分野にそれぞれの強みをもつ２社のグループ会社、

アルファ電子株式会社とエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社が相互補完しあい、営業強化を図ってまいりま

す。更に、仕入先であるナショナル セミコンダクター社が高性能アナログ半導体の強化を戦略的に展開していることを

好機と捉え、通信機器や産業機器分野への販売を強化し、ＰＬＤやメモリー、ＡＳＳＰ商品との相乗効果を図り、強み

であるシステム提案を推進し、顧客層の拡大、応用機器の開拓を進めてまいります。

　以上の活動を通じ、当社グループの通期業績予想は、売上高139億８千万円（前期比22.1％減）、営業損失７億円（前

連結会計年度は５億４千１百万円の営業利益）、経常損失６億１千万円（前連結会計年度は３億７千３百万円の経常利

益）、当期純損失３億７千万円（前連結会計年度は２億４千３百万円の当期純利益）を計画しております。また、当社

単独通期業績予想は、売上高60億円（前期比59.4％減）、営業損失８億６千万円（前事業年度は４億２百万円の営業利

益）、経常損失７億４千万円（前事業年度は２億５千９百万円の経常利益）、当期純損失４億５千万円（前事業年度は

１億７千４百万円の当期純利益）を見込んでおります。

(3) 事業等のリスク

　当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。

　当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存で

あります。なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間連結会計期間末現在に

おいて判断したものであります。

  ① 半導体依存による変動要因

  当社グループの得意先は主に国内のエレクトロニクス業界であり、当社グループ業績は業界における商品需要動向

ならびに設備投資動向等に影響され、また循環的に発生する半導体業界全体の景気変動にも影響を受ける可能性があ

ります。これに対して当社グループではこの種の変動に対処できるように収益構造の変革を推し進めておりますが、

国内のエレクトロニクス業界の急激な景気変動や需要動向の変化が当社グループ業績に影響を与える可能性がありま

す。 
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 ② 特定仕入先への依存

  当中間連結会計期間において、当社グループの主要取引先であるアルテラ社と平成18年３月31日付にて販売代理店

契約を解消し、今後の業績へ大きく影響を与えるリスクが顕在化いたしました。当社グループはこれに対して、平成

18年１月25日付けにて、アルテラ社と同様のＰＬＤ製品を提供する、ＰＬＤソリューションの世界的リーダーである

ザイリンクス社と販売代理店契約を締結し、今後の業績への影響を軽減するように努めております。また、平成18年

５月16日に高性能アナログ半導体及びサブシステムの世界的リーダーであるナショナル セミコンダクター社製品の日

本市場における有力な販売代理店であるエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社の株式を取得し、グループ化

いたしました。これにより、これまでアルファ電子株式会社を中心に行っていたアナログソリューションが、グルー

プ全体では100億円を超える規模となりＰＬＤソリューションとともに双軸を成すと同時に、ナショナル セミコンダ

クター社からの仕入額が大幅に増加いたします。現在、ザイリンクス社、ナショナル セミコンダクター社との取引関

係は安定的に推移しておりますが、仕入先の代理店政策の見直しや再編等により取引関係の継続が困難となった場合、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ③ 情報資産の流出について

  当社グループは販売戦略の重要な手段として、様々な情報資産を保有しております。この情報資産に対し当社では

ＩＳＭＳ認証取得を通して情報管理体制の強化や従業員の情報資産保護に対する意識の向上、また情報資産へのアク

セス権の制限など、ソフト・ハードの両面から情報流出対策に尽力しております。しかしながらこれらの対策にもか

かわらず、不測の事態により当社グループの情報資産が流出した場合、当社グループに対する信用の失墜、または損

害賠償費用の発生等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（＊　ＩＳＭＳ認証：日本情報処理開発協会　ＩＳＯ準拠認証）　

　④ 為替変動による影響

当社グループは半導体関連製品の販売を主たる事業としておりますが、その主たる仕入先は海外メーカーであり、

経常的に外貨建て取引が発生しております。そのため、為替相場の変動は当社グループ業績に影響を与える可能性が

あります。当社グループは為替変動リスクを軽減し、これを回避するための様々な手段を講じておりますが、これら

は為替の変動リスク回避を100％保証するものではありません。このことから為替相場の急激な変動は、当社グルー

プ業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

 ⑤ 新規仕入先の開拓とビジネス推進

当社グループは長年培ってきた高い技術サポート力と「個」へ訴求するマーケティング力を駆使し、業界内でも高

い競争力を持った商品を獲得し、当社グループの商品ラインを拡充することにより、「得意分野の拡大」、「顧客層

の拡大」を図ってまいりました。当社グループは、今後もこの方針を継続し、さらに事業展開を図ってまいりま

す。

　しかしながら、技術革新が早く、競争の激しい半導体業界にあって、これらの有力な新規仕入先の獲得競争は益々

激しくなっており、また有力な仕入先を獲得して顧客に提供できたとしても、顧客側での最終製品の競争やその製品

のライフサイクルの短縮化が影響して、当社グループの事業計画が必ずしも計画どおりに進行するとは限りません。

したがって、当社グループでは常に市場・技術動向を見据えて、競争力を持った新規商品を獲得し事業計画を達成す

るために活動をしておりますが、新規仕入先商品によるビジネスの立ち上がりの遅れが当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。

 ⑥ 得意先の海外生産移管の影響

当社グループは現在国内のエレクトロニクスメーカーに半導体を中心とする商品を販売しています。これらの国内

エレクトロニクスメーカーは、より低コストの生産拠点や、成長性の高い市場を求めて、中国やアジアを中心とした

海外へ生産拠点をシフトする動きを強めています。当社グループは、こうした得意先の海外への移転に対応し、引き

続き商品と技術サポートを提供するため、平成14年３月、香港にアルファエレクトロンＨＫ社を設立し、平成16年10

月、中国上海市に駐在員事務所を設立いたしました。また、平成18年５月16日に株式を取得し、グループ化したエヌ

エス・マイクロエレクトロニクス株式会社は、シンガポール支社を保有しており、今後、当社グループの東南アジア

方面における営業・物流の中心拠点として活用することが可能となります。しかし、日本国内での開発案件が更に海

外へシフトし、当社グループの販売活動が及ばない地域へ移管された場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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３．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

1.現金及び預金 2,702,401 1,739,190 3,049,169

2.受取手形及び売掛金 3,511,289 3,661,953 4,058,171

3.たな卸資産 5,357,678 2,688,008 4,273,456

4.未収入金 － 2,644,736 1,034,718

5.その他 599,787 125,981 140,751

6.貸倒引当金 △862 △325 △4,262

流動資産合計 12,170,294 92.5 10,859,543 89.8 12,552,004 93.1

Ⅱ　固定資産

1.有形固定資産 ※1 152,765 1.2 123,022 1.0 134,390 1.0

2.無形固定資産

(1)連結調整勘定 － 75,450 －

(2)その他 85,551 50,167 59,534

無形固定資産合計 85,551 0.6 125,617 1.0 59,534 0.4

3.投資その他の資産

(1)投資有価証券 259,413 231,476 268,022

(2)その他 490,165 754,439 473,903

(3)貸倒引当金 － △1,347 －

投資その他の資産合計 749,578 5.7 984,569 8.2 741,926 5.5

固定資産合計 987,894 7.5 1,233,209 10.2 935,851 6.9

資産合計 13,158,189 100.0 12,092,752 100.0 13,487,856 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

1.支払手形及び買掛金 1,820,357 1,163,969 1,970,953

2.短期借入金 1,683,152 508,664 1,738,350

3.賞与引当金 60,520 47,821 42,156

4.役員賞与引当金 － 3,500 －

5.その他 469,968 596,522 458,612

流動負債合計 4,033,999 30.6 2,320,476 19.2 4,210,073 31.2

Ⅱ　固定負債

1.長期借入金 40,664 115,000 5,820

2.社債 － 600,000 －

3.退職給付引当金 52,131 42,113 42,309

4.役員退職慰労引当金 284,186 307,480 288,776

5.連結調整勘定 2,552 － 1,914

6.その他 94,262 38,176 102,306

固定負債合計 473,796 3.6 1,102,771 9.1 441,126 3.3

負債合計 4,507,795 34.2 3,423,247 28.3 4,651,199 34.5

（少数株主持分）

少数株主持分 63,052 0.5 － － 67,619 0.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,339,634 10.2 － － 1,339,634 9.9

Ⅱ　資本剰余金 2,698,526 20.5 － － 2,698,526 20.0

Ⅲ　利益剰余金 4,668,194 35.5 － － 4,829,522 35.8

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

10,813 0.1 － － 31,515 0.2

Ⅴ　自己株式  △129,827 △1.0 － － △130,161 △0.9

資本合計 8,587,341 65.3 － － 8,769,037 65.0

負債、少数株主持分及
び資本合計

13,158,189 100.0 － － 13,487,856 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

1.資本金 － － 1,339,634 11.1 － －

2.資本剰余金 － － 2,698,526 22.3 － －

3.利益剰余金 － － 4,671,633 38.6 － －

4.自己株式 － － △130,403 △1.1 － －

株主資本合計 － － 8,579,390 70.9 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

1.その他有価証券評価差
額金

－ － 27,710 0.3 － －

2.繰延ヘッジ損益 － － 1,365 0.0 － －

評価・換算差額等合計 － － 29,075 0.3 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 61,039 0.5 － －

純資産合計 － － 8,669,505 71.7 － －

負債純資産合計 － － 12,092,752 100.0 － －
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(2) 中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間

（自 平成17年１月１日
　　至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日
　　至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自 平成17年１月１日
　　至 平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 8,289,020 100.0 5,948,184 100.0 17,946,928 100.0

Ⅱ　売上原価 6,629,507 80.0 4,869,207 81.9 14,585,245 81.3

売上総利益 1,659,513 20.0 1,078,977 18.1 3,361,682 18.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費

1.貸倒引当金繰入額 － － 327

2.給料手当 464,284 424,654 915,424

3.賞与引当金繰入額 59,608 47,043 41,185

4.役員賞与引当金繰入額 － 3,500 －

5.役員退職慰労引当金繰
入額

9,021 4,484 14,183

6.賃借料 202,291 143,988 356,776

7.その他 684,837 1,420,043 17.1 606,276 1,229,947 20.6 1,492,234 2,820,132 15.7

営業利益又は損失
（△）

239,470 2.9 △150,970 △2.5 541,549 3.0

Ⅳ　営業外収益

1.受取利息 627 948 765

2.受取配当金 130 77 206

3.為替差益 － 16,218 －

4.投資有価証券売却益 2,136 81 2,136

5.連結調整勘定償却額 638 638 1,276

6.消費税等還付加算金 2,163 3,457 2,163

7.受取手数料 － 112,896 －

8.その他 1,654 7,350 0.1 3,449 137,768 2.3 2,847 9,396 0.1

Ⅴ　営業外費用

1.支払利息 8,529 7,467 17,312

2.支払手数料 10,218 9,471 13,747

3.為替差損 103,131 － 114,239

4.手形債権譲渡損 － 3,456 5,786

5.売掛債権譲渡損 8,745 8,175 16,440

6.その他 11,115 141,740 1.7 1,452 30,023 0.5 10,056 177,584 1.0

経常利益又は損失
（△）

105,080 1.3 △43,225 △0.7 373,361 2.1

Ⅵ　特別利益

1.固定資産売却益 ※1 1,292 28 1,292

2.貸倒引当金戻入益 3,072 2,589 －

3.役員退職慰労引当金戻
入益

1,092 75 1,664

4.投資有価証券売却益 29,558 18,000 41,558

5.投資有価証券償還益 － － 2,041

6.その他 759 35,775 0.4 89 20,782 0.3 752 47,308 0.3

Ⅶ　特別損失

1.固定資産売却損 ※2 1,295 － 1,295

2.固定資産除却損 ※3 508 3,900 1,201

3.固定資産評価損 ※4 － － 2,972

4.減損損失 ※5 － 17,111 －

5.投資有価証券評価損 5,302 7,105 0.1 － 21,012 0.3 5,302 10,771 0.1

税金等調整前中間（当
期）純利益又は損失
（△）

133,749 1.6 △43,455 △0.7 409,899 2.3

法人税、住民税及び事
業税

28,427 48,649 163,951

法人税等調整額 21,518 49,945 0.6 △61,794 △13,144 △0.2 △3,504 160,446 0.9

少数株主利益 1,636 0.0 6,788 0.1 5,957 0.0

中間（当期）純利益又
は損失（△）

82,167 1.0 △37,099 △0.6 243,494 1.4

－ 11 －



(3) 中間連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,829,522 △130,161 8,737,521

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） － － △116,614 － △116,614

利益処分による役員賞与

（千円）
－ － △4,174 － △4,174

中間純損失（千円） － － △37,099 － △37,099

自己株式の取得（千円） － － － △242 △242

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △157,888 △242 △158,131

平成18年６月30日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,671,633 △130,403 8,579,390

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合
計

平成17年12月31日残高（千円） 31,515 － 31,515 67,619 8,836,656

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） － － － － △116,614

利益処分による役員賞与

（千円）
－ － － － △4,174

中間純損失（千円） － － － － △37,099

自己株式の取得（千円） － － － － △242

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△3,805 1,365 △2,440 △6,580 △9,020

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,805 1,365 △2,440 △6,580 △167,151

平成18年６月30日残高（千円） 27,710 1,365 29,075 61,039 8,669,505

－ 12 －



(4) 中間連結剰余金計算書

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年１月１日
　至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
　至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(自 平成17年１月１日
　至 平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,698,526 － 2,698,526

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

2,698,526 － 2,698,526

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 4,723,951 － 4,723,951

Ⅱ　利益剰余金増加高

1.中間（当期）純利益 82,167 82,167 － － 243,494 243,494

Ⅲ　利益剰余金減少高

1.配当金 117,423 － 117,423

2.役員賞与 20,500 137,923 － － 20,500 137,923

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

4,668,194 － 4,829,522

－ 13 －



(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間

（自 平成17年１月１日
　 至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日
　 至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書

(自 平成17年１月１日
 至 平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間(当期)
純利益又は損失(△)

133,749 △43,455 409,899

減価償却費 54,168 34,592 103,631

連結調整勘定償却額 △638 △638 △1,276

投資有価証券評価損 5,302 － 5,302

貸倒引当金の減少額 △5,844 △2,589 △2,444

賞与引当金の増・減(△)
額

9,176 5,664 △9,187

役員賞与引当金の増加額 － 3,500 －

退職給付引当金の増・減
(△)額

5,539 △1,590 △4,282

役員退職慰労引当金の増・
減(△)額

7,535 △32,319 12,125

受取利息及び受取配当金 △757 △1,026 △972

支払利息 8,529 7,467 17,312

投資有価証券売却益 △31,694 △18,081 △43,694

投資有価証券償還益 － － △2,041

有形固定資産売却益 △1,292 △28 △1,292

有形固定資産評価損 － － 2,694

減損損失 － 17,111 －

有形固定資産売却損 1,295 － 1,295

有形固定資産除却損 508 3,251 1,201

無形固定資産評価損 － － 278

無形固定資産除却損 － 649 －

受取手数料 － △112,896 －

売上債権の増(△)・減額 472,013 2,456,810 △79,999

たな卸資産の増(△)・減
額

△1,249,157 3,203,547 △162,687

仕入債務の増・減(△)額 748,562 △1,424,441 899,158

前渡金の増(△)・減額 25,369 △4,571 21,872

未収入金の増(△)・減額 － △2,450,250 1,282

未払金の増・減(△)額 61,311 62,347 △22,416

前受金の増加額 18,788 1,555 2,911

未収消費税等の増(△)・
減額

437,976 742,207 △108,088

－ 14 －



  

前中間連結会計期間

（自 平成17年１月１日
　 至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日
　 至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書

(自 平成17年１月１日
 至 平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

役員賞与の支払額 △21,730 △4,700 △21,730

その他 40,689 △114,928 109,056

小計 719,399 2,327,187 1,127,907

利息及び配当金の受取額 158 370 293

利息の支払額 △8,415 △8,355 △17,000

手数料の受取額 － 112,896 －

法人税等の支払額 △213,570 △37,388 △338,288

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

497,572 2,394,709 772,912

Ⅱ　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 △32,000 △32,000 △44,001

定期預金の払戻による収入 20,000 20,000 40,000

投資有価証券の取得による
支出

△3,927 △2,272 △5,954

投資有価証券の売却による
収入

134,250 49,641 195,605

関係会社株式取得による支
出

－ △11,220 －

エヌエス・マイクロエレク
トロニクス株式会社の子会
社化に伴う収入

－ 106,041 －

有形固定資産の取得による
支出

△22,261 △13,179 △29,482

有形固定資産の売却による
収入

2,600 304 2,600

無形固定資産の取得による
支出

△2,126 △6,451 △8,645

貸付けによる支出 △315 △500 △315

貸付金の回収による収入 － 58 －

その他の投資等の増加額 △18,947 △19,260 △21,052

その他の投資等の減少額 150 175 9,515

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

77,423 91,336 138,272

－ 15 －



  

前中間連結会計期間

（自 平成17年１月１日
　 至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日
　 至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書

(自 平成17年１月１日
 至 平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純減額 △80,000 △2,814,000 －

長期借入金の返済による支
出

△73,506 △827,886 △133,152

社債の償還による支出 － △50,000 －

自己株式の取得による支出 △56,949 △242 △57,283

少数株主への配当金の支払
額

△1,995 △665 △1,995

配当金の支払額 △117,122 △116,202 △117,877

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△329,573 △3,808,995 △310,307

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

735 969 48

Ⅴ　現金及び現金同等物の増・
減(△)額

246,158 △1,321,978 600,925

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

2,412,243 3,013,168 2,412,243

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末(期末)残高

 2,658,401 1,691,189 3,013,168

－ 16 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
　至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年12月31日)

１.連結の範囲に関する事項 (１)連結子会社の数　　２社 (１)連結子会社の数　　３社 (１)連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称

　アルファ電子株式会社、株式

会社スピナカー・システムズ

　アルファ電子株式会社、株式

会社スピナカー・システムズ、

エヌエス・マイクロエレクトロ

ニクス株式会社

　エヌエス・マイクロエレクト

ロニクス株式会社は、新規取得

により、当中間連結会計期間末

より連結対象となりました。

　アルファ電子株式会社、株式

会社スピナカー・システムズ

(２)主要な非連結子会社の名称 (２)主要な非連結子会社の名称 (２)主要な非連結子会社の名称

　アルファエレクトロンHK社 　アルファエレクトロンHK社 　アルファエレクトロンHK社

（連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため連結の範囲か

ら除外しております。

同　　　左 　非連結子会社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、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

連結の範囲から除外しておりま

す。

２.持分法の適用に関する事項 (１)持分法適用の関連会社数 (１)持分法適用の関連会社数 (１)持分法適用の関連会社数

－　社 －　社 －　社

   

(２)主要な持分法非適用の非連結子

会社の名称

(２)主要な持分法非適用の非連結子

会社の名称

(２)主要な持分法非適用の非連結子

会社の名称

アルファエレクトロンHK社 同　　　左 同　　　左

（持分法の適用から除いた理

由）

（持分法の適用から除いた理

由）

（持分法の適用から除いた理

由）

　持分法非適用の非連結子会社

は、それぞれ中間純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重

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。

同　　　左 　持分法非適用の非連結子会社

は、それぞれ純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲か

ら除外しております。

３.連結子会社の（中間）決算

日等に関する事項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

　連結子会社のうち、エヌエス・マ

イクロエレクトロニクス株式会社の

中間決算日は、11月30日でありま

す。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、５月31日現在で実施した仮決

算に基づく中間財務諸表を使用して

おります。ただし、中間連結決算日

までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

ております。

　すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。

－ 17 －



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
　至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年12月31日)

４.会計処理基準に関する事項 (イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(１)有価証券 (１)有価証券 (１)有価証券

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は主

として移動平均法により

算定）

同　　　左 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は主とし

て移動平均法により算

定）

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法 同　　　左 同　　　左

(２)デリバティブ (２)デリバティブ (２)デリバティブ

時価法 同　　　左 同　　　左

(３)たな卸資産 (３)たな卸資産 (３)たな卸資産

①　商品 ①　商品 ①　商品

移動平均法による原価法 移動平均法による原価法

（一部の連結子会社は、最

終仕入原価法）

移動平均法による原価法

②　貯蔵品 ②　貯蔵品 ②　貯蔵品

最終仕入原価法 同　　　左 同　　　左

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(１)有形固定資産 (１)有形固定資産 (１)有形固定資産

　定率法（ただし、平成

10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）

は定額法）を採用しており

ます。

　主な耐用年数は、建物

10年～45年、車両運搬具６

年、工具器具備品５年～15

年であります。

同　　　左 同　　　左

(２)無形固定資産 (２)無形固定資産 (２)無形固定資産

　定額法を採用しておりま

す。

　主な耐用年数は自社利用

ソフトウエア５年でありま

す。

同　　　左 同　　　左
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項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
　至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年12月31日)

(ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準

(１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金 (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。

同　　　左 同　　　左

(２)賞与引当金 (２)賞与引当金 (２)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備

えるため、支給見込額に基

づき計上しております。

同　　　左 同　　　左

(３)　　────── (３)役員賞与引当金 (３)　　──────

 　役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支

給見込額の当中間連結会計

期間負担額を計上しており

ます。

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号

　平成17年11月29日）を

適用しております。これに

より、営業損失、経常損失、

及び税金等調整前中間純損

失は、3,500千円増加して

おります。

 

(４)退職給付引当金 (４)退職給付引当金 (４)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当中間連結会計期

間末における退職給付債務

の見込額及び年金資産残高

に基づき計上しております。

同　　　左 　従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見

込額及び年金資産残高に基

づき計上しております。

(５)役員退職慰労引当金 (５)役員退職慰労引当金 (５)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づ

く中間連結会計期間末要支

給額を計上しておりま

す。

　なお、当社は平成17年２

月14日開催の取締役会にお

いて、平成17年３月26日開

催の第23期定時株主総会終

結の時をもって、役員退職

慰労金制度を凍結すること

を決議したことにより、同

日以降の新たな繰り入れは

行っておりません。

　役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づ

く中間連結会計期間末要支

給額を計上しておりま

す。

　なお、当社は、平成17年

３月26日をもって、役員退

職慰労金制度を凍結したた

め、同日以降の新たな繰り

入れは行っておりません。

　役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上して

おります。

　なお、当社は、平成17年

３月26日をもって、役員退

職慰労金制度を凍結したた

め、同日以降の新たな繰り

入れは行っておりません。
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項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
　至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年12月31日)

(ニ)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

(ニ)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

(ニ)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、中間

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。なお、

為替予約の振当処理の対象と

なっている外貨建金銭債務は、

当該為替予約の円貨額に換算し

ております。

同　　　左 　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。なお、

為替予約の振当処理の対象と

なっている外貨建金銭債務は、

当該為替予約の円貨額に換算し

ております。

(ホ)重要なリース取引の処理方法 (ホ)重要なリース取引の処理方法 (ホ)重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同　　　左 同　　　左

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法

(１)ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によって

おります。

　但し、外貨建金銭債務を

ヘッジ対象とする為替予約

については振当処理によっ

ております。

同　　　左 同　　　左

(２)ヘッジ手段とヘッジ対象 (２)ヘッジ手段とヘッジ対象 (２)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ手段 ヘッジ手段

為替予約取引 同　　　左 同　　　左

ヘッジ対象 ヘッジ対象 ヘッジ対象

外貨建金銭債務及び外貨

建予定取引

同　　　左 同　　　左

(３)ヘッジ方針 (３)ヘッジ方針 (３)ヘッジ方針

　デリバティブ取引は、当

社のみが実施しております。

　当社は、輸入計画策定時

に取締役会においてヘッジ

手段を決議しております。

同　　　左 同　　　左

(４)ヘッジ有効性評価の方法 (４)ヘッジ有効性評価の方法 (４)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッ

シュ・フローの変動の累計

とヘッジ手段のキャッ

シュ・フローの変動の累計

を半期毎に比較し、両者の

変動額等を基礎にして、

ヘッジ有効性を判断してお

ります。

同　　　左 同　　　左
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項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
　至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年12月31日)

(ト)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる事項

(ト)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる事項

(ト)その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理の方法

　税抜方式によっておりま

す。

同　　　左 同　　　左

５.中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、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 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、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。
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これにより

税金等調整前中間純損失は、17,111千

円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。

──────

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は8,607,100千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸等規

則により作成しております。　

──────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
　至 平成18年６月30日)

（中間連結貸借対照表） （中間連結貸借対照表）

　「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）により、証券取引法第２条第２項におい

て、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への

出資を有価証券とみなすこととされました。

　これに伴い、前中間連結会計期間において投資その

他の資産の「その他」に含めて表示していた当該出資

の額（前中間連結会計期間末63,540千円）を当中間連

結会計期間より「投資有価証券」として表示しており

ます。

　なお、当中間連結会計期間末の「投資有価証券」に

含まれる当該出資の額は67,857千円であります。

　「未収入金」は、前中間連結会計期間まで、流動資

産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中

間連結会計期間末において資産の総額の100分の５を

超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「未収入金」の金額

は490,161千円であります。

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」に

含めて表示していた「消費税等還付加算金」は、営業

外収益の合計の10／100を超えることとなったため区

分掲記することにしました。

　なお、前中間連結会計期間の「消費税等還付加算

金」は3,705千円であります。

　前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に

含めて表示していた「手形債権譲渡損」は、営業外費

用の合計の10／100を超えることとなったため区分掲

記しました。

　なお、前中間連結会計期間の「手形債権譲渡損」は

2,846千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）により、証券取引法第２条第２項におい

て、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への

出資を有価証券とみなすこととされました。

　これに伴い、前中間連結会計期間において投資活動

によるキャッシュ・フローの「出資金の取得による支

出」として表示していた当該出資に関する支出（前中

間連結会計期間△4,385千円）を当中間連結会計期間

より「投資有価証券の取得による支出」に含めて表示

しております。

　なお、当中間連結会計期間の「投資有価証券の取得

による支出」に含まれる当該出資に関する支出は△

3,927千円であります。

 「未収入金の増(△)・減額」は、前中間連結会計期

間まで営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に表示しておりましたが、重要性が増したため区

分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間の「未収入金の増(△)・

減額」は、△216千円であります。
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追加情報

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
　至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年12月31日)

（法人事業税の外形標準課税制度の導

入）

　「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴い、

当中間連結会計期間から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日　企業会計基

準委員会　実務対応報告第12号）によ

り法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費の

「その他」に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が

6,959千円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益が、そ

れぞれ同額減少しております。

────── （法人事業税の外形標準課税制度の導

入）

　「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴い、

当連結会計年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日　企業会計基準委

員会　実務対応報告第12号）により法

人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては、販売費及び一般管理費の「そ

の他」に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が

15,276千円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が、そ

れぞれ同額減少しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

396,158千円 439,548千円 405,805千円

　２．債権流動化による遡及義務 　２．債権流動化による遡及義務 　２．債権流動化による遡及義務

311,813千円 277,307千円 303,713千円

　３．売掛債権譲渡担保高 　３．売掛債権譲渡担保高 　３．売掛債権譲渡担保高

4,019千円 66,956千円 8,617千円

　４．　　　　―――――― 　４．偶発債務 　４．　　　　――――――

 　連結子会社のエヌエス・マイクロエ

レクトロニクス株式会社は、同社が販

売した半導体製品に関し、債務不履行

及び瑕疵担保責任があるとして株式会

社東芝から平成18年５月25日付けで

252,274千円の損害賠償請求訴訟を提起

されております。

　同社は、審理の過程で損害賠償義務

がないことを主張し、全面的に争う方

針であります。

 

　５．当社及び一部の連結子会社においては、

運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間連結会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

 千円

当座貸越契約及び貸出

コミットメントの総額

8,150,000

借入実行残高 1,350,000

差引額 6,800,000

　５．当社及び一部の連結子会社においては、

運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間連結会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

 千円

当座貸越契約及び貸出

コミットメントの総額

10,200,000

借入実行残高 400,000

差引額 9,800,000

　５．当社及び一部の連結子会社においては、

運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

 千円

当座貸越契約及び貸出

コミットメントの総額

8,050,000

借入実行残高 1,400,000

差引額 6,650,000
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
　至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年12月31日)

※１．固定資産売却益の内訳 ※１．固定資産売却益の内訳 ※１．固定資産売却益の内訳

工具器具備品 1,292千円 工具器具備品 28千円 工具器具備品 1,292千円

※２．固定資産売却損の内訳 ※２．　　　　―――――― ※２．固定資産売却損の内訳

工具器具備品 1,295千円 工具器具備品 1,295千円

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳

工具器具備品 508千円 工具器具備品 3,251千円

ソフトウエア 649千円

工具器具備品 1,201千円

※４．　　　　―――――― ※４．　　　　―――――― ※４．固定資産評価損の内訳

工具器具備品 2,694千円

ソフトウエア 278千円

※５．　　　　―――――― ※５．減損損失 ※５．　　　　――――――

　当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しま

した。

場所 用途 種類 減損損失

神奈川県

大和市
遊休

土地

建物

11,194

5,917

千円

千円

　当社グループは、事業会社毎及び

遊休資産を減損損失を把握するグ

ルーピングの単位としておりま

す。

　市場価格の著しい下落により、遊

休資産に区分されている上記の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失

に計上しております。

　なお、当資産グループの回収可能

価額は、譲渡見込価額を基礎として

評価しております。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日　至 平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株式

数（株）

当連結中間会計期間増

加株式数（株）

当連結中間会計期間減

少株式数（株）

当連結中間会計期間末

株式数（株）

発行済株式 

普通株式 11,849,899 － － 11,849,899

合計 11,849,899 － － 11,849,899

自己株式

普通株式 188,415 492 － 188,907

合計 188,415 492 － 188,907

（注）普通株式の自己株式の増加数492株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計期
間末残高（千
円）

前連結会計年
度末

当連結会計期
間増加

当連結会計期
間減少

当連結会計期
間末

提出会社

（親会社）
平成13年新株予約権　（注）１ 普通株式 143,300 － 16,700 126,600 －

平成14年新株予約権　（注）２ 普通株式 172,000 － 17,000 155,000 －

平成15年新株予約権　（注）３ 普通株式 70,000 － 10,000 60,000 －

平成16年新株予約権 普通株式 110,000 － － 110,000 －

平成17年新株予約権 普通株式 80,000 － － 80,000 －

平成18年新株予約権　（注）４ 普通株式  277,200 － 277,200 －

連結子会社 － － － － － － －

 合計 － 575,300 277,200 43,700 808,800 －

（注）１．平成13年新株予約権の当連結会計期間減少は、新株予約権の失効によるものであります。

２．平成14年新株予約権の当連結会計期間減少は、新株予約権の失効によるものであります。

３．平成15年新株予約権の当連結会計期間減少は、新株予約権の失効によるものであります。

４．平成18年新株予約権の当連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年３月25日

　定時株主総会
普通株式 116,614 10 平成17年12月31日 平成18年３月25日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
　至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年12月31日)

　１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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中間期末

残高と中間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17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

（千円)

現金及び預金勘定 2,702,401

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△44,000

現金及び現金同等物 2,658,401

（千円)

現金及び預金勘定 1,739,190

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△48,001

現金及び現金同等物 1,691,189

（千円)

現金及び預金勘定 3,049,169

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△36,001

現金及び現金同等物 3,013,168
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①　リース取引

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
　至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年12月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具備
品

38,834 28,174 10,660

車両運搬具 29,880 3,937 25,943

ソフトウエ
ア

206,723 192,670 14,052

合計 275,438 224,782 50,656

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具備
品

10,834 7,030 3,803

車両運搬具 33,020 9,492 23,527

ソフトウエ
ア

79,478 69,415 10,062

合計 123,333 85,939 37,394

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

工具器具備
品

38,834 32,069 6,765

車両運搬具 33,020 6,688 26,331

ソフトウエ
ア

35,850 30,692 5,157

合計 107,705 69,450 38,254

(２)未経過リース料中間期末残高相

当額

(２)未経過リース料中間期末残高相

当額
(２)未経過リース料期末残高相当額

１年内 24,454千円

１年超 27,427千円

合計 51,882千円

１年内 14,344千円

１年超 24,132千円

合計 38,476千円

１年内 14,960千円

１年超 24,239千円

合計 39,200千円

(３)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(３)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(３)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 65,490千円

減価償却費相当額 62,424千円

支払利息相当額 1,012千円

支払リース料 9,665千円

減価償却費相当額 9,063千円

支払利息相当額 499千円

支払リース料 81,938千円

減価償却費相当額 77,966千円

支払利息相当額 1,637千円

(４)減価償却費相当額の算定方法 (４)減価償却費相当額の算定方法 (４)減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

同　　　左 同　　　左

(５)利息相当額の算定方法 (５)利息相当額の算定方法 (５)利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

同　　　左 同　　　左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料 　未経過リース料 　未経過リース料

１年内 1,074千円

１年超 2,767千円

合計 3,842千円

１年内 1,115千円

１年超 1,652千円

合計 2,767千円

１年内 1,094千円

１年超 2,214千円

合計 3,309千円
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②　有価証券

（前中間連結会計期間末）（平成17年６月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得価額（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(１)株式 11,890 16,897 5,006

(２)債券

国債・地方債 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(３)その他 81,725 98,073 16,348

合計 93,616 114,971 21,354

（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について、302千円減損処理を行っておりま

す。

　なお、株式の減損にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当中間連結会計期間末における時

価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄のほか、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて30％

以上50％未満下落しており、かつ、当該状況が過去２年間継続している銘柄については、回復可能性はないと判断

し、減損処理を行っております。

２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 74,788

投資事業組合等への出資金 67,857

－ 29 －



（当中間連結会計期間末）（平成18年６月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得価額（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(１)株式 11,588 19,776 8,188

(２)債券

国債・地方債 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(３)その他 74,691 114,050 39,358

合計 86,280 133,826 47,546

（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるもののうち、減損すべきものはありません。

　なお、株式の減損にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当中間連結会計期間末における時

価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄のほか、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて30％

以上50％未満下落しており、かつ、当該状況が過去２年間継続している銘柄については、回復可能性はないと判断

し、減損処理を行っております。

２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 24,788

投資事業組合等への出資金 71,065
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（前連結会計年度末）（平成17年12月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得価額（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(１)株式 11,588 20,764 9,176

(２)債券

国債・地方債 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(３)その他 74,110 117,364 43,254

合計 85,698 138,129 52,431

（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、302千円減損処理を行っております。

　株式の減損にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当連結会計年度末における時価が取得原

価に比べて50％以上下落した銘柄のほか、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下

落しており、かつ、当該状況が過去２年間継続している銘柄については、回復可能性はないと判断し、減損処理を

行っております。

２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 54,788

投資事業組合等への出資金 73,309

③　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日　至 平成17年６月30日）、及び前連結会計年度（自 平成17年１月

１日　至 平成17年12月31日）

　当社グループはヘッジ目的以外のデリバティブ取引を利用していないため、記載を省略しております。

　当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日　至 平成18年６月30日）

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

通貨

オプション取引

売建プット

（米ドル）
982,537 △52,565 △52,565

買建コール

（米ドル）
982,537 63,105 63,105

合計 1,965,075 10,540 10,540

　（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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④　ストック・オプション等

　当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日　至 平成18年６月30日）

　ストック・オプションの内容及び規模

　　　当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下の通りであります。

平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社従業員　　　　146名

当社子会社従業員　 34名

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式　277,200株

付与日 平成18年４月25日

権利確定条件

　権利行使時においても、当社、または当社子

会社、当社の持分法適用関連会社の取締役、監

査役または従業員としての地位を継続的に保有

すること。

　なお、当該地位を喪失した時から３ヶ月を経

過したときは、権利行使をすることはできませ

ん。その他、細目については、当社と付与対象

者との間で締結する「新株予約権割当契約書」

に定めるところによります。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成21年４月１日

至　平成24年３月31日

権利行使価格（円） 752

公正な評価単価（付与日）（円） －

（注）株式数に換算して記載しております。
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⑤　セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日　至 平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年１

月１日　至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）

　当連結グループは、半導体関連事業（半導体販売関連事業及び半導体設計関連事業）を営む単一セグメント

であるため、該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日　至 平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年１

月１日　至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年１月１日　至 平成17年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

　前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日　至 平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年１

月１日　至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年１月１日　至 平成17年12月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
　至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
　至 平成17年12月31日)

１株当たり純資産額    736円35銭

１株当たり中間純利益 7円01銭

１株当たり純資産額 743円46銭

１株当たり中間純損失 3円18銭

１株当たり純資産額 751円61銭

１株当たり当期純利益 20円47銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、希薄化効果

を有している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株当たり中

間純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり中間純損失であ

る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、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
　至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益又は損失（△）

（千円）
82,167 △37,099 243,494

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － 4,174

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （4,174）

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は損失（△）（千円）
82,167 △37,099 239,320

期中平均株式数（株） 11,716,212 11,661,206 11,691,064

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権）

　新株引受権２種類（新

株引受権の行使により発

行される株式数319,000

株）

（商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権）

３種類2,650個（新株予

約権の行使により発行さ

れる株式数265,000株）

（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権）

　新株引受権２種類（新

株引受権の行使により発

行される株式数281,600

株）

（旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定に

基づく新株予約権）

４種類5,272個（新株予

約権の行使により発行さ

れる株式数527,200株）

（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権）

　新株引受権２種類（新

株引受権の行使により発

行される株式数315,300

株）

（商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権）

３種類2,600個（新株予

約権の行使により発行さ

れる株式数260,000株）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

－ 34 －



４．仕入、受注及び販売の状況

(１)仕入実績

　仕入実績を事業ごとに示すと、次のとおりであります。

事業区分

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

半導体関連事業 7,835,864 100.0 1,636,940 100.0 14,660,752 100.0

合計 7,835,864 100.0 1,636,940 100.0 14,660,752 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(２)受注状況

　受注状況を事業ごとに示すと、次のとおりであります。

事業区分

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

半導体関連事業 8,246,497 1,239,671 4,963,576 998,011 18,647,353 1,982,619

合計 8,246,497 1,239,671 4,963,576 998,011 18,647,353 1,982,619

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(３)販売実績

　販売実績を事業ごとに示すと、次のとおりであります。

事業区分

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

半導体関連事業 8,289,020 100.0 5,948,184 100.0 17,946,928 100.0

合計 8,289,020 100.0 5,948,184 100.0 17,946,928 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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