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１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年12月期 20,655 40.2 △300 － △222 － △258 －

18年12月期 14,729 △17.9 △412 － △42 － △36 －

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年12月期 △22 13 － － △3.1 △2.0 △1.5

18年12月期 △3 13 － － △0.4 △0.3 △2.8

（参考）持分法投資損益 19年12月期 －百万円 18年12月期 －百万円

(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

19年12月期 11,013 8,211 74.6 704 24

18年12月期 11,074 8,680 77.8 738 88

（参考）自己資本 19年12月期 8,211百万円 18年12月期 8,616百万円

(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

19年12月期 △548 101 566 2,231

18年12月期 4,016 114 △5,037 2,108

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 － － － － － － 10 00 10 00 116 － 1.4

19年12月期 － － － － － － 10 00 10 00 116 － 1.4

20年12月期（予想） － － － － － － 10 00 10 00 － 259.1 －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 11,500 26.0 20 － 5 － 3 － 0 26

通期 25,000 21.0 110 － 75 － 45 － 3 86
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 －社  除外 －社  

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月期 11,849,899株 18年12月期 11,849,899株

②　期末自己株式数 19年12月期 189,347株 18年12月期 188,947株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年12月期 10,079 54.1 △461 － △334 － △282 －

18年12月期 6,541 △55.7 △724 － △405 － △224 －

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

円 銭 円 銭

19年12月期 △24 23 － －

18年12月期 △19 26 － －

(2）個別財政状態

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

19年12月期 9,561 7,910 82.7 678 41

18年12月期 9,642 8,339 86.5 715 20

（参考）自己資本 19年12月期 7,910百万円 18年12月期 8,339百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 6,800 59.0 15 － 5 － 3 － 0 26

通期 15,000 48.8 55 － 30 － 18 － 1 54

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

当連結会計年度における日本経済は、全般的には企業業績の改善は継続しているものの、特に年後半にかけて米国

のサブプライムローン問題や原油高などが起因し、減速感が見られました。

当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、民生品の分野では薄型テレビなどの販売は好調なも

のの、激しいグローバル競争の影響を受け価格下落が継続しており、通信インフラ、産業機器の分野におきましても

力強さは見られず、厳しい環境が続いております。また、国内のエレクトロニクスメーカーでは事業の売却や統合な

どの発表などが次々と行われるなど、外部環境の変化に対応すべく様々な取組みが行われております。

このような市場環境の中、当社グループは、仕入先を変更してから２年目となったＰＬＤソリューションでの売上

拡大に取り組むとともに、グループ最大の事業規模となったアナログソリューションと、急成長しているシステムソ

リューションの事業強化に努めました。

ＰＬＤソリューションにおいては、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

約締結を行ってから２年目となった当連結会計年度は、担当顧客でのザイリンクス製品採用案件の発掘、提案、技術

支援等を推進し、ＰＬＤシェア拡大に重点的に取り組みました。その結果、売上高は未だ仕入先変更前の水準には乖

離があるものの、１年目から注力してまいりました採用案件獲得活動の成果も徐々に現れ、特に以前より得意分野と

してまいりました産業機器、通信機器向けの装置を開発している中堅、大手のお客様において多くの製品での採用を

獲得することができております。また、顧客層の拡大も堅調に進み、売上高は順調に回復しております。

アナログソリューションにおいては、携帯端末向けの大型案件の量産が年央に大きく貢献したことにより売上高は

増加いたしましたが、特に民生品の分野において価格競争が大変厳しく、採用案件の獲得及び利益の確保には更なる

営業推進とコスト改善が必要となっております。

システムソリューションにおいては、ＡＳＳＰ製品は、特にブロードバンド通信向け製品が牽引し、好調に推移い

たしました。メモリ製品においては年央より顕著となった大幅な価格下落により年後半に向けて減速いたしましたが、

地道な顧客層の拡大により堅調に推移いたしました。

　こうした事業活動の結果、当連結会計年度の売上高は、３つの事業がそれぞれ堅調に成長し、前年同期比40.2％増

の206億５千５百万円となり、過去最高となりました。

　損益面につきましては、上述のとおり売上高は３つの事業ともに堅調に伸長しておりますが、売上総利益率は、価

格競争の大変厳しい民生品向けアナログ製品やメモリ製品の売上比率が高まったことが影響し、前連結会計年度より

3.4％低下しております。こうした売上総利益率の低下を吸収するため、更なるオペレーションの効率化による販売管

理費の削減に注力しており、グループ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の物流業務を当社に

統合するなど、コスト競争力の強化を推進いたしました。しかしながら、ＰＬＤソリューションの売上高が未だ仕入

先変更前の水準を下回ったこと等が影響し、下半期には３つの事業の売上伸長と販売管理費節減努力により黒字転換

を実現させたものの、上半期の営業損失を補うにはいたらず、営業損失３億円（前連結会計年度は、４億１千２百万

円の営業損失）を計上いたしました。

　経常損失及び当期純損失につきましては、為替差益が発生したこと等により、経常損失２億２千２百万円（前連結

会計年度は、４千２百万円の経常損失）、当期純損失２億５千８百万円（前連結会計年度は、３千６百万円の当期純

損失）となりました。

※　PLD（Programmable Logic Device）：特定用途向けに設計回路をカスタマイズできる半導体

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
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② 次期の見通し

次期の日本経済を展望いたしますと、国内市場は原油高や原材料の高騰に加え、米国サブプライムローン問題から

上半期は不透明感・減速感が強まると見込まれますが、ＢＲＩＣｓを筆頭とする新興諸国の経済は堅調に推移してお

り、輸出の力強さに牽引され、企業の設備投資は堅調に推移するものと見込まれます。

このような環境の中、未だ回復途上にありますＰＬＤソリューションにおきましては、取扱商品でありますザイリ

ンクス製品の既存顧客層でのシェア拡大に注力し、更に新規顧客層の拡大にも取り組んでまいります。ＰＬＤ製品の

売上は、新規案件に採用されてから量産が開始し売上に貢献するにはおおよそ半年から１年ほどかかりますが、仕入

先変更から３年目となります次期には１年目、２年目に獲得した採用案件の量産が徐々に増え、売上高に貢献するも

のと見込まれます。今後も引き続き、長年蓄積したＰＬＤ販売のノウハウと技術サポート力を活かし、更なる採用案

件の発掘、ザイリンクス製品のシェア拡大、新規顧客層の開拓を行ってまいります。

アナログソリューションにおきましては、ナショナル セミコンダクター社の幅広い製品と高い競争力をもつ電源Ｉ

Ｃを引き続き積極的に販売し、民生機器を含め大型の案件に注力して売上拡大を図ります。また同社が積極的な開発

投資によって競争力を高めてきたインタフェース製品やＡＤ・ＤＡコンバーター製品などの新製品についても、ＰＬ

Ｄなどのデジタル製品と複合的な提案を行っていくことにより、採用案件を着実に増やしてまいります。

また、着実に顧客層、採用案件を拡大しておりますＡＳＳＰ製品、メモリ製品におきましても、それぞれの注力分

野の応用機器あるいは顧客群において、主力のＰＬＤ、アナログ半導体と相乗効果をはかり、強みとするシステム提

案や技術サポートを提供し、更なる成長を推進してまいります。

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250億円（前期比21.0％増）、営業利益１億１千万円

（前連結会計年度は３億円の営業損失）、経常利益７千５百万円（前連結会計年度は２億２千２百万円の経常損失）、

当期純利益は４千５百万円（前連結会計年度は２億５千８百億円の当期純損失）を見込んでおります。また、当社単

独通期業績予想は、売上高150億円（前期比48.8％増）、営業利益５千５百万円（前事業年度は４億６千１百万円の営

業損失）、経常利益３千万円（前事業年度は３億３千４百万円の経常損失）、当期純利益は１千８百万円（前事業年

度は２億８千２百万円の当期純損失）を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度の総資産は、主として売上債権の増加及びたな卸資産の減少、投資有価証券の売却等により、前連

結会計年度末と比較して６千１百万円減少し、110億１千３百万円となりました。

負債については、主に短期借入れを実施したこと等により、前連結会計年度末と比較して４億７百万円増加し、28

億１百万円となりました。

純資産については、配当を１億１千６百万円実施したこと、及び、当期純損失を計上したこと等により、前連結会

計年度末と比較して４億６千８百万円減少し、82億１千１百万円となりました。

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１億２千３百万円増加し、

当連結会計年度末には22億３千１百万円となりました。

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、たな卸資産が減少したものの、税金等調整前当期純損失を１

億９千９百万円（前連結会計年度は５千５百万円の税金等調整前当期純損失）計上したこと、売上債権が増加したこ

と、及び仕入れ債務が減少したこと等により、５億４千８百万円の支出（前連結会計年度は40億１千６百万円の収入）

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、投資有価証券を売却したこと等により、１億１百万円の収入

（前連結会計年度は１億１千４百万円の収入）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、借入れを実施したこと等により、５億６千６百万円の収入（前

連結会計年度は50億３千７百万円の支出）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。

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 平成19年12月期

自己資本比率 70.3％ 68.4％ 65.0％ 77.8％ 74.6％

時価ベースの自己資本比率 106.6％ 59.0％ 40.6％ 51.0％ 44.3％

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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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。

当期の期末配当金につきましては、通期業績は平成19年12月期の経営成績に記載のとおり当期純損失を計上してお

りますが、１株当たり10円とさせていただく予定です。また、次期の配当につきましては、期末配当金として１株当

たり10円を予定しております。

(4）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。 

② 特定仕入先への依存

当社グループの主要な取引先は、ナショナル セミコンダクター社とザイリンクス社であり、当連結会計年度におい

て２社の商品売上高は、それぞれ連結売上高の約48％と約17％を占めます。現在、ナショナル セミコンダクター社、

ザイリンクス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。
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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。当社は、かねてより、情報セ

キュリティを重要責務のひとつと位置づけ、プライバシーポリシーの策定や種々の技術的対策の導入に取り組むとと

もに、より堅牢な情報管理体制を整備するため、2004年12月にＩＳＭＳ認証※を取得し、2007年11月には、同認証の

ISO化に準じて、ISO27001（JIS Q 27001）の認証を受けました。これらの活動を通して、ノートパソコンへの暗号化

ソフト導入に加え、定期的な情報セキュリティ教育の実施により、適切な情報資産の取扱いに対する従業員の意識向

上を図るなど、ハード、ソフトの両面から情報漏洩の防止に尽力しております。しかしながら、意図せざるシステム

障害、誤操作、外部からの侵入や攻撃、その他不測の事態による情報資産の流出等が発生した場合、当社グループに

対する信用の失墜、または損害賠償請求等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。

※ISMS認証：2000年７月に通商産業省から公表された「情報セキュリティ管理に関する国際的なスタンダードの導

入および情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度の改革」に基づき、（財）日

本情報処理開発協会 (JIPDEC) にてスタートさせた民間主導による第三者認証制度。

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、さらなる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。

そのため、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おります。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おります。

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、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おり

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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２．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。

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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３．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。

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、当社グループは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お客様の設計開発をサポートし、更に機器全体を勘案した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）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。

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社グループが属しているエレクトロニクス産業におきましては、韓国や中国、インドはもちろんのこと、その他

のアジアを中心とする国々の台頭もめざましく、製品アイディアや設計・製造技術、更に価格面においてもグローバ

ル競争が激しさを増しております。こうした環境にあって、当社グループは日々進化するエレクトロニクス製品の開

発や販売を行うお客様に対して、当社グループが取り扱っております半導体やソフトウェアなどを単に販売するので

はなく、お客様の機器全体の技術的要件を理解した上で、部品選定から開発手法の提案、ひいては開発サポートまで

を提供する確かな技術的理解に基づいた付加価値の高い営業推進を行ってまいります。

当社グループはこれまで蓄積してきたＰＬＤを中心とするデジタル半導体の深いレベルでの技術的知識や経験に加

え、アナログ半導体の高い技術サポート力を有しており、これらの力を結束することにより、確かな技術的バックグ

ラウンドに基づいた営業活動を行ってまいります。特に日本の機器メーカーが得意とし、世界的にも高いシェアをも

つ高機能・高速を必要とする医療機器、放送機器、計測機器などの産業機器分野や通信インフラの市場に注力してま

いります。

(4）会社の対処すべき課題

当社グループは持続的な成長のために、まず、平成18年初めの仕入先変更によって一時的に大幅に事業規模が縮小

しておりますＰＬＤソリューションを、以前の水準に回復させることに注力しております。当社グループは、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て採用案件を増やし、現在の顧客層でのＰＬ

Ｄシェアの拡大及び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、売上の回復に努めてま

いります。

また、より高速・高機能となる商品について、確かな技術サポートやシステム提案を継続的に提供することが当社

グループの競争力の維持・向上につながるため、当社グループでは市場や技術に対して高い知識と技術サポートを提

供する人材の育成、獲得に努めてまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当社は、有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定されたコーポレート・ガバナンス報告

書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において、記載している事項と本項目に関する

記載事項とが重複するので省略いたします。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

 該当する事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成19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 2,148,622 2,295,984  

２．受取手形及び売掛金 3,966,758 5,070,103  

３．たな卸資産 3,246,472 1,992,042  

４．未収消費税等 148,951 280,084  

５．繰延税金資産 36,876 41,385  

６．その他 153,365 219,922  

７．貸倒引当金 △504 △540  

流動資産合計 9,700,542 87.6 9,898,982 89.9 198,440

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

（１）建物 153,980 151,313

減価償却累計額 106,580 47,399 111,994 39,319  

（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 392,720 380,916

減価償却累計額 335,004 57,715 334,677 46,239  

（４）土地 598 598  

有形固定資産合計 105,759 1.0 86,202 0.8 △19,556

２．無形固定資産      

（１）連結調整勘定 68,415 －  

（２）のれん － 55,044  

（３）その他 48,113 54,693  

無形固定資産合計 116,529 1.0 109,737 1.0 △6,791

３．投資その他の資産

（１）投資有価証券 ※４ 263,658 92,876  

（２）繰延税金資産 381,139 380,222  

（３）その他 513,922 452,059  

（４）貸倒引当金 △7,244 △7,012  

投資その他の資産合計 1,151,475 10.4 918,146 8.3 △233,328

固定資産合計 1,373,764 12.4 1,114,087 10.1 △259,676

資産合計 11,074,307 100.0 11,013,070 100.0 △61,236
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前連結会計年度
（平成18年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成19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 1,430,343 1,280,221  

２．短期借入金 95,820 780,000  

３．未払法人税等 127,959 11,017  

４．賞与引当金 57,212 55,047  

５．その他 308,922 333,767  

流動負債合計 2,020,257 18.2 2,460,053 22.3 439,795

Ⅱ　固定負債

１．負ののれん － 566  

２．退職給付引当金 44,852 54,700  

３．役員退職慰労引当金 290,187 247,453  

４．その他 38,272 38,462  

固定負債合計 373,312 3.4 341,182 3.1 △32,130

負債合計 2,393,570 21.6 2,801,235 25.4 407,665

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,339,634 12.1  1,339,634 12.2 －

２．資本剰余金   2,698,526 24.4  2,698,526 24.5 －

３．利益剰余金   4,672,259 42.2  4,297,642 39.0 △374,617

４．自己株式   △130,421 △1.2  △130,599 △1.2 △177

株主資本合計   8,579,998 77.5  8,205,203 74.5 △374,794

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  6,471 0.1 △29,560

２．繰延ヘッジ損益   － －  159 0.0 159

　　評価・換算差額等合計   36,032 0.3  6,631 0.1 △29,401

Ⅲ　少数株主持分   64,705 0.6  － － △64,705

純資産合計   8,680,736 78.4  8,211,834 74.6 △468,901

負債純資産合計   11,074,307 100.0  11,013,070 100.0 △61,236
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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 14,729,321 100.0 20,655,287 100.0 5,925,965

Ⅱ　売上原価 12,284,141 83.4 17,938,774 86.8 5,654,632

売上総利益 2,445,179 16.6 2,716,513 13.2 271,333

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．貸倒引当金繰入額 － 199

２．給料手当 961,297 1,055,615

３．賞与引当金繰入額 46,272 54,428

４．役員退職慰労
　　引当金繰入額

8,726 1,563

５．賃借料 308,228 316,547

６．連結調整勘定償却額 7,751 －

７．のれん償却額 － 15,699

８．その他 ※１ 1,525,222 2,857,500 19.4 1,572,978 3,017,032 14.7 159,532

営業損失 412,320 △2.8 300,518 △1.5 111,801

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 8,022 9,040

２．受取配当金 157 185

３．受取手数料 219,866 －

４．為替差益 118,753 85,541

５．デリバティブ評価益 59,517 －

６．投資有価証券売却益 81 1,335

７．消費税等還付加算金 3,457 483

８．連結調整勘定償却額 1,355 －

９．負ののれん償却額 － 799

１０．その他 22,747 433,958 2.9 29,844 127,229 0.6 △306,729

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 16,523 12,880

２．貸倒引当金繰入額 7,147 －

３．支払手数料 17,913 16,942

４．売掛債権譲渡損 13,921 13,211

５．その他 8,404 63,909 0.4 5,911 48,945 0.2 △14,964

経常損失 42,271 △0.3 222,235 △1.1 △179,963
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前連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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 28 50

２．役員退職慰労
　　引当金戻入益

 75 75

３．貸倒引当金戻入益 3,660 －

４．投資有価証券売却益 18,000 48,932

５．デリバティブ解約益 － 4,741

６．保証債務取崩益 176 21,940 0.1 7 53,807 0.3 31,867

Ⅶ　特別損失

１．前期損益修正損  10,389 3,030

２．固定資産除却損 ※３ 4,731 2,273

３．減損損失 ※４ 17,111 1,691

４．投資有価証券売却損  － 2,734

５．投資有価証券評価損  2,826 35,058 0.2 21,015 30,746 0.2 △4,312

税金等調整前
　　　　当期純損失

55,389 △0.4 199,173 △1.0 △143,784

法人税、住民税
　　　　及び事業税

146,482 41,852

法人税等調整額 △175,643 △29,160 △0.2 16,947 58,799 0.2 87,960

少数株主利益 10,243 0.0 33 0.0 △10,209

当期純損失 36,472 △0.2 258,007 △1.2 △221,534
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（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   △36,472  △36,472

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) － － △157,262 △260 △157,522

平成18年12月31日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,672,259 △130,421 8,579,998

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    △36,472

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 △155,920

平成18年12月31日残高（千円） 36,032 36,032 64,705 8,680,736
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当連結会計年度（自 平成19年１月１日　至 平成19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18年12月31日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,672,259 △130,421 8,579,998

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △116,609  △116,609

当期純損失   △258,007  △258,007

自己株式の取得    △177 △177

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) － － △374,617 △177 △374,794

平成19年12月31日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,297,642 △130,599 8,205,203

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18年12月31日残高（千円） 36,032 － 36,032 64,705 8,680,736

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △116,609

当期純損失     △258,007

自己株式の取得     △177

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△29,560 159 △29,401 △64,705 △94,107

連結会計年度中の変動額合計(千円) △29,560 159 △29,401 △64,705 △468,901

平成19年12月31日残高（千円） 6,471 159 6,631 － 8,211,834
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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18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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(△)

△55,389 △199,173 △143,784

減価償却費 64,664 52,081 △12,582

のれん償却額 － 15,699 15,699

負ののれん償却額 － △799 △799

連結調整勘定償却額 6,396 － △6,396

減損損失 17,111 1,691 △15,419

投資有価証券評価損 2,826 21,015 18,189

貸倒引当金の増・減(△)額 3,486 101 △3,385

賞与引当金の増・減(△)額 15,056 △2,165 △17,221

退職給付引当金の
　　　　　　増・減(△)額

1,148 9,847 8,699

役員退職慰労引当金の
　　　　　　増・減(△)額

△49,611 △42,734 6,877

受取利息及び受取配当金 △8,179 △9,225 △1,046

支払利息 16,523 12,880 △3,642

為替差益 △1,299 △4,142 △2,843

投資有価証券売却益 △18,081 △50,267 △32,186

投資有価証券売却損 ― 2,734 2,734

有形固定資産売却益 △28 △50 △21

有形固定資産除却損 4,081 2,158 △1,923

無形固定資産除却損 649 115 △534

受取手数料 △219,866 ― 219,866

デリバティブ評価益 △59,517 ― 59,517

デリバティブ解約益 ― △4,741 △4,741

売上債権の増(△)・減額 2,152,004 △1,098,406 △3,250,411

たな卸資産の増(△)・減額 2,645,082 1,246,046 △1,399,036

仕入債務の増・減(△)額 △1,158,067 △150,100 1,007,967

未収消費税等の増(△)・減額 808,849 △90,857 △899,706

前渡金の増(△)・減額 △6,322 9,964 16,286

前受金の増・減(△)額 △989 12,257 13,246

役員賞与の支払額 △4,700 ― 4,700

その他 △136,738 △113,579 23,158

小計 4,019,089 △379,652 △4,398,741

株式会社ＰＡＬＴＥＫ（7587）　平成 19 年 12 月期決算短信

－ 15 －



前連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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 7,512 8,611 1,098

利息の支払額 △19,031 △13,178 5,853

手数料の受取額 219,866 － △219,866

法人税等の還付額 － 61,998 61,998

法人税等の支払額 △210,915 △226,609 △15,693

営業活動による
キャッシュ・フロー

4,016,521 △548,829 △4,565,350

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 △44,005 △24,098 19,906

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

△23,915 △2,230 21,685

投資有価証券の
　　　　　売却による収入

49,641 146,755 97,113

関係会社株式取得による支出 △11,220 △64,546 △53,326

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

 ※２ 99,953 － △99,953

有形固定資産の
　　　　　取得による支出

△19,183 △8,075 11,107

有形固定資産の
　　　　　売却による収入

4,804 137 △4,667

無形固定資産の
　　　　　取得による支出

△15,988 △27,490 △11,501

出資金の売却による収入 18 － △18

貸付けによる支出 △500 △959 △459

貸付金の回収による収入 235 914 679

保険の解約による収入 － 41,865 41,865

その他の投資等の増加額 △25,864 △37,585 △11,721

その他の投資等の減少額 61,016 77,031 16,014

投資活動による
キャッシュ・フロー

114,992 101,717 △13,274
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前連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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 △3,124,000 690,000 3,814,000

長期借入金の返済による支出 △1,045,730 △5,820 1,039,910

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 △260 △177 83

少数株主への配当金の支払額 △665 △555 110

配当金の支払額 △116,746 △117,270 △523

財務活動による
キャッシュ・フロー

△5,037,402 566,176 5,603,579

Ⅳ　現金及び現金同等物に
　　　　　　係る換算差額

1,336 4,199 2,862

Ⅴ　現金及び現金同等物の
　　　　　　増・減(△)額

△904,552 123,263 1,027,816

Ⅵ　現金及び現金同等物の
　　　　　　　　期首残高

3,013,168 2,108,616 △904,552

Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　　　　　　　期末残高

2,108,616 2,231,879 123,263

 

株式会社ＰＡＬＴＥＫ（7587）　平成 19 年 12 月期決算短信

－ 17 －



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18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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　　　　　　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。

（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

（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。

　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。

　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。
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項目
前連結会計年度

（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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）

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同　　　左

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

（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。

①　商品

　移動平均法による原価法

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

　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。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、法人税法の

改正に伴い、平成19年４月１日以降

取得の固定資産については、改正法

人税法に規定する償却方法により減

価償却費を計上しております。

　この変更による損益に与える影響

は軽微であります。
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項目
前連結会計年度

（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

(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

 

（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

　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、当社及びすべての連結子会

社は、役員退職慰労金制度を凍結し

ております。

　当社及び連結子会社は、それぞれ

の凍結の日以降の新たな繰り入れは

行っておりません。

（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18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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、当社及び一

部の連結子会社が実施しております。

　当社は、事業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

同　　　左

(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。

――――――

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

―――――― 　のれん及び負ののれんの償却については、

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。

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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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8,616,030千円であります。

　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18年１月１日

至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

―――――― （連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん」、

「負ののれん」として表示しております。

―――――― （連結損益計算書）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「のれん償却額」、「負ののれん償却額」として表示

しております。

―――――― （連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「のれん償却額」、「負ののれん償却額」として表示

しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年12月31日現在）

　１．売掛債権譲渡担保高 14,077千円 　１．売掛債権譲渡担保高 16,558千円

　２．債権流動化による遡及義務 53,113千円 　２．債権流動化による遡及義務 94,275千円

３．偶発債務

　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

主張反論しており、全面的に争っております。

３．偶発債務

　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、審理の過程で損害賠償

義務がないことを主張反論しておりましたが、平成

20年１月23日に結審いたしました。平成20年４月25

日に判決の予定でありますが、現時点で結果を予測

することは困難であります。

※４．非連結子会社株式 1,796千円 ※４．非連結子会社株式 1,796千円

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。

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

8,750,000千円

借入実行残高 50,000

差引額 8,700,000

当座貸越契約の総額 6,550,000千円

借入実行残高 780,000

差引額 5,770,000
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

※１．研究開発費の総額 ※１．　　　　――――――

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 28千円 工具器具備品 50千円

※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 4,081千円

ソフトウエア 649千円

建物 778千円

工具器具備品 1,380千円

ソフトウエア 115千円

※４．減損損失 ※４．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。

　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

横浜市
遊休 工具器具備品 1,691千円

　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。

　当社は、販売活動の撤退を決定した事業に係る資

産グループを遊休資産として取り扱い、その帳簿価

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、上記遊休資産については、使用価値と正味

売却価額のいずれも認められないため、回収可能額

をゼロとして測定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（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 188,415 532 ― 188,947

合計 188,415 532 ― 188,947

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加532株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．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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当連結会計年度（自 平成19年１月１日　至 平成19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 188,947 400 ― 189,347

合計 188,947 400 ― 189,347

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加400株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．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19年３月24日

定時株主総会
普通株式 116,609 10 平成18年12月31日 平成19年３月26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20年３月29日

定時株主総会
普通株式 116,605  利益剰余金 10 平成19年12月31日 平成20年３月31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18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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18年12月31日現在） （平成19年12月31日現在）

（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

（千円）

現金及び預金勘定 2,295,984

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △64,105

現金及び現金同等物 2,231,879

※２．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

額と同社株式取得による収入（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

※２．　　　　――――――
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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 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

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）

車両運搬具 36,252 18,389 17,863

ソフトウエア 18,894 17,459 1,434

合計 55,147 35,849 19,297

（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 11,671千円

１年超 17,988千円

合計 29,660千円

１年内 7,520千円

１年超 12,616千円

合計 20,137千円

（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 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

支払リース料 11,858千円

減価償却費相当額 10,967千円

支払利息相当額 770千円

（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 1,135千円

１年超 1,078千円

合計 2,214千円

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,078千円

１年超 －千円

合計 1,078千円
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（有価証券関係）

（前連結会計年度）（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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（当連結会計年度）（平成19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 8,704 20,576 11,871

（２）債券

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

（３）その他 ― ― ―

小計 8,704 20,576 11,871

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 ― ― ―

（２）債券

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

（３）その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 8,704 20,576 11,871

（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もののうち、減損処理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）

142,768 50,267 △2,734

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 876

投資事業組合等への出資金 69,627

合計 70,503
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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18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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、

先物為替予約取引及び通貨オプション取引でありま

す。

（１）取引の内容

同　　　左

（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、当社は、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。

（２）取引に対する取り組み方針及び利用目的

同　　　左

（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、当社グループの

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。

（３）取引に係るリスクの内容

同　　　左

（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、事業計

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。

（４）取引に係るリスク管理体制

同　　　左
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２．取引の時価等に関する事項

区分 種類

前連結会計年度（平成18年12月31日） 当連結会計年度（平成19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）

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。
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（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322,972千円、当連結会計年度末313,014千円でありま

す。

２．退職給付債務

前連結会計年度
（平成18年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成19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）

△206,127

161,275

△44,852

△236,325

181,625

△54,700

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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）

25,162

24,549

6,453

861

57,026

32,407

23,791

10,718

―

66,917

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18年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成19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
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（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

付与日（平成13年５月１日）

以降、権利確定日（平成15年

４月30日）まで、当社、また

は当社がその株式を20％以上

保有する会社の取締役、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。ま

たは、その地位を喪失した日

から３ヶ月以内であること。

付与日（平成14年５月１日）

以降、権利確定日（平成16年

４月30日）まで、当社、また

は当社がその株式を20％以上

保有する会社の取締役、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。ま

たは、その地位を喪失した日

から３ヶ月以内であること。

付与日（平成15年７月１日）

以降、権利確定日（平成18年

５月31日）まで、当社または

当社子会社、当社持分法適用

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。または、

その地位を喪失した日から

３ヶ月以内であること。

対象勤務期間
平成13年５月１日

～平成15年４月30日

平成14年５月１日

～平成16年４月30日

平成15年７月１日

～平成18年５月31日

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

付与日（平成16年６月１日）

以降、権利確定日（平成18年

５月31日）まで、当社または

当社子会社、当社持分法適用

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。または、

その地位を喪失した日から２

年以内であること。

付与日（平成17年６月１日）

以降、権利確定日（平成19年

５月31日）まで、当社または

当社子会社、当社持分法適用

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。または、

その地位を喪失した日から２

年以内であること。

付与日（平成18年４月25日）

以降、権利確定日（平成21年

３月31日）まで、当社または

当社子会社、当社持分法適用

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。または、

その地位を喪失した日から

３ヶ月以内であること。

対象勤務期間
平成16年６月１日

～平成18年５月31日

平成17年６月１日

～平成19年５月31日

平成18年４月25日

～平成21年３月31日

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 － － 70,000

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － 70,000

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 143,300 172,000 －

権利確定 － － 70,000

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 110,000 80,000 －

付与 － － 277,200

失効 － － 5,900

権利確定 110,000 － －

未確定残 － 80,000 271,300

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 110,000 － －

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） － － －

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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当連結会計年度（自 平成19年１月１日　至 平成19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

付与日（平成13年５月１日）

以降、権利確定日（平成15年

４月30日）まで、当社、また

は当社がその株式を20％以上

保有する会社の取締役、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。ま

たは、その地位を喪失した日

から３ヶ月以内であること。

付与日（平成14年５月１日）

以降、権利確定日（平成16年

４月30日）まで、当社、また

は当社がその株式を20％以上

保有する会社の取締役、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。ま

たは、その地位を喪失した日

から３ヶ月以内であること。

付与日（平成15年７月１日）

以降、権利確定日（平成18年

５月31日）まで、当社または

当社子会社、当社持分法適用

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。または、

その地位を喪失した日から

３ヶ月以内であること。

対象勤務期間
平成13年５月１日

～平成15年４月30日

平成14年５月１日

～平成16年４月30日

平成15年７月１日

～平成18年５月31日

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

付与日（平成16年６月１日）

以降、権利確定日（平成18年

５月31日）まで、当社または

当社子会社、当社持分法適用

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。または、

その地位を喪失した日から２

年以内であること。

付与日（平成17年６月１日）

以降、権利確定日（平成19年

５月31日）まで、当社または

当社子会社、当社持分法適用

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。または、

その地位を喪失した日から２

年以内であること。

付与日（平成18年４月25日）

以降、権利確定日（平成21年

３月31日）まで、当社または

当社子会社、当社持分法適用

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。または、

その地位を喪失した日から

３ヶ月以内であること。

対象勤務期間
平成16年６月１日

～平成18年５月31日

平成17年６月１日

～平成19年５月31日

平成18年４月25日

～平成21年３月31日

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 126,300 149,500 60,000

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 4,500 6,000 －

未行使残 121,800 143,500 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 － 80,000 271,300

付与 － － －

失効 － － 20,000

権利確定 － 80,000 －

未確定残 － － 251,300

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 110,000 － －

権利確定 － 80,000 －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 110,000 80,000 －
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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） － － －

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18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19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 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 17,278

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 311,183

その他 29,322

小計 536,209

評価性引当額 △67,087

繰延税金資産合計 469,122

（千円）

未払事業税 2,445

棚卸資産評価損否認 30,411

未払製品補償費否認 6,170

賞与引当金否認 19,831

退職給付引当金否認 21,961

役員退職慰労引当金否認 101,173

投資有価証券評価損否認 9,285

繰越欠損金 427,906

その他 22,327

小計 641,514

評価性引当額 △179,343

繰延税金資産合計 462,170

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △13,671

関係会社株式の

 税務上の簿価修正額
△20,581

貸倒引当金の修正 △10,433

その他 △6,420

繰延税金負債合計 △51,106

繰延税金資産の純額 418,015

未収事業税 △4,616

その他有価証券評価差額金 △3,361

関係会社株式の

 税務上の簿価修正額
△20,581

貸倒引当金の修正 △8,485

その他 △3,516

繰延税金負債合計 △40,562

繰延税金資産の純額 421,607

　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 36,876

固定資産－繰延税金資産 381,139

流動資産－繰延税金資産 41,385

固定資産－繰延税金資産 380,222

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 56.18

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 △8.26

税効果会計適用後の

 法人税等の負担率
52.65

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
△4.68

受取配当金等益金不算入 0.79

役員賞与社外流出 △1.97

のれん償却 △3.04

住民税均等割 △2.93

特定外国子会社留保利益 △3.26

外国税額控除額 1.96

評価性引当額増減による影響 △56.48

その他 △0.55

税効果会計適用後の

 法人税等の負担率
△29.52
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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18年１月１日　至 平成18年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成19年１月１日

　至 平成19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。

　当連結会計年度（自 平成19年１月１日　至 平成19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18年１月１日 至 平成18年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成19年１月１日

　至 平成19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18年１月１日　至 平成18年12月31日）

　　該当事項はありません。

　当連結会計年度（自 平成19年１月１日　至 平成19年12月31日）

　　該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
　至 平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年12月31日)

────── アルファ電子株式会社の完全子会社化

　当社は平成19年２月20日をもって、当社の連結子会社で

あるアルファ電子株式会社の株式を取得し、同社は当社の

完全子会社となりました。なお、連結財務諸表の作成にあ

たっては、期首において株式の追加取得が行われたものと

みなして処理しております。

(１)被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合の

法的形式、並びに取引の目的を含む取引の概要

①被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業　アルファ電子株式会社

事業の内容　半導体の販売

②企業結合の法的形式

株式取得

③取引の目的を含む取引の概要

　当社は、主として関西圏の販売力及び、アナログ

半導体事業の強化をはかることを目的に、同社を完

全子会社といたしました。

(２)被取得企業の取得原価及びその内訳

①被取得企業の取得原価

64,546千円

②取得原価の内訳

株式取得費用　64,546千円

全て現金で支出しております。

(３)実施した会計処理の概要

　「連結財務諸表原則　第四　５　子会社株式の追加

取得及び一部売却等」に基づき会計処理をしておりま

す。

(４)発生したのれんの金額等

①のれんの金額

978千円

②発生原因

　企業結合時の時価純資産のうち少数株主に帰属す

る金額が取得原価を下回ったため、その差額をのれ

んとして認識いたしました。

③償却の方法及び償却期間

　のれんの償却については、５年の定額法で償却し

ております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 738円88銭

１株当たり当期純損失 3円13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。

１株当たり純資産額 704円24銭

１株当たり当期純損失 22円13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18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当期純損失（千円） 36,472 258,007

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円） 36,472 258,007

期中平均株式数（株） 11,661,101 11,660,738

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

275,800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5,213個（新株予約権の行

使により発行される株式数

521,300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

265,300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5,013個（新株予約権の行

使により発行される株式数

501,300株）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第25期
（平成18年12月31日現在）

第26期
（平成19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 1,170,180 1,166,662  

２．受取手形 112,239 173,141  

３．売掛金  1,397,108 2,503,841  

４．商品 1,664,350 840,943  

５．貯蔵品 6,287 7,363  

６．前払費用 44,425 38,857  

７．繰延税金資産 18,159 38,186  

８．短期貸付金 ※４ 2,900,000 2,400,000  

９．未収入金  562 96,852  

10．未収還付法人税等  60,695 2,819  

11．未収消費税等 148,413 260,629  

12．その他  21,178 1,491  

13．貸倒引当金 △394 △431  

流動資産合計 7,543,207 78.2 7,530,356 78.8 △12,850

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

（１）建物 118,858 118,858

減価償却累計額 83,735 35,122 89,144 29,713  

（２）工具器具備品 348,985 335,968

減価償却累計額 298,672 50,313 296,963 39,004  

有形固定資産合計 85,436 0.9 68,718 0.7 △16,717

２．無形固定資産

（１）電話加入権 2,577 2,577  

（２）ソフトウエア 38,308 37,761  

無形固定資産合計 40,886 0.4 40,338 0.4 △547
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第25期
（平成18年12月31日現在）

第26期
（平成19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）

３．投資その他の資産

（１）投資有価証券 236,955 71,125  

（２）関係会社株式 1,121,319 1,185,866  

（３）破産債権、再生債
権、更生債権その
他これらに準ずる
債権

－ 161  

（４）長期前払費用 196 120  

（５）繰延税金資産 329,178 363,419  

（６）敷金・保証金 131,851 131,775  

（７）保険積立金 152,532 169,481  

（８）従業員長期貸付金 579 624  

（９）貸倒引当金 － △161  

投資その他の資産合計 1,972,613 20.5 1,922,412 20.1 △50,201

固定資産合計 2,098,935 21.8 2,031,469 21.2 △67,466

資産合計 9,642,143 100.0 9,561,826 100.0 △80,317
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第25期
（平成18年12月31日現在）

第26期
（平成19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．買掛金  812,930 400,356  

２．短期借入金  － 730,000  

３．未払金  125,385 153,207  

４．未払費用  32,658 30,495  

５．未払法人税等 4,483 10,747  

６．預り金 31,733 25,531  

７．賞与引当金 39,379 36,793  

８．その他  104 4,995  

流動負債合計 1,046,676 10.8 1,392,128 14.6 345,451

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 19,395 24,627  

２．役員退職慰労引当金 197,897 196,022  

３．その他 38,272 38,462  

固定負債合計 255,564 2.7 259,111 2.7 3,547

負債合計 1,302,241 13.5 1,651,240 17.3 348,998

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,339,634 13.9  1,339,634 14.0 －

２．資本剰余金         

（１）資本準備金  1,678,512   1,678,512    

資本剰余金合計   1,678,512 17.4  1,678,512 17.6 －

３．利益剰余金         

（１）利益準備金  46,100   46,100    

（２）その他利益剰余金         

別途積立金  5,400,000   5,400,000    

繰越利益剰余金  △24,116   △423,224    

利益剰余金合計   5,421,983 56.3  5,022,875 52.5 △399,107

４．自己株式   △130,421 △1.4  △130,599 △1.4 △177

株主資本合計   8,309,709 86.2  7,910,423 82.7 △399,285

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  30,192 0.3  3 0.0 △30,189

２．繰延ヘッジ損益   － －  159 0.0 159

評価・換算差額等合計   30,192 0.3  162 0.0 △30,030

純資産合計   8,339,901 86.5  7,910,586 82.7 △429,315

負債純資産合計   9,642,143 100.0  9,561,826 100.0 △80,317
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(2）損益計算書

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19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 6,541,972 100.0 10,079,733 100.0 3,537,760

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 3,861,459 1,664,350

２．当期商品仕入高 3,056,326 7,753,220

３．当期商品加工原価 ※１ 48,040 42,447

計 6,965,827 9,460,019

４．他勘定振替高 ※２ 6,576 8,383

５．商品期末たな卸高 1,664,350 5,294,900 80.9 840,943 8,610,692 85.4 3,315,792

売上総利益 1,247,071 19.1 1,469,040 14.6 221,968

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．貸倒引当金繰入額 － 198

２．役員報酬 141,429 146,159

３．給料手当 685,637 689,417

４．賞与 197,861 171,325

５．福利厚生費 111,668 108,911

６．賞与引当金繰入額 38,639 36,175

７．賃借料 228,207 223,580

８．減価償却費 54,044 39,384

９．支払手数料 96,133 89,845

10．その他 ※３ 418,201 1,971,822 30.2 426,012 1,931,008 19.2 △40,813

営業損失 724,750 △11.1 461,968 △4.6 262,782
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第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19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）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 19,384 28,563

２．受取配当金  5,286 5,396

３．受取手数料 219,866 －

４．為替差益 82,928 99,444

５．関係会社業務委託手数
料収入

－ 18,651

６．投資有価証券売却益 81 1,335

７．その他 30,561 358,108 5.5 14,209 167,600 1.7 △190,507

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 12,848 11,341

２．支払手数料 13,222 16,942

３．手形債権譲渡損 4,468 2,633

４．売掛債権譲渡損 5,788 6,196

５．その他 2,815 39,142 0.6 3,274 40,389 0.4 1,246

経常損失 405,784 △6.2 334,757 △3.3 71,027

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益  18,000 48,932

２．役員退職慰労引当金戻
入益

 75 75

３．貸倒引当金戻入益 3,771 －

４．保証債務取崩益 176 22,022 0.3 7 49,015 0.5 26,993

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※４ 4,731 1,308

２．減損損失 ※６ 17,111 1,691

３．投資有価証券評価損  － 20,000

４．投資有価証券売却損  － 21,842 0.3 2,734 25,735 0.3 3,892

税引前当期純損失 405,605 △6.2 311,476 △3.1 94,128

法人税、住民税及び事
業税

4,330 4,730

法人税等調整額 △185,385 △181,055 △2.8 △33,708 △28,978 △0.3 152,076

当期純損失 224,549 △3.4 282,498 △2.8 △57,948
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(3）株主資本等変動計算書

第25期（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

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 317,047 5,763,147 △130,161 8,651,134

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △116,614 △116,614  △116,614

当期純損失     △224,549 △224,549  △224,549

自己株式の取得       △260 △260

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － △341,164 △341,164 △260 △341,425

平成18年12月31日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 △24,116 5,421,983 △130,421 8,309,709

評価・換算差額等
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） 27,092 27,092 8,678,226

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △116,614

当期純損失   △224,549

自己株式の取得   △260

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

3,100 3,100 3,100

事業年度中の変動額合計（千円） 3,100 3,100 △338,325

平成18年12月31日残高（千円） 30,192 30,192 8,339,901
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第26期（自 平成19年１月１日　至 平成19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

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 △24,116 5,421,983 △130,421 8,309,709

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △116,609 △116,609  △116,609

当期純損失     △282,498 △282,498  △282,498

自己株式の取得       △177 △177

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － △399,107 △399,107 △177 △399,285

平成19年12月31日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 △423,224 5,022,875 △130,599 7,910,423

評価・換算差額等

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18年12月31日残高（千円） 30,192 － 30,192 8,339,901

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △116,609

当期純損失    △282,498

自己株式の取得    △177

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

△30,189 159 △30,030 △30,030

事業年度中の変動額合計（千円） △30,189 159 △30,030 △429,315

平成19年12月31日残高（千円） 3 159 162 7,910,586
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重要な会計方針

項目
第25期

（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

（１）子会社株式

移動平均法による原価法

（１）子会社株式

同　　　左

（２）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、売却原価は移動平均

法により算定）

（２）その他有価証券

時価のあるもの

　同　　　左

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

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同　　　左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

（１）商品

移動平均法による原価法

（１）商品

同　　　左

（２）貯蔵品

最終仕入原価法

（２）貯蔵品

同　　　左

４．固定資産の減価償却の方

法

（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）については定額法)

　主な耐用年数は、建物10年～45年、

工具器具備品５年～15年であります。

（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）については定額法)

　主な耐用年数は、建物10年～45年、

工具器具備品５年～15年であります。

（会計方針の変更）

　当事業年度より、法人税法の改正

に伴い、平成19年４月１日以降取得

の固定資産については、改正法人税

法に規定する償却方法により減価償

却費を計上しております。

　この変更による損益に与える影響

は軽微であります。

（２）無形固定資産

定額法

　主な耐用年数は、自社利用のソフ

トウエア５年であります。

（２）無形固定資産

同　　　左

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

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
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項目
第25期

（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

６．引当金の計上基準 （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。

（１）貸倒引当金

同　　　左

（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。

（２）賞与引当金

同　　　左

（３）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業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。

（３）退職給付引当金

同　　　左

（４）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、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。

（４）役員退職慰労引当金

同　　　左

７．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
第25期

（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

８．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。

（１）ヘッジ会計の方法

同　　　左

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引

（２）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

（３）ヘッジ方針

　事業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。

（３）ヘッジ方針

　同　　　左

（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。

（４）ヘッジ有効性評価の方法

同　　　左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同　　　左

会計処理方法の変更

第25期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

第26期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ――――――

　当事業年度より、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

り税引前当期純損失は、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、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。
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第25期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

第26期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ――――――

　当事業年度より、「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8,339,901千円であります。

　また、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。　

表示方法の変更

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

（貸借対照表） ――――――

　「短期貸付金」は、前事業年度まで流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、重要性が増し

たため区分掲記いたしました。

　なお、前事業年度の「短期貸付金」は50,000千円で

あります。

注記事項

（貸借対照表関係）

第25期
（平成18年12月31日現在）

第26期
（平成19年12月31日現在）

　１．債権流動化による遡及義務 53,113千円 　１．債権流動化による遡及義務 94,275千円

２．偶発債務 ２．偶発債務

（１）関係会社の金融機関からの借入金に対する保

証

（１）関係会社の金融機関からの借入金に対する保

証

アルファ電子株式会社 95,820千円 アルファ電子株式会社 70,000千円

（２）関係会社の仕入債務に対する保証 （２）関係会社の仕入債務に対する保証

エヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社

453,595千円

アルファ電子株式会社 157,479千円

エヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社

521,115千円

アルファ電子株式会社 121,831千円

３．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事業年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

３．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と

当座貸越契約を締結しております。これら契約に基

づく当事業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

7,900,000千円

借入実行残高 ―

差引額 7,900,000

当座貸越契約の総額 6,200,000千円

借入実行残高 700,000

差引額 5,500,000

※４．関係会社に対する資産 ※４．関係会社に対する資産

短期貸付金 2,900,000千円 短期貸付金 2,400,000千円
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（損益計算書関係）

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

※１．仕入商品のプログラミング加工、検査、選別等の作

業に係る費用であり、その内訳は次のとおりであり

ます。

※１．仕入商品のプログラミング加工、検査、選別等の作

業に係る費用であり、その内訳は次のとおりであり

ます。

労務費 19,065千円

外注費 8,739

減価償却費 5,475

その他 14,759

計 48,040

労務費 18,109千円

外注費 4,342

減価償却費 4,741

その他 15,253

計 42,447

※２．他勘定振替高は、商品を広告宣伝費その他に振替え

た額であります。

※２．　　　　　　　同　　　左

※３．研究開発費の総額 ※３．　　　　――――――

一般管理費に含まれる研究開

発費

1,715千円

※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 4,081千円

ソフトウエア 649千円

工具器具備品 1,193千円

ソフトウエア 115千円

※５．減損損失 ※５．減損損失

　当社は、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

　当社は、全社及び遊休資産を、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。

　当社は、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

横浜市
遊休 工具器具備品 1,691千円

　当社は、全社及び遊休資産を、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。

　販売活動の撤退を決定した事業に係る資産グルー

プを遊休資産として取り扱い、その帳簿価額を回収

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、上記遊休資産については、使用価値と正味

売却価額のいずれも認められないため、回収可能額

をゼロとして測定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

第25期（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

自己株式

普通株式 188,415 532 ― 188,947

合計 188,415 532 ― 188,947

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加532株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

第26期（自 平成19年１月１日　至 平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

自己株式

普通株式 188,947 400 ― 189,347

合計 188,947 400 ― 189,347

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加400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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（リース取引関係）

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

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

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）

ソフトウエア 18,600 18,600 ―

車両運搬具 29,880 11,407 18,473

合計 48,480 30,007 18,473

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）

車両運搬具 29,880 16,387 13,493

合計 29,880 16,387 13,493

（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 4,942千円

１年超 14,155千円

合計 19,097千円

１年内 5,093千円

１年超 9,062千円

合計 14,155千円

（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 10,868千円

減価償却費相当額 10,137千円

支払利息相当額 702千円

支払リース料 5,448千円

減価償却費相当額 4,980千円

支払利息相当額 505千円

（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

（有価証券関係）

　前事業年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）及び当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成

19年12月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19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）

賞与引当金否認 16,003

役員退職慰労引当金否認 80,425

繰越欠損金 261,534

その他 23,865

小計 381,829

評価性引当額 △493

繰延税金資産合計 381,336

（千円）

棚卸資産評価損否認 16,224

賞与引当金否認 14,952

投資有価証券評価損否認 8,223

退職給付引当金否認 10,008

役員退職慰労引当金否認 79,663

繰越欠損金 373,545

その他 8,206

小計 510,825

評価性引当額 △88,284

繰延税金資産合計 422,540

繰延税金負債 繰延税金負債

未収還付事業税 △4,295

関係会社株式の

 税務上の簿価修正額
△20,581

その他有価証券評価差額金 △9,121

繰延税金負債合計 △33,998

繰延税金資産の純額 347,337

関係会社株式の

 税務上の簿価修正額
△20,581

その他 △352

繰延税金負債合計 △20,934

繰延税金資産の純額 401,606

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

の差異の原因の項目別内訳

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

の差異の原因の項目別内訳

（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
△2.30

住民税均等割 △1.17

受取配当金益金不算入額 7.67

評価性引当額増減による影響 △0.12

その他 △0.08

税効果会計適用後の

 法人税等の負担率
44.64

 

（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
△2.13

住民税均等割 △1.52

受取配当金益金不算入額 0.49

評価性引当額増減による影響 △28.18

税効果会計適用後の

 法人税等の負担率
9.30
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（１株当たり情報）

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

１株当たり純資産額    715円20銭

１株当たり当期純損失 19円26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。

１株当たり純資産額 678円41銭

１株当たり当期純損失 24円23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株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第25期
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

第26期
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当期純損失（千円） 224,549 282,498

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円） 224,549 282,498

期中平均株式数（株） 11,661,101 11,660,738

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

275,800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5,213個（新株予約権の行

使により発行される株式数

521,300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

265,300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5,013個（新株予約権の行

使により発行される株式数

501,300株）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

平成20年３月29日開催予定の当社第26期定時株主総会において、下記のとおり役員の異動を予定しております。

① 代表取締役の異動

　　該当事項はありません。

② その他の役員の異動

　・新任取締役候補

　　　　取締役（社外）　　　新村　勉（現　ソニー株式会社　社友、エルピーダメモリ株式会社　社外取締役）

(2）その他

 該当事項はありません。
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