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１．平成18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31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12月期 14,729 (△17.9) △412 (　―　) △42 (　―　)

17年12月期 17,946 ( △7.3) 541 (△32.2) 373 (△60.1)

 当期純利益
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

自己資本

当期純利益率

総資産

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 △66 (　―　) △5 66 ― ― △0.8 △0.4 △0.3

17年12月期 243 (△49.6) 20 47 ― ― 2.8 2.8 2.1

（注）①持分法投資損益 18年12月期 －百万円 17年12月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年12月期 11,661,101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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前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12月期 11,044 8,651 77.7 741 89

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12月期 11,660,952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12月期 4,016 114 △5,037 2,108

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19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19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

中間期 9,200  △438  △458  △283  

通　期 21,500  △315  △370  △230  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） △19円72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９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．経営方針及び経営成績

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エ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ソリューションの売上回復と強化

当社グループは、設計開発に柔軟に対応のできる半導体であるＰＬＤ(Programmable Logic Device:特定用途向けカ

スタム品)を基幹商品として20年以上取り扱ってまいりましたが、当連結会計年度においてＰＬＤ商品の仕入先変更を

行い、平成18年１月25日に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販売代理店契約を締結し、

営業活動を開始いたしました。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。 

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、西日本地域の顧客を主たる顧客層としている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、

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り、関東を中心

とした大手電気メーカーを主たる顧客層としているエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社の全株式を取得し、

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。
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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周辺の高速メモリや電源ＩＣ

などの製品、半導体やソフトウエ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国際競争がますます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 グループ経営の強化

当社グループは、平成18年５月16日にナショナル 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て、グループ化し、４社体制となりました。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を行っておりますが、今後、グループ各社が

それぞれの強みをもちより、協力しあうことにより事業機会の拡大に取り組むとともに、業務の再編・統合や人材の

交流などを行い、効率的なグループ経営を推進してまいります。

(5) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。

(6) 内部監査体制の整備・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。
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 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15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) 当連結会計年度の全般的概況

① 業績

当連結会計年度の日本経済は、好調な企業収益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も、設

備投資の増加や堅調な個人消費を背景に堅調に推移いたしました。

　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を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となったアルテラ社とのビジネスについては、６月末までに、すべての顧客移管業務

及び在庫の返却を行い、代金の回収も完了いたしました。

　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を進め、担当する顧客移管と新

規の顧客開拓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、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。また、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。

　しかしながら、担当予定の顧客移管に関しては、当初の見通しよりは３ヶ月から６ヶ月程度引継ぎの業務が遅れた

め、本格的な売上の計上は翌連結会計年度に持ち越されました。尚、主要顧客の移管は、年末までにはほぼ完了、あ

るいは移管時期の決定を行うことができており、売上は年初からの緩やかな回復を見込んでおります。

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つきましては、平成18年５月16日に、

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、グループ化したことにより、特に東日本の大手電気メーカーを中心とした顧客基盤の拡

大を図ることができました。今後、ＰＬＤソリューションの売上回復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。システム

ソリューションにおきましては、メモリ製品を中心に、その他複数のＡＳＳＰ製品も採用案件の獲得が増え、売上が

伸長しております。

こうした中、当連結会計年度の売上高は、アナログソリューションにおいては、当連結会計年度に株式を取得し、

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の売上高が大きく貢献し、またシステムソリューショ

ンにおいても、メモリ製品を中心として複数の商品の売上が伸長したことにより、年初に公表した見通しを上回って

推移しました。しかしながら、主力事業であるＰＬＤソリューションの仕入先移行期による大幅な売上減を補うこと

はできず、売上高は前連結会計年度に比較して低調に推移し、147億２千９百万円（前年同期比17.9％減）となりまし

た。

　営業損益につきましては、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、売上

高が減少したことに加え、エヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社が連結対象となったことによって売上総利

益率の低下と経費の増加があり、４億１千２百万円の営業損失（前連結会計年度は５億４千１百万円の営業利益）を

計上いたしました。

　経常損益につきましては、アルテラ社との販売代理店契約を解消するにあたり、外貨建の在庫の返却代金を円転し

た際に為替差益が発生したことや営業外収益が発生したこと、またグループ会社のエヌエス・マイクロエレクトロニ

クス株式会社で行っております外貨建ての在庫にたいしてリスクヘッジとしておこなっておりますデリバティブにお

いて、円安の影響により評価益が発生したことなどの理由により損失幅は大きく縮小しましたが、営業損失全額を払

拭するにはいたらず、経常損失は４千２百万円（前連結会計年度は３億７千３百万円の経常利益）となりました。

　その結果、当期損失は６千６百万円（前連結会計年度は２億４千３百万円の当期純利益）となりました。
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② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ９億４百万円減少し、当連

結会計年度末には21億８百万円となりました。

当連結会計年度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、たな卸資産が減少したこと及び売上債権の回収

が進行したこと等により、40億１千６百万円の収入（前連結会計年度は７億７千２百万円の収入）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、１億１千４百万円の収入（前連結会計年度は

１億３千８百万円の収入）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、借入れの返済、社債の償還及び配当金の支出があったこと等

により、50億３千７百万円の支出（前連結会計年度は３億１千万円の支出）となりました。 

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。

 平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

自己資本比率 70.3％ 68.4％ 65.0％ 77.7％

時価ベースの自己資本比率 106.6％ 59.0％ 40.6％ 51.1％

債務償還年数 7.1年 1.5年 2.4年 0.0年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 12.3 69.4 45.5 211.0 

（注）１．自己資本比率：　自己資本／総資産

２．時価ベースの自己資本比率：　株式時価総額／総資産

３．債務償還年数：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

４．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) 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、当該事項は当連結会計年度末現在におい

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

当連結会計年度において、長年当社グループの主要取引先であったアルテラ社と平成18年３月31日付にて販売代理

店契約を解消したことにより、業績へ大きく影響を与え、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（情報セキュリティマネジメントシステム認証）：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、

定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し

ていきます。しかし、顧客の日本国内での製品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) 次期の見通し

今後の経営環境の見通しにつきましては、原油価格の高騰も一服し、堅調な企業業績を背景に、個人消費も底堅く推

移しております。エレクトロニクス業界におきましても、堅調な設備投資や個人消費に後押しされ、緩やかな成長を継

続するものと予想されます。

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、売上高の回復を目指しま

す。当社グループは、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

とを通して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。しかしながら、新規の案件において商品が採用されてから量産となって売上に貢献するには、少な

くとも半年から１年を要するため、売上高の回復は緩やかなものとなり、ＰＬＤソリューション単体では、営業赤字が

見込まれます。

　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、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215億円（前期比46.0％増）、営業損失３億１千５百万円

（前連結会計年度は４億１千２百万円の営業損失）、経常損失３億７千百万円（前連結会計年度は４千２百万円の経常

損失）、当期純損失２億３千万円（前連結会計年度は６千６百万円の当期純損失）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106億４千万円（前期比62.6％増）、営業損失４億２千５百万円（前事業年度は７億２千４百

万円の営業損失）、経常損失４億６千万円（前事業年度は４億５百万円の経常損失）、当期純損失２億８千万円（前事

業年度は２億５千４百万円の当期純損失）を見込んでおります。
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３．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年12月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 3,049,169 2,148,622  

２．受取手形及び売掛金 4,058,171 3,966,758  

３．たな卸資産 4,273,456 3,246,472  

４．未収消費税等 1,026,014 148,951  

５．繰延税金資産 71,154 36,876  

６．その他 78,301 153,365  

７．貸倒引当金 △4,262 △504  

流動資産合計 12,552,004 93.1 9,700,542 87.8 △2,851,461

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

（１）建物 137,074 153,980  

減価償却累計額 86,742 50,332 106,580 47,399  

（２）車両運搬具 920 920  

減価償却累計額 874 46 874 46  

（３）工具器具備品 387,464 392,720  

減価償却累計額 318,188 69,276 335,004 57,715  

（４）土地 14,736 598  

有形固定資産合計 134,390 1.0 105,759 1.0 △28,631

２．無形固定資産 59,534 0.4 116,529 1.1 56,994

３．投資その他の資産  

（１）投資有価証券 ※３ 268,022 263,658  

（２）繰延税金資産 139,367 351,558  

（３）その他 334,536 513,922  

（４）貸倒引当金 － △7,244  

投資その他の資産合計 741,926 5.5 1,121,895 10.2 379,968

固定資産合計 935,851 6.9 1,344,183 12.2 408,331

資産合計 13,487,856 100.0 11,044,726 100.0 △2,443,130
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前連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年12月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 1,970,953 1,430,343  

２．短期借入金 1,738,350 95,820  

３．未払法人税等 52,010 127,959  

４．賞与引当金 42,156 57,212  

５．その他 406,602 308,922  

流動負債合計 4,210,073 31.2 2,020,257 18.3 △2,189,815

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 5,820 －  

２．退職給付引当金 42,309 44,852  

３．役員退職慰労引当金 288,776 290,187  

４．連結調整勘定 1,914 －  

５．その他 102,306 38,272  

固定負債合計 441,126 3.3 373,312 3.4 △67,813

負債合計 4,651,199 34.5 2,393,570 21.7 △2,257,629

（少数株主持分）

少数株主持分 67,619 0.5 －  －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※５ 1,339,634 9.9 －  －

Ⅱ　資本剰余金 2,698,526 20.0 －  －

Ⅲ　利益剰余金 4,829,522 35.8 －  －

Ⅳ　その他有価証券
　　　　評価差額金

31,515 0.2 －  －

Ⅴ　自己株式 ※６ △130,161 △0.9 －  －

資本合計 8,769,037 65.0 －  －

負債、少数株主持分
　　　　及び資本合計

13,487,856 100.0 －  －
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前連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年12月31日現在）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,339,634 12.1 －

２．資本剰余金   － －  2,698,526 24.4 －

３．利益剰余金   － －  4,642,679 42.0 －

４．自己株式   － －  △130,421 △1.2 －

株主資本合計   － －  8,550,417 77.4 －

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券
　　　　評価差額金

  － －  36,032 0.3 －

　　評価・換算差額等合計   － －  36,032 0.3 －

Ⅲ　少数株主持分   － －  64,705 0.6 －

純資産合計   － －  8,651,156 78.3 －

負債純資産合計   － －  11,044,726 100.0 －
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(2) 連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 17,946,928 100.0 14,729,321 100.0 △3,217,606

Ⅱ　売上原価 14,585,245 81.3 12,284,141 83.4 △2,301,104

売上総利益 3,361,682 18.7 2,445,179 16.6 △916,502

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 915,424 961,297  

３．賞与引当金繰入額 41,185 46,272  

４．役員退職慰労引当金
　　　　　　繰入額

14,183 8,726  

５．賃借料 356,776 308,228  

６．連結調整勘定償却額 － 7,751  

７．その他 ※１ 1,492,234 2,820,132 15.7 1,525,222 2,857,500 19.4 37,367

営業利益又は損失（△） 541,549 3.0 △412,320 △2.8 △953,869

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 765 8,022  

２．受取配当金 206 157  

３．受取手数料 － 219,866  

４．為替差益 － 118,753  

５．デリバティブ評価益 － 59,517  

６．投資有価証券売却益 2,136 81  

７．消費税等還付加算金 2,163 3,457  

８．連結調整勘定償却額 1,276 1,355  

９．その他 2,847 9,396 0.1 22,747 433,958 2.9 424,562

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 17,312 16,523  

２．貸倒引当金繰入額 － 7,147  

３．貸倒損失 6,195 －  

４．支払手数料 13,747 17,913  

５．為替差損 114,239 －  

６．売掛債権譲渡損 16,440 13,921  

７．その他 9,648 177,584 1.0 8,404 63,909 0.4 △113,674

経常利益又は損失（△） 373,361 2.1 △42,271 △0.3 △415,632
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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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※２ 1,292 28  

２．役員退職慰労引当金
　　　　　　戻入益

 1,664 75  

３．貸倒引当金戻入益 － 3,660  

４．投資有価証券売却益 41,558 18,000  

５．投資有価証券償還益 2,041 －  

６．保証債務取崩益 752 47,308 0.3 176 21,940 0.1 △25,368

 

Ⅶ　特別損失  

１．前期損益修正損  － 10,389  

２．固定資産売却損 ※３ 1,295 －  

３．固定資産除却損 ※４ 1,201 4,731  

４．固定資産評価損 ※５ 2,972 －  

５．減損損失 ※６ － 17,111  

６．投資有価証券評価損  5,302 10,771 0.1 2,826 35,058 0.2 24,287

税金等調整前当期純利
益又は損失（△）

409,899 2.3 △55,389 △0.4 △465,289

法人税、住民税及び事
業税

163,951 146,482  

法人税等調整額 △3,504 160,446 0.9 △146,062 420 0.0 △160,026

少数株主利益 5,957 0.0 10,243 0.1 4,286

当期純利益又は損失
（△）

243,494 1.4 △66,053 △0.4 △309,548
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

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）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,698,526

Ⅱ　資本剰余金期末残高 2,698,526

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 4,723,951

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 243,494 243,494

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 117,423

２．役員賞与 20,500 137,923

Ⅳ　利益剰余金期末残高 4,829,522

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △116,614  △116,614

利益処分による役員賞与   △4,174  △4,174

当期純損失   △66,053  △66,053

自己株式の取得    △260 △260

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計（千円）   △186,843 △260 △187,103

平成18年12月31日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,642,679 △130,421 8,550,417

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 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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △116,614

利益処分による役員賞与    △4,174

当期純損失    △66,053

自己株式の取得    △260

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

4,516 4,516 △2,913 1,602

連結会計年度中の変動額合計（千円） 4,516 4,516 △2,913 △185,500

平成18年12月31日残高（千円） 36,032 36,032 64,705 8,651,156
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動による
　　キャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純利益又
は損失(△)

409,899 △55,389 △465,289

減価償却費 103,631 64,664 △38,967

連結調整勘定償却額 △1,276 6,396 7,672

減損損失 ― 17,111 17,111

投資有価証券評価損 5,302 2,826 △2,476

貸倒引当金の増・減(△)額 △2,444 3,486 5,931

賞与引当金の増・減(△)額 △9,187 15,056 24,243

退職給付引当金の増・減
(△)額

△4,282 1,148 5,431

役員退職慰労引当金の増・
減(△)額

12,125 △49,611 △61,736

受取利息及び受取配当金 △972 △8,179 △7,207

支払利息 17,312 16,523 △789

為替差益 △354 △1,299 △944

投資有価証券売却益 △43,694 △18,081 25,612

投資有価証券償還益 △2,041 ― 2,041

有形固定資産売却益 △1,292 △28 1,264

有形固定資産売却損 1,295 ― △1,295

有形固定資産除却損 1,201 4,081 2,880

有形固定資産評価損 2,694 ― △2,694

無形固定資産除却損 ― 649 649

無形固定資産評価損 278 ― △278

受取手数料 ― △219,866 △219,866

デリバティブ評価益 ― △59,517 △59,517

売上債権の増(△)・減額 △79,999 2,152,004 2,232,003

たな卸資産の増(△)・減額 △162,687 2,645,082 2,807,769

仕入債務の増・減(△)額 899,158 △1,158,067 △2,057,226

未収消費税等の増(△)・減
額

△108,088 808,849 916,937

前渡金の増(△)・減額 21,872 △6,322 △28,194

前受金の増・減(△)額 2,911 △989 △3,900

役員賞与の支払額 △21,730 △4,700 17,030

その他 88,276 △136,738 △225,014

小計 1,127,907 4,019,089 2,891,182
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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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受取額 293 7,512 7,218

利息の支払額 △17,000 △19,031 △2,030

手数料の受取額 ― 219,866 219,866

法人税等の支払額 △338,288 △210,915 127,372

営業活動による
　　キャッシュ・フロー

772,912 4,016,521 3,243,608

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 △44,001 △44,005 △4

定期預金の払戻による収入 40,000 40,000 ―

投資有価証券の
　　　　取得による支出

△5,954 △23,915 △17,961

投資有価証券の
　　　　売却による収入

195,605 49,641 △145,964

関係会社株式
　　　　取得による支出

― △11,220 △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

― 99,953 99,953

有形固定資産の
　　　　取得による支出

△29,482 △19,183 10,299

有形固定資産の
　　　　売却による収入

2,600 4,804 2,204

無形固定資産の
　　　　取得による支出

△8,645 △15,988 △7,343

出資金の売却による収入 ― 18 18

貸付けによる支出 △315 △500 △185

貸付金の回収による収入 ― 235 235

その他の投資等の増加額 △21,052 △25,864 △4,812

その他の投資等の減少額 9,515 61,016 51,500

投資活動による
　　キャッシュ・フロー

138,272 114,992 △23,279
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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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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 ― △3,124,000 △3,124,000

長期借入金の
　　　返済による支出

△133,152 △1,045,730 △912,578

社債の償還による支出 ― △750,000 △750,000

自己株式の
　　　取得による支出

△57,283 △260 57,022

少数株主への
　　　配当金の支払額

△1,995 △665 1,330

配当金の支払額 △117,877 △116,746 1,130

財務活動による
　　キャッシュ・フロー

△310,307 △5,037,402 △4,727,094

 

Ⅳ　現金及び現金同等物に
　　　　　係る換算差額

48 1,336 1,288

 

Ⅴ　現金及び現金同等物の
　　　増・減(△)額

600,925 △904,552 △1,505,477

 

Ⅵ　現金及び現金同等物の
　　　　　　　期首残高

2,412,243 3,013,168 600,925

 

Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　　　　　　期末残高

3,013,168 2,108,616 △904,552
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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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18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

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

（１）連結子会社の数　　　　　　３社

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、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、新規取得により連

結対象となりました。

（２）非連結子会社の名称

アルファエレクトロンHK社

（２）非連結子会社の名称

　同　　　左

（連結の範囲から除いた理由）

　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。

（連結の範囲から除いた理由）

　同　　　左

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　　―社

 

（１）持分法適用の関連会社数　　―社

 

（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

（２）主要な持分法非適用の非連結子会社

の名称

同　　　左

（持分法の適用範囲から除いた理

由）

　持分法非適用の非連結子会社は、

それぞれ連結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。

（持分法の適用範囲から除いた理

由）

同　　　左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　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います。

　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います。

　連結子会社であるエヌエス・マイクロエ

レクトロニクス株式会社は、当連結会計年

度より決算日を従来の５月31日から12月31

日に変更しましたので、平成18年12月31日

現在の貸借対照表及び平成18年６月１日か

ら平成18年12月31日までの７ヶ月間の損益

計算書、キャッシュ・フロー計算書を使用

しております。
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項目
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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

（１）重要な資産の評

価基準及び評価

方法

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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）

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資

産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

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　　　左

(ロ）デリバティブ

時価法

(ロ）デリバティブ

同　　　左

(ハ）たな卸資産 (ハ）たな卸資産

①　商品

移動平均法による原価法

①　商品

　移動平均法による原価法

（追加情報）

　一部の連結子会社は、従来、

最終仕入原価法を採用しており

ましたが、当連結会計年度から

移動平均法による原価法に変更

いたしました。

　この変更は、月次における一

時的な変動による在庫評価への

影響を排除し、より適正な期間

損益を算定することを目的とし

て行ったものであります。なお、

この変更が当連結会計年度の連

結財務諸表に与える影響は軽微

であります。

②　貯蔵品

最終仕入原価法

②　貯蔵品

同　　　左

（２）重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

(イ）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。

(イ）有形固定資産

同　　　左

 

(ロ）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。

(ロ）無形固定資産

同　　　左
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項目
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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

（３）重要な引当金の

計上基準

(イ）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。

(イ）貸倒引当金

同　　　左

(ロ）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。

(ロ）賞与引当金

同　　　左

(ハ）退職給付引当金

　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。

(ハ）退職給付引当金

同　　　左

(ニ）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。

(ニ）役員退職慰労引当金

同　　　左

（４）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、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。

同　　　左

（５）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
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項目
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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

（６）重要なヘッジ会

計の方法

(イ）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。

(イ）ヘッジ会計の方法

同　　　左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同　　　左

ヘッジ対象

外貨建金銭債務及び外貨建予定

取引

ヘッジ対象

同　　　左

(ハ）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。

(ハ）ヘッジ方針

　デリバティブ取引は、当社及び一

部の連結子会社が実施しております。

(ニ）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。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同　　　左

（７）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

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理の方法

同　　　左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同　　　左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。ただし、金

額が僅少の場合は、発生した期の損益とし

て処理しております。

同　　　左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

――――――

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　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
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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当期純損失は、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）

　当連結会計年度より、「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8,586,450千円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外収益の「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

額の10/100を越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、前連結会計年度の「消費税等還付加算金」は1,393

千円であります。

――――――

（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、前連結会計年度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（前連結会計年度△9,335

千円）及び「出資金の売却による収入」として表示してい

た当該出資に関する収入（前連結会計年度4,903千円）を、

当連結会計年度よりそれぞれ「投資有価証券の取得による

支出」及び「投資有価証券の売却による収入」に含めて表

示しております。

　なお、当連結会計年度の「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△5,954千円であり、

また、「投資有価証券の売却による収入」に含まれる当該

出資に関する収入は4,475千円であります。

――――――
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追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年12月31日現在）

　１．売掛債権譲渡担保高 8,617千円 　１．売掛債権譲渡担保高 14,077千円

　２．債権流動化による遡及義務 303,713千円 　２．債権流動化による遡及義務 53,113千円

※３．非連結子会社株式 1,796千円 ※３．非連結子会社株式 1,796千円

４．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。

４．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。

当座貸越契約及び

　貸出コミットメントの総額

8,050,000千円

借入実行残高 1,400,000

差引額 6,650,000

当座貸越契約及び

　貸出コミットメントの総額

8,750,000千円

借入実行残高 50,000

差引額 8,700,000

※５．発行済株式総数 ※５．発行済株式総数

普通株式 11,849,899株 普通株式 11,849,899株

※６．自己株式の保有数 ※６．自己株式の保有数

普通株式 188,415株 普通株式 188,947株
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

※１．研究開発費の総額 ※１．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開

発費

2,912千円 一般管理費に含まれる研究開

発費

1,715千円

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．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

※３．固定資産売却損の内訳 ※３．　　　　――――――

工具器具備品 1,295千円

※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳

工具器具備品 1,201千円 工具器具備品 4,081千円

ソフトウエア 649千円

※５．固定資産評価損の内訳 ※５．　　　　――――――

工具器具備品 2,694千円

ソフトウエア 278千円

※６．　　　　―――――― ※６．減損損失

　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。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに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）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
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 118,415 532 ― 188,947

合計 118,415 532 ― 188,947

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
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成13年新株予約権（注）１ 普通株式 143,300 － 17,000 126,300 －

平成14年新株予約権（注）２ 普通株式 172,000 － 22,500 149,500 －

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 5,900 271,300 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 575,300 277,200 55,400 797,100 －

（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減少は、新株予約権の失効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

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月24日

定時株主総会
普通株式 116,609  利益剰余金 10 平成18年12月31日 平成19年３月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

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

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12月31日現在） （平成18年12月31日現在）

（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

（千円）

現金及び預金勘定 2,148,622

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △40,006

現金及び現金同等物 2,108,616

―――――― ※　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たにエヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社を連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価

額と同社取得のための支出（純額）との関係は次の

とおりであります。

（千円）

流動資産 4,433,273

固定資産 179,655

連結調整勘定 77,517

流動負債 △2,971,898

固定負債 △1,155,957

エヌエス・マイクロエレクトロニクス

株式会社の取得価額

562,589

エヌエス・マイクロエレクトロニクス

株式会社現金及び現金同等物

△662,542

エヌエス・マイクロエレクトロニクス

株式会社の取得による収入

99,953
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18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

（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）

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

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 10,834 8,125 2,708

車両運搬具 33,020 12,296 20,723

ソフトウエア 37,494 32,238 5,256

合計 81,349 52,660 28,688

（２）未経過リース料期末残高相当額 （２）未経過リース料期末残高相当額

１年内 14,960千円

１年超 24,239千円

合計 39,200千円

１年内 11,671千円

１年超 17,988千円

合計 29,660千円

（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

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

支払リース料 18,965千円

減価償却費相当額 17,768千円

支払利息相当額 983千円

（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。

（４）減価償却費相当額の算定方法

同　　　左

（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。

（５）利息相当額の算定方法

同　　　左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,094千円

１年超 2,214千円

合計 3,309千円

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,135千円

１年超 1,078千円

合計 2,214千円
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（有価証券関係）

（前連結会計年度）（平成17年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

（１）株式 7,252 17,534 10,282

（２）債券

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

（３）その他 70,637 114,219 43,581

小計 77,889 131,754 53,864

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

（１）株式 4,336 3,230 △1,106

（２）債券

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

（３）その他 3,472 3,145 △327

小計 7,808 6,375 △1,433

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。

　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．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

195,605 43,694 ―

３．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

合計 128,097
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（当連結会計年度）（平成18年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

（１）株式 7,252 19,218 11,965

（２）債券

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

（３）その他 65,178 112,763 47,584

小計 72,431 131,981 59,550

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

（１）株式 1,510 1,510 ―

（２）債券

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

（３）その他 9,513 9,496 △16

小計 11,023 11,006 △16

合計 83,454 142,987 59,533

（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、2,826千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．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

49,641 18,081 ―

３．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 44,788

投資事業組合等への出資金 74,086

合計 118,874
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

（１）取引の内容

　当社グループの利用しているデリバティブ取引は、

先物為替予約取引であります。なお、デリバティブ

取引は、当社のみが実施しているため、以下、当社

における取引の状況を記載いたします。

（１）取引の内容

　当社グループの利用しているデリバティブ取引は、

先物為替予約取引及び通貨オプション取引でありま

す。

（２）取引に対する取り組み方針及び利用目的

　当社は通常業務を行う上で為替リスクに晒されて

おり、当該リスクを効率的に管理する手段としてデ

リバティブ取引を行っております。

　先物為替予約は、外貨建予定取引及び外貨建債務

に係る為替変動リスクのヘッジを目的として利用し

ており、投機的な取引、及び短期的な売買損益を得

る取引には利用しておりません。

　なお、当該デリバティブ取引を利用してヘッジ会

計を行っております。ヘッジ会計の方法については

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

４．会計処理基準に関する事項（６）重要なヘッジ

会計の方法」に記載のとおりです。

（２）取引に対する取り組み方針及び利用目的

　当社グループは通常業務を行う上で為替リスクに

晒されており、当該リスクを効率的に管理する手段

としてデリバティブ取引を行っております。

　先物為替予約は、外貨建予定取引及び外貨建債権

債務に係る為替変動リスクのヘッジを目的として利

用しており、投機的な取引、及び短期的な売買損益

を得る取引には利用しておりません。

　なお、当該デリバティブ取引を利用してヘッジ会

計を行っております。ヘッジ会計の方法については

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

４．会計処理基準に関する事項（６）重要なヘッジ

会計の方法」に記載のとおりです。

　また、通貨オプション取引は、外貨建債務に係る

為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図

る目的で利用しております。

（３）取引に係るリスクの内容

　当社が利用しているデリバティブ取引には、取引

相手が倒産等によって契約不履行となることで被る

損失に係る信用リスクと、為替の変動によって発生

する損失に係る市場リスクがあります。当社は信用

リスクを極力回避するため、契約先はいずれも信用

度の高い国内の金融機関とのみ取引を行っているの

で、信用リスクはほとんどないと判断しております。

　当社が利用している先物為替予約取引には、将来

の為替レート変動に係るリスクがあります。しかし、

当社のデリバティブ取引の目的は、オンバランスの

外貨建負債の抱える市場リスクのヘッジを効果的に

行うことにあるため、通常デリバティブ取引の時価

の変動はヘッジ対象である負債の一部を相殺する関

係にあります。

（３）取引に係るリスクの内容

　当社グループが利用しているデリバティブ取引に

は、取引相手が倒産等によって契約不履行となるこ

とで被る損失に係る信用リスクと、為替の変動に

よって発生する損失に係る市場リスクがあります。

当社グループは信用リスクを極力回避するため、契

約先はいずれも信用度の高い国内の金融機関とのみ

取引を行っているので、信用リスクはほとんどない

と判断しております。

　当社グループが利用している先物為替予約取引及

び通貨オプション取引には、将来の為替レート変動

に係るリスクがあります。しかし、当社のデリバ

ティブ取引の目的は、オンバランスの外貨建債権債

務の抱える市場リスクのヘッジを効果的に行うこと

にあるため、通常デリバティブ取引の時価の変動は

ヘッジ対象の為替変動を相殺する関係にあります。

（４）取引に係るリスク管理体制

　社内のリスク管理体制としては、輸入計画策定時

に取締役会でヘッジ方針を決議し、当該方針に基づ

き、取引開始時にオペレーショナルサービスディビ

ジョンファイナンスグループが担当役員の承認を得

て実行しております。取引結果についてはファイナ

ンスグループが管理表を作成し、分析を実施したの

ち担当役員に報告しております。

（４）取引に係るリスク管理体制

　当社グループのリスク管理体制としては、輸入計

画策定時に取締役会でヘッジ方針を決議し、当該方

針に基づき、取引開始時に資金担当部門が担当役員

の承認を得て実行しております。取引結果について

は当該部門が管理表を作成し、分析を実施したのち

担当役員に報告しております。
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２．取引の時価等に関する事項

　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。

　当連結会計年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

区分 種類

当連結会計年度（平成18年12月31日）

契約額等

（千円）

契約額等のうち１年超

（千円）

時　価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外の

取引

オプション取引

売建プット

（米ドル）
938,070 759,390 1,023,747 85,677

買建コール

（米ドル）
938,070 759,390 922,450 △15,619

合計 1,876,140 1,518,780 1,946,198 70,058

（注）１．時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２．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。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び総合設立型の厚生年金基金制度を採用しておりま

す。また、連結子会社は退職一時金制度及び中小企業退職金共済制度を採用しております。

　なお、当社が加入している厚生年金基金は関東ＩＴソフトウェア厚生年金基金でありますが、当該厚生年

金基金は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうち当社の

加入人数に基づく年金資産残高は、前連結会計年度末308,759千円、当連結会計年度末322,972千円でありま

す。

２．退職給付債務

前連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年12月31日現在）

（１）退職給付債務（千円）

（２）年金資産残高（千円）

退職給付引当金((1)＋(2))（千円）

△186,409

144,100

△42,309

△206,127

161,275

△44,852

３．退職給付費用の内訳

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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

退職給付費用

（１）勤務費用（千円）

（２）総合設立型厚生年金基金拠出金

（千円）

（３）中小企業退職金共済制度拠出金

（千円）

（４）臨時退職金（千円）

退職給付費用（千円）

20,087

26,219

1,380

18

47,705

25,162

24,549

6,453

861

57,026
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年12月31日現在）

退職給付債務の算定方法 　退職給付債務の算定にあたり、簡便

法を採用しております。

同　　　左

（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成13年
ストック・オプション

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　5名

当社従業員　　　　157名

当社取締役　　　　　6名

当社従業員　　　　168名
当社取締役　　　　　6名

ストック・オプション数 普通株式　　　219,700株 普通株式　　　265,500株 普通株式　　　 80,000株

付与日 平成13年５月１日 平成14年５月１日 平成15年７月１日

権利確定条件 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。

対象勤務期間 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。

権利行使期間
平成15年５月１日

～平成20年４月30日

平成16年５月１日

～平成21年４月30日

平成18年６月１日

～平成20年５月31日（注）

（注）平成16年３月27日開催の当社定時株主総会において、新株予約権者の様々な事情に対応するため、新株予約権の行

使期間を「自　平成18年７月１日　至　平成20年６月30日」から変更しております。

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　5名

当社子会社取締役　　8名

当社取締役　　　　　5名

当社子会社取締役　　1名

当社従業員　　　　146名

当社子会社従業員　 34名　

ストック・オプション数 普通株式　　　120,000株 普通株式　　　 80,000株 普通株式　　　277,200株

付与日 平成16年６月１日 平成17年６月１日 平成18年４月25日

権利確定条件 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。

対象勤務期間 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。

権利行使期間
平成18年６月１日

～平成20年５月31日

平成19年６月１日

～平成21年５月31日

平成21年４月１日

～平成24年３月31日
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成13年
ストック・オプション

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 143,300 172,000 70,000

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 17,000 22,500 10,000

未行使残 126,300 149,500 60,000

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － 80,000 －

付与 － － 277,200

失効 － － 5,900

権利確定 － － －

未確定残 － 80,000 271,300

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 110,000 － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 110,000 － －
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②　単価情報

平成13年
ストック・オプション

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 1,974 789 730

行使時平均株価　　　　　（円） － 949 －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 1,015 748 752

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －
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（税効果会計関係）

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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

（千円）

未払事業税 6,889

棚卸資産評価損否認 39,253

賞与引当金否認 17,210

退職給付引当金否認 16,859

役員退職慰労引当金否認 117,818

投資有価証券評価損否認 16,105

繰越欠損金 50,873

その他 16,664

小計 281,675

評価性引当額 △60,167

繰延税金資産合計 221,508

（千円）

未払事業税 11,885

棚卸資産評価損否認 9,852

賞与引当金否認 20,566

退職給付引当金否認 17,265

役員退職慰労引当金否認 118,845

投資有価証券評価損否認 17,275

繰越欠損金 261,033

その他 29,322

小計 486,047

評価性引当額 △67,087

繰延税金資産合計 418,959

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △10,986

繰延税金負債合計 △10,986

繰延税金資産の純額 210,521

その他有価証券評価差額金 △13,671

貸倒引当金の修正 △10,433

その他 △6,420

繰延税金負債合計 △30,524

繰延税金資産の純額 388,434

　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 71,154

固定資産－繰延税金資産 139,367

流動資産－繰延税金資産 36,876

固定資産－繰延税金資産 351,558

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因と内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の５／100以下である

ため、財務諸表等規則第15条の５第３項の規定により、

記載を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因と内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.64

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

△24.43

受取配当金等益金不算入 2.80

役員賞与社外流出 △5.69

連結調整勘定償却 △4.69

住民税均等割 △10.92

外国税額控除額 1.24

評価性引当額増減による影響 8.58

その他 △8.29

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
△0.76
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　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）及び当連結会計年度（自 平成18年１月１日

　至 平成18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。

ｂ．所在地別セグメント情報

　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。

　当連結会計年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　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）及び当連結会計年度（自 平成18年１月１日

　至 平成18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。

（関連当事者との取引）

　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）

　　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の
内容又は
職業

議決権等の
所有

（被所有）
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

役員及びそ

の近親者
村口和孝 － －

当社

監査役

（被所有）

　直接

0.1

－ －

投資有価証

券の売却

（注）１，２

売却代金

売却益

 

 

 

60,980

19,980

－ －

　（注）１．株式会社トリニティーセキュリティーシステムズの株式の売却であり、村口和孝氏が代表取締役を兼務して

いる株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズが無限責任組合員となっている、とくしま市場創造

１号投資事業有限責任組合、同氏が業務執行組合員を兼務している日本テクノロジーベンチャーパートナー

ズｉ－Ｓ１投資事業組合、及び、同氏が無限責任組合員を兼務している日本テクノロジーベンチャーパート

ナーズアイ五号投資事業有限責任組合との取引であります。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

株式の売却価格については、発行会社における取引日直近の第三者割当増資での払込価格を参考に決定して

おります。

　当連結会計年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

　　子会社等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は
出資金

(千香港ド
ル)

事業の
内容又は
職業

議決権等の
所有

（被所有）
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

子会社

アルファエ

レクトロン

HK社

香港 110
半導体

販売

所有

　直接

100.0

－ － 半導体販売 366,571 売掛金 117,056
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

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。

１株当たり純資産額 741円89銭

１株当たり当期純損失 5円66銭

  

　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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期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)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
243,494 △66,053

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) (―)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
239,320 △66,053

期中平均株式数（株） 11,691,064 11,661,101

 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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

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）

（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

275,800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）

４種類5,213個（新株予約権の行

使により発行される株式数

521,300株）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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４．仕入、受注及び販売の状況

(1)仕入実績

当連結会計年度の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）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）
増減

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

半導体関連事業 14,660,752 100.0 9,596,871 100.0 △5,063,880 △34.5

合計 14,660,752 100.0 9,596,871 100.0 △5,063,880 △34.5

（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

当連結会計年度の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）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）
増減

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 18,647,353 1,982,619 15,162,024 2,415,321 △3,485,329 432,702

合計 18,647,353 1,982,619 15,162,024 2,415,321 △3,485,329 432,702

（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

当連結会計年度の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）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）
増減

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

半導体関連事業 17,946,928 100.0 14,729,321 100.0 △3,217,606 △17.9

合計 17,946,928 100.0 14,729,321 100.0 △3,217,606 △17.9

（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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