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１．平成20年６月中間期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 10,171 11.5 58 － 139 － 56 －

19年６月中間期 9,125 53.4 △311 － △267 － △291 －

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

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年６月中間期 4 81 － －

19年６月中間期 △24 98 － －

19年12月期 △22 13 － －

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 －百万円 19年６月中間期 －百万円 19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

20年６月中間期 11,460 8,148 71.1 698 85

19年６月中間期 11,273 8,210 72.8 704 07

19年12月期 11,013 8,211 74.6 704 24

（参考）自己資本 20年６月中間期 8,148百万円 19年６月中間期 8,210百万円 19年12月期 8,211百万円

(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

20年６月中間期 76 △101 74 2,280

19年６月中間期 △799 35 787 2,134

19年12月期 △548 101 566 2,231

２．配当の状況

１株当たり配当金

（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

19年12月期 － － － － － － 10 00 10 00

20年12月期 － － － － － －

20年12月期（予想） － － － － 10 00 10 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 21,000 1.7 100 － 155 － 60 － 5 14
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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）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(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） 20年６月中間期 11,849,899株 19年６月中間期 11,849,899株 19年12月期 11,849,899株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 189,515株 19年６月中間期 189,067株 19年12月期 189,347株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35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20年６月中間期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 6,169 44.2 39 － 217 － 121 －

19年６月中間期 4,278 18.4 △383 － △351 － △310 －

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

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年６月中間期 10 39

19年６月中間期 △26 61

19年12月期 △24 23

(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

20年６月中間期 10,400 7,912 76.1 678 59

19年６月中間期 9,894 7,911 80.0 678 51

19年12月期 9,561 7,910 82.7 678 41

（参考）自己資本 20年６月中間期 7,912百万円 19年６月中間期 7,911百万円 19年12月期 7,910百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 12,800 27.0 80 － 242 － 135 － 11 57

※　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３ページ「当期の見通し」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当中間期の経営成績

当中間連結会計期間における日本経済は、サブプライムローン問題の影響や原油・原材料価格の高騰などにより景

気の後退感、企業業績の悪化が顕著となり、また個人消費も停滞しました。当社グループが属するエレクトロニクス

市場におきましても、景気の先行き不透明感から、これまで市場を牽引してきた薄型テレビやデジタルカメラなどの

成長にも鈍化が見られ、需要が低迷しております。

このような市場環境の中、当社グループは、ＰＬＤソリューションにおいては、ザイリンクス製品のＰＬＤシェア

拡大に注力いたしました。アナログソリューションにおいては、これまで売上を牽引していた携帯端末市場が低迷し

ている状況を見据え、他の分野での新規の案件発掘に注力し、急成長しているＡＳＳＰソリューションにおいても、

各ＡＳＳＰ製品の新規案件発掘に注力いたしました。また、メモリ価格下落から回復が遅れているメモリソリューショ

ンにおいては産業機器、小口顧客向けの販売に注力いたしました。

売上高につきましては、ＰＬＤソリューション及びＡＳＳＰソリューションにおいては、大手顧客に対する通信機

器及び放送機器向け案件が牽引し、顧客層も順調に拡大していることから大幅に増加いたしました。一方、アナログ

ソリューションにおいては、複数の顧客において携帯端末向け案件が低調に推移していること、メモリソリューショ

ンにおいては、昨年の年央来下落が続いたメモリ製品の需給環境が未だ回復していないことを受け、売上高は低調に

推移しております。この結果、当中間連結会計期間の売上高は、ＰＬＤソリューションとＡＳＳＰソリューションの

大幅な売上高増がアナログソリューション、メモリソリューションの不調を上回り、前年同期比11.5％増の101億７千

１百万円となりました。

営業利益につきましては、売上高の伸長及び売上総利益率の改善により売上総利益額が増加したこと、更に経費節

減を継続していることにより改善し、５千８百万円（前中間連結会計期間は、３億１千１百万円の営業損失）を計上

いたしました。

経常利益につきましては、第１四半期において急速な円高進行の影響を受け為替差益が発生したこと、投資有価証

券の売却益が発生したことにより、経常利益１億３千９百万円（前中間連結会計期間は、２億６千７百万円の経常損

失）を計上いたしました。

中間純利益につきましては、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における係争案件の和解

が成立し、訴訟和解金２千６百万円を計上したこと等により、５千６百万円（前中間連結会計期間は、２億９千１百

万円の中間純損失）となりました。

※　PLD（Programmable Logic Device）：特定用途向けカスタム品

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

 ②当期の見通し

第３四半期以降の日本経済を展望いたしますと、サブプライムローン問題の影響による金融不安や、原油・資材価

格の高騰などによる景気の後退感が一層高まっており、不透明感が強まっております。

このような市場環境の中、主力のＰＬＤソリューションにおいては、大手顧客でのシェア拡大、顧客層の拡大によ

り、売上高の底上げを図ってまいります。携帯端末の買換えサイクルの長期化などの影響を受け売上高が減少してい

るアナログソリューションにおいては、薄型テレビや高機能アナログ半導体の需要の高い通信機器および産業機器な

どの成長分野での案件獲得に注力し、売上高回復を図ってまいります。通信機器向け案件などで売上が堅調に伸長し

ているＡＳＳＰソリューションにおいては、それぞれの分野で実績のあるお客様の案件にフォーカスした営業活動を

行い、確実に採用案件を増やしていく計画です。メモリソリューションにおいては、需給環境の改善には未だ時間が

かかることを想定し、引き続き産業機器向けや小口顧客での販売に注力いたします。

通期の業績見通しにつきましては、第２四半期までの業績を反映するとともに、後退感の強まっている下半期につ

いて今後の経済環境および各ソリューションの事業環境予測を勘案し、下記の通り修正いたします。

当社グループの連結通期業績予想は、売上高210億円（前期比1.7％増）、営業利益１億円（前連結会計年度は３億

円の営業損失）、経常利益１億５千５百万円（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６千

万円（前連結会計年度は２億５千８百万円の当期純損失）を計画しております。また、当社個別通期業績予想は、売

上高128億円（前期比27.0％増）、営業利益８千万円（前連結会計年度は４億６千１百万円の営業損失）、経常利益２

億４千２百万円（前連結会計年度は３億３千４百万円の経常損失）、当期純利益は１億３千５百万円（前連結会計年

度は２億８千２百万円の当期純損失）を計画しております。
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(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当中間連結会計期間末の総資産は、主として現金及び預金、売上債権及びたな卸資産の増加等により、前中間連結

会計期間末と比較して１億８千７百万円増加し、114億６千万円となりました。

負債については、主に支払手形及び買掛金が増加したこと等により、前中間連結会計期間末と比較して２億４千８

百万円増加し、33億１千２百万円となりました。

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、投資有価証券処分に伴いその他有価証券評価差

額金が減少したこと等により、前中間連結会計期間末と比較して６千１百万円減少し、81億４千８百万円となりまし

た。

② キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間に比べ１億４千５百万円増加し、当中間

連結会計期間末には22億８千万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産が増加したものの、税金等調整前中間純利益を１

億１千２百万円（前中間連結会計期間は２億７千４百万円の税金等調整前中間純損失）計上したこと、売上債権の減

少及び仕入債務の増加等により、７千６百万円の収入（前中間連結会計期間は７億９千９百万円の支出）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、定期預金の預け入れによる支出等により、１億１百万円の支

出（前中間連結会計期間は３千５百万円の収入）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、借入れの実施等により、７千４百万円の収入（前中間連結会

計期間は７億８千７百万円の収入）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

平成20年６月
中間期

自己資本比率 68.4％ 65.0％ 77.8％ 74.6％ 71.1％

時価ベースの自己資本比率 59.0％ 40.6％ 51.0％ 44.3％ 35.7％

債務償還年数 1.5年 2.4年 0.0年 － 6.6年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 69.4倍 45.5倍 211.0倍 － 10.9倍

（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。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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20年12月期の連結業績予想及び個別業績予想に記載のとおりで

すが、１株当たり10円とさせていただく予定です。

(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、当該事項は当中間連結会計期間末現

在において判断したものであります。

① 半導体依存による変動要因

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

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

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

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

す。

② 特定仕入先への依存

当社グループの主要な取引先は、ザイリンクス社とナショナル セミコンダクター社であり、当中間連結会計期間に

おいて２社の商品売上高は、それぞれ連結売上高の約22％と約35％を占めます。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。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。
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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。
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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）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

ルな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．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

1.現金及び預金 2,186,963 2,426,335 2,295,984

2.受取手形及び売掛金 ※6 4,287,689 4,418,336 5,070,103

3.たな卸資産 2,591,185 3,138,835 1,992,042

4.未収入金 842,287 245,457 374,761

5.その他 117,663 178,668 166,630

6.貸倒引当金 △392 △568 △540

流動資産合計 10,025,397 88.9 10,407,064 90.8 9,898,982 89.9

Ⅱ　固定資産

1.有形固定資産 ※1 101,220 0.9 84,759 0.8 86,202 0.8

2.無形固定資産

(1)のれん 62,893 47,194 55,044

(2)その他 51,510 45,650 54,693

無形固定資産合計 114,404 1.0 92,845 0.8 109,737 1.0

3.投資その他の資産

(1)投資有価証券 177,710 85,064 92,876

(2)その他 862,086 798,080 832,282

(3)貸倒引当金 △7,495 △6,922 △7,012

投資その他の資産合計 1,032,302 9.2 876,221 7.6 918,146 8.3

固定資産合計 1,247,927 11.1 1,053,827 9.2 1,114,087 10.1

資産合計 11,273,324 100.0 11,460,891 100.0 11,013,070 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

1.支払手形及び買掛金 ※6 1,192,362 1,467,182 1,280,221

2.短期借入金 1,000,000 970,000 780,000

3.賞与引当金 71,515 74,829 55,047

4.役員賞与引当金 4,900 － －

5.その他 460,359 452,432 344,785

流動負債合計 2,729,136 24.2 2,964,444 25.9 2,460,053 22.3

Ⅱ　固定負債

1.負ののれん 649 485 566

2.退職給付引当金 47,694 61,099 54,700

3.役員退職慰労引当金 247,453 247,453 247,453

4.その他 38,366 38,557 38,462

固定負債合計 334,164 3.0 347,595 3.0 341,182 3.1

負債合計 3,063,301 27.2 3,312,039 28.9 2,801,235 25.4

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

1.資本金 1,339,634 11.9 1,339,634 11.7 1,339,634 12.2

2.資本剰余金 2,698,526 24.0 2,698,526 23.5 2,698,526 24.5

3.利益剰余金 4,264,364 37.8 4,237,110 37.0 4,297,642 39.0

4.自己株式 △130,480 △1.2 △130,657 △1.1 △130,599 △1.2

株主資本合計 8,172,044 72.5 8,144,613 71.1 8,205,203 74.5

Ⅱ　評価・換算差額等

1.その他有価証券
　　　　評価差額金

34,225 0.3 3,663 0.0 6,471 0.1

2.繰延ヘッジ損益 3,752 0.0 575 0.0 159 0.0

評価・換算差額等合計 37,978 0.3 4,239 0.0 6,631 0.1

純資産合計 8,210,023 72.8 8,148,852 71.1 8,211,834 74.6

負債純資産合計 11,273,324 100.0 11,460,891 100.0 11,013,070 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日
　　至 平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日
　　至 平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自 平成19年１月１日
　　至 平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 9,125,829 100.0 10,171,032 100.0 20,655,287 100.0

Ⅱ　売上原価 7,899,530 86.6 8,631,195 84.9 17,938,774 86.8

売上総利益 1,226,298 13.4 1,539,837 15.1 2,716,513 13.2

Ⅲ　販売費及び
　　　　一般管理費

1.貸倒引当金繰入額 － 524 199

2.給料手当 530,444 533,242 1,055,615

3.賞与引当金繰入額 64,370 73,765 54,428

4.役員賞与引当金繰入額 4,900 － －

5.役員退職慰労引当金繰
入額

1,563 － 1,563

6.賃借料 158,259 156,252 316,547

7.のれん償却額 7,849 7,849 15,699

8.その他 770,682 1,538,068 16.8 710,139 1,481,773 14.5 1,572,978 3,017,032 14.7

営業利益又は損失(△) △311,769 △3.4 58,063 0.6 △300,518 △1.5

Ⅳ　営業外収益

1.受取利息 6,360 2,438 9,040

2.受取配当金 89 106 185

3.為替差益 44,347 69,766 85,541

4.投資有価証券売却益 － 14,759 1,335

5.消費税等還付加算金 483 872 483

6.負ののれん償却額 715 80 799

7.その他 16,944 68,940 0.8 10,626 98,650 1.0 29,844 127,229 0.6

Ⅴ　営業外費用

1.支払利息 5,461 6,158 12,880

2.支払手数料 9,471 441 16,942

3.手形債権譲渡損 1,549 1,504 2,633

4.売掛債権譲渡損 6,430 6,907 13,211

5.その他 1,725 24,637 0.3 2,167 17,180 0.2 3,277 48,945 0.2

経常利益又は損失(△) △267,466 △2.9 139,533 1.4 △222,235 △1.1
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前中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日
　　至 平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日
　　至 平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自 平成19年１月１日
　　至 平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

1.固定資産売却益 ※1 50 － 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 111 － －

4.投資有価証券売却益 15,782 － 48,932

5.デリバティブ解約益 4,741 － 4,741

6.その他 5 20,767 0.2 1 1 0.0 7 53,807 0.3

Ⅶ　特別損失

1.前期損益修正損  3,030 － 3,030

2.固定資産除却損 ※2 1,154 432 2,273

3.減損損失 ※3 － － 1,691

4.投資有価証券売却損  2,718 450 2,734

5.投資有価証券評価損  20,733 － 21,015

6.訴訟和解金 － 27,636 0.3 26,188 27,070 0.3 － 30,746 0.2

税金等調整前中間（当
期）純利益又は損失
(△)

△274,335 △3.0 112,465 1.1 △199,173 △1.0

法人税、住民税及び
　　　　　　事業税

28,690 9,667 41,852

法人税等調整額 △11,774 16,915 0.2 46,724 56,392 0.5 16,947 58,799 0.2

少数株主利益 33 0.0 － － 33 0.0

中間（当期）純利益又
は損失(△)

△291,285 △3.2 56,073 0.6 △258,007 △1.2
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △116,609  △116,609

中間純損失   △291,285  △291,285

自己株式の取得    △58 △58

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △407,895 △58 △407,953

平成19年６月30日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,264,364 △130,480 8,172,044

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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △116,609

中間純損失     △291,285

自己株式の取得     △58

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△1,806 3,752 1,946 △64,705 △62,759

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△1,806 3,752 1,946 △64,705 △470,713

平成19年６月30日残高（千円） 34,225 3,752 37,978 － 8,210,023
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当中間連結会計期間（自 平成20年１月１日　至 平成20年６月30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19年12月31日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,297,642 △130,599 8,205,203

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △116,605  △116,605

中間純利益   56,073  56,073

自己株式の取得    △58 △58

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △60,532 △58 △60,590

平成20年６月30日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,237,110 △130,657 8,144,613

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19年12月31日残高（千円） 6,471 159 6,631 8,211,834

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当    △116,605

中間純利益    56,073

自己株式の取得    △58

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△2,808 416 △2,391 △2,391

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△2,808 416 △2,391 △62,982

平成20年６月30日残高（千円） 3,663 575 4,239 8,148,852
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日
　 至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日
　 至 平成20年６月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
（自 平成19年１月１日
　 至 平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
　　キャッシュ・フロー

税金等調整前中間(当期)
　純利益又は損失(△)

△274,335 112,465 △199,173

減価償却費 25,317 23,914 52,081

のれん償却額 7,849 7,849 15,699

負ののれん償却額 △715 △80 △799

減損損失 － － 1,691

投資有価証券評価損 20,733 － 21,015

貸倒引当金の
　　　　　増・減(△)額

△111 403 101

賞与引当金の
　　　　　増・減(△)額

14,302 19,782 △2,165

役員賞与引当金の増加額 4,900 － －

退職給付引当金の増加額 2,842 6,399 9,847

役員退職慰労引当金の
　　　　　　減少額(△)

△42,734 － △42,734

受取利息及び受取配当金 △6,450 △2,544 △9,225

支払利息 5,461 6,158 12,880

投資有価証券売却益 △15,782 △14,759 △50,267

投資有価証券売却損 2,718 450 2,734

有形固定資産売却益 △50 － △50

有形固定資産除却損 1,038 432 2,158

無形固定資産除却損 115 － 115

保険解約益 △5,840 △4,364 △11,720

デリバティブ解約益 △4,741 － △4,741

訴訟和解金 － 26,188 －

売上債権の増(△)・減額 △320,918 646,397 △1,098,406

たな卸資産の
　　　　　増(△)・減額

653,335 △1,147,434 1,246,046

仕入債務の増・減(△)額 △237,981 186,961 △150,100

未収消費税等の
　　　　　増(△)・減額

28,806 156,016 △90,857

未収入金の増(△)・減額 △700,259 38,339 △85,637

未払金の増加額 102,873 77,457 8,679

前渡金の増(△)・減額 8,218 △26,748 9,964

前受金の増・減(△)額 21,273 △7,449 12,257

その他 △25,294 △50,114 △29,044

小計 △735,429 55,720 △379,652
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前中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日
　 至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日
　 至 平成20年６月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
（自 平成19年１月１日
　 至 平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受取額 6,269 2,636 8,611

利息の支払額 △5,202 △6,981 △13,178

訴訟和解金の支払額 － △26,188 －

法人税等の還付額 61,998 64,690 61,998

法人税等の支払額 △127,601 △13,691 △226,609

営業活動による
　　キャッシュ・フロー

△799,964 76,186 △548,829

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

△12,000 △122,024 △24,098

定期預金の
　　払戻による収入

－ 40,070 －

投資有価証券の
　　取得による支出

△2,230 － △2,230

投資有価証券の
　　売却による収入

75,490 16,293 146,755

関係会社株式
　　取得による支出

△64,546 － △64,546

有形固定資産の
　　取得による支出

△8,152 △11,166 △8,075

有形固定資産の
　　売却による収入

137 － 137

無形固定資産の
　　取得による支出

△8,048 △1,277 △27,490

貸付けによる支出 △150 △372 △959

貸付金の回収による収入 226 － 914

その他の投資等の増加額 △31,406 △30,862 △37,585

その他の投資等の減少額 86,492 7,394 118,896

投資活動による
　　キャッシュ・フロー

35,811 △101,944 101,717
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前中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日
　 至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日
　 至 平成20年６月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
（自 平成19年１月１日
　 至 平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動による
　　キャッシュ・フロー

短期借入金の純増額 910,000 190,000 690,000

長期借入金の
　　返済による支出

△5,820 － △5,820

自己株式の
　　取得による支出

△58 △58 △177

少数株主への
　　配当金の支払額

△555 － △555

配当金の支払額 △116,332 △115,634 △117,270

財務活動による
　　キャッシュ・フロー

787,233 74,306 566,176

Ⅳ　現金及び現金同等物に
　　係る換算差額

3,261 △152 4,199

Ⅴ　現金及び現金同等物の
　　　　増加額

26,341 48,396 123,263

Ⅵ　現金及び現金同等物の
　　期首残高

2,108,616 2,231,879 2,108,616

Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　中間期末(期末)残高

 2,134,957 2,280,276 2,231,879
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６月30日)

前連結会計年度
(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 (１)連結子会社の数　　３社 (１)連結子会社の数　　３社

連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称

　アルファ電子株式会社、株式

会社スピナカー・システムズ、

エヌエス・マイクロエレクトロ

ニクス株式会社

　同　　　左 　同　　　左

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

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

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

　非連結子会社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、中

間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため連結の範囲から除外

しております。

　同　　　左 　非連結子会社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、純

損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため

連結の範囲から除外しておりま

す。

２.持分法の適用に

　　　　関する事項

(１)持分法適用の関連会社数 (１)持分法適用の関連会社数 (１)持分法適用の関連会社数

－　社 －　社 －　社

(２)主要な持分法非適用の非連結子

会社の名称

(２)主要な持分法非適用の非連結子

会社の名称

(２)主要な持分法非適用の非連結子

会社の名称

アルファエレクトロンHK社 　同　　　左 　同　　　左

（持分法の適用から除いた理

由）

（持分法の適用から除いた理

由）

（持分法の適用から除いた理

由）

　持分法非適用の非連結子会社

は、それぞれ中間純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。

　同　　　左 　持分法非適用の非連結子会社

は、それぞれ連結純損益及び利

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。

３.連結子会社の（中間）

決算日等に関する事項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

　同　　　左 　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
前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６月30日)

前連結会計年度
(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

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(１)有価証券 (１)有価証券 (１)有価証券

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

・時価のあるもの ・時価のあるもの ・時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部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） 

　同　　　左 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

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 ・時価のないもの ・時価のないもの

移動平均法による原価法 　同　　　左 　同　　　左 

(２)デリバティブ (２)デリバティブ (２)デリバティブ

時価法 　同　　　左 　同　　　左 

(３)たな卸資産 (３)たな卸資産 (３)たな卸資産

①商品 ①商品 ①商品

移動平均法による原価法 　同　　　左 　同　　　左

②貯蔵品 ②貯蔵品 ②貯蔵品

最終仕入原価法 　同　　　左 　同　　　左 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(１)有形固定資産 (１)有形固定資産 (１)有形固定資産

　定率法（ただし、平成

10年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）は定

額法）を採用しております。

　主な耐用年数は、建物

10年～45年、車両運搬具６年、

工具器具備品５年～15年であ

ります。

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、

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。

　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。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しておりま

す。

　この変更による損益に与え

る影響は軽微であります。

　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
前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年12月31日)

(２)無形固定資産 (２)無形固定資産 (２)無形固定資産

　定額法を採用しております。

　主な耐用年数は自社利用ソ

フトウエア５年であります。 

　同　　　左 　同　　　左

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

(１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

　同　　　左 　同　　　左

(２)賞与引当金 (２)賞与引当金 (２)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基づき

計上しております。 

　同　　　左 　同　　　左

(３)役員賞与引当金 (３)　　────── (３)　　──────

　役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額の当中間連結会計期間負

担額を計上しております。

  

(４)退職給付引当金 (４)退職給付引当金 (４)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末

における退職給付債務の見込

額及び年金資産残高に基づき

計上しております。 

　同　　　左 　従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額及

び年金資産残高に基づき計上

しております。

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

　役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中

間連結会計期間末要支給額を

計上しております。

　なお、当社及びすべての連

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。

　同　　　左 　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。

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

為替予約の振当処理の対象と

なっている外貨建金銭債務は、

当該為替予約の円貨額に換算し

ております。

　同　　　左 　外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

為替予約の振当処理の対象と

なっている外貨建金銭債務は、

当該為替予約の円貨額に換算し

ております。
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項目
前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年12月31日)

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

　リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

　同　　　左 　同　　　左

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

(１)ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によってお

ります。

　但し、外貨建金銭債務を

ヘッジ対象とする為替予約に

ついては振当処理によってお

ります。 

　同　　　左 　同　　　左

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

・ヘッジ手段 ・ヘッジ手段 ・ヘッジ手段

為替予約取引 　同　　　左 　同　　　左

・ヘッジ対象 ・ヘッジ対象 ・ヘッジ対象

外貨建金銭債務及び外貨建

予定取引 

　同　　　左 　同　　　左

(３)ヘッジ方針 (３)ヘッジ方針 (３)ヘッジ方針

　デリバティブ取引は、当社

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。 

　同　　　左 　同　　　左

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

　ヘッジ対象のキャッシュ・

フローの変動の累計とヘッジ

手段のキャッシュ・フローの

変動の累計を半期毎に比較し、

両者の変動額等を基礎にして、

ヘッジ有効性を判断しており

ます。

　同　　　左 　同　　　左

(ト)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる事項

(ト)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる事項

(ト)その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

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

税抜方式によっております。 　同　　　左 　同　　　左

５.中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計

算書）における資金の

範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

　同　　　左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６月30日)

（中間連結貸借対照表） ──────

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」と

して掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「のれん」、「負ののれん」として表示しております。

（中間連結損益計算書） ──────

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期

間から「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。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） ──────

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期

間から「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。

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587）平成 20 年 12 月期 中間決算短信

－ 23 －



注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

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

450,703千円 448,653千円 447,546千円

 

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

78,800千円 54,910千円 94,275千円

 

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

14,995千円 14,375千円 16,558千円

 

　４．偶発債務 　４．　　　────── 　４．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。 

 　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。

　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３行と当座貸

越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。これら契

約に基づく当中間連結会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

 千円

当座貸越契約及び貸出

コミットメントの総額
6,350,000

借入実行残高 1,000,000

差引額

 

5,350,000

　５．当社及び一部の連結子会社にお

いては、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行５行と当座貸

越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。これら契

約に基づく当中間連結会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

 千円

当座貸越契約及び貸出

コミットメントの総額
6,950,000

借入実行残高 970,000

差引額

 

5,980,000

　５．当社及び一部の連結子会社にお

いては、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行５行と当座貸

越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

 

 千円

当座貸越契約の総額 6,550,000

借入実行残高 780,000

差引額 5,770,000

※６．中間連結会計期間末日満期手形 ※６．　　　────── ※６．　　　──────

　中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当中間連結会計期間の

末日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高

に含まれております。

  

受取手形 21,689千円

支払手形 2,723千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年12月31日)

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

工具器具備品 50千円 工具器具備品 50千円

※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳

建物 778千円

工具器具備品 260千円

ソフトウエア 115千円

建物 153千円

工具器具備品 278千円

建物 778千円

工具器具備品 1,380千円

ソフトウエア 115千円

※３．　　　────── ※３．　　　────── ※３．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

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、回収可能価額を

ゼロとして測定しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30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）

当連結中間会計期間

増加株式数（株）

当連結中間会計期間

減少株式数（株）

当連結中間会計期間末

株式数（株）

発行済株式 

普通株式 11,849,899 － － 11,849,899

合計 11,849,899 － － 11,849,899

自己株式

普通株式（注） 188,947 120 － 189,067

合計 188,947 120 － 189,067

（注）普通株式の自己株式の増加数120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）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自 平成20年１月１日　至 平成20年６月30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）

当連結中間会計期間

増加株式数（株）

当連結中間会計期間

減少株式数（株）

当連結中間会計期間末

株式数（株）

発行済株式 

普通株式 11,849,899 － － 11,849,899

合計 11,849,899 － － 11,849,899

自己株式

普通株式（注） 189,347 168 － 189,515

合計 189,347 168 － 189,515

（注）普通株式の自己株式の増加数168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20年３月29日

　　定時株主総会
普通株式 116,605 10 平成19年12月31日 平成20年３月31日

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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前連結会計年度（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（注） 188,947 400 － 189,347

合計 188,947 400 － 189,347

（注）普通株式の自己株式の増加数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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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６月30日)

前連結会計年度
(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中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

　１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

　１．現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成19年６月30日現在） （平成20年６月30日現在） （平成19年12月31日現在）

（千円)

現金及び預金勘定 2,186,963

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△52,006

現金及び現金同等物 2,134,957

（千円)

現金及び預金勘定 2,426,335

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△146,059

現金及び現金同等物 2,280,276

（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
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６月30日)

前連結会計年度
(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．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間
期末残高
相当額
(千円)

工具器具
備品

3,500 3,135 364

車両
運搬具

36,252 14,948 21,304

ソフト
ウエア

18,894 15,548 3,345

合計 58,647 33,632 25,014

 取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間
期末残高
相当額
(千円)

車両
運搬具

33,113 19,739 13,373

ソフト
ウエア

2,990 2,391 598

合計 36,103 22,131 13,971

 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)未経過リース料中間期末残高相

当額

(２)未経過リース料中間期末残高相

当額

(２)未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,452千円

１年超 16,440千円

合計 25,893千円

１年内 6,426千円

１年超 8,268千円

合計 14,694千円

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

(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 6,388千円

減価償却費相当額 5,878千円

支払利息相当額 459千円

支払リース料 3,961千円

減価償却費相当額 3,806千円

支払利息相当額 278千円

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 (４)減価償却費相当額の算定方法 (４)減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

同　　　左 同　　　左

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

　リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

同　　　左 同　　　左

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

　未経過リース料  　未経過リース料

１年内 1,157千円

１年超 494千円

合計 1,652千円

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）

（前中間連結会計期間末）（平成19年６月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得価額（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(１)株式 8,762 24,882 16,120

(２)債券

国債・地方債 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(３)その他 31,177 67,980 36,802

合計 39,939 92,862 52,922

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

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

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

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

し、減損処理を行っております。

２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 5,142

投資事業組合等への出資金 77,909
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（当中間連結会計期間末）（平成20年６月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得価額（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(１)株式 8,704 20,460 11,755

(２)債券

国債・地方債 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(３)その他 － － －

合計 8,704 20,460 11,755

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

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

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

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

し、減損処理を行っております。

２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 376

投資事業組合等への出資金 62,432
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（前連結会計年度末）（平成19年12月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得価額（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(１)株式 8,704 20,576 11,871

(２)債券

国債・地方債 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(３)その他 － － －

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.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
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（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成20年１月

１日　至 平成20年６月30日）及び前連結会計年度（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。

 

（ストック・オプション等関係）

　前中間連結会計期間（自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成20年１月

１日　至 平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成19年１月１日　至 平成19年12月31日）

　当社グループはストック・オプション等を付与していないため、該当事項はありません。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成20年１

月１日　至 平成20年６月30日）及び前連結会計年度（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

　前中間連結会計期間（自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成20年１

月１日　至 平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成19年１月１日　至 平成19年12月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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

　前中間連結会計期間（自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成20年１

月１日　至 平成20年６月30日）及び前連結会計年度（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。
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（企業結合等関係）

前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６月30日)

前連結会計年度
(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 ────── 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、中

間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。

　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。

(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。

(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。

(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。
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前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年12月31日)

(４)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。

────── (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。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６月30日)

前連結会計年度
(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 704円07銭

１株当たり中間純損失  24円98銭

１株当たり純資産額 698円85銭

１株当たり中間純利益 4円81銭

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株当たり中

間純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

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

 
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１株当たり中間（当期）純

利益金額又は純損失金額

中間（当期）純利益又は

損失（△）（千円）
△291,285 56,073 △258,007

普通株主に帰属しない

金額（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当

期）純利益又は損失

（△）（千円）

△291,285 56,073 △258,007

期中平均株式数（株） 11,660,858 11,660,506 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

中間（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の

概要

（旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権）

　新株引受権２種類（新株

引受権の行使により発行さ

れる株式数272,900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5,118個（新株予約権

の行使により発行される株

式数511,800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１種類（新株

引受権の行使により発行さ

れる株式数143,000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）

２種類3,151個（新株予約権

の行使により発行される株

式数315,100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）
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年12月31日)

────── ────── 係争事件の和解成立について

　「注記事項　（連結貸借対照表関

係）３．偶発債務」に記載のとおり、

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

東芝と係争中であり、平成20年１月23

日に結審し、平成20年４月25日に判決

の予定でありましたが、裁判所による

和解勧告を受け、平成20年３月11日に

大幅な負担軽減が見込まれる条件が

整ったことから、和解に応じる方が得

策と判断し、同日に和解が成立いたし

ました。

　なお、当該和解によるエヌエス・マ

イクロエレクトロニクス株式会社の負

担額は、26,188千円であり、平成20年

12月期に特別損失として計上いたしま

す。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,147,956 1,199,399 1,166,662

２．受取手形  42,588 51,467 173,141

３．売掛金 1,748,540 2,666,983 2,503,841

４．たな卸資産 1,208,490 1,904,071 848,306

５．短期貸付金 2,700,000 2,300,000 2,400,000

６．未収入金 ※2 702,490 224,174 357,482

７．その他  211,955 127,008 81,354

８．貸倒引当金 △298 △488 △431

流動資産合計 7,761,723 78.4 8,472,614 81.5 7,530,356 78.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※1 80,993 0.8 66,968 0.6 68,718 0.7

２．無形固定資産 43,308 0.5 32,115 0.3 40,338 0.4

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 1,333,590 1,249,071 1,256,991

(2)その他 674,522 579,699 665,581

(3)貸倒引当金 － △459 △161

投資その他の資産
合計

2,008,112 20.3 1,828,311 17.6 1,922,412 20.1

固定資産合計 2,132,415 21.6 1,927,395 18.5 2,031,469 21.2

資産合計 9,894,138 100.0 10,400,010 100.0 9,561,826 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 454,886 964,346 400,356

２．短期借入金 930,000 930,000 730,000

３．未払法人税等 6,617 9,279 10,747

４．賞与引当金 51,483 49,952 36,793

５．その他 285,511 271,023 214,230

流動負債合計 1,728,498 17.5 2,224,601 21.4 1,392,128 14.6

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 19,304 28,178 24,627

２．役員退職慰労引当金 196,022 196,022 196,022

３．その他 38,366 38,557 38,462

固定負債合計 253,693 2.5 262,757 2.5 259,111 2.7

負債合計 1,982,191 20.0 2,487,359 23.9 1,651,240 17.3
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前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 1,339,634 13.5 1,339,634 12.9 1,339,634 14.0

２．資本剰余金

(1)資本準備金 1,678,512 1,678,512 1,678,512

資本剰余金合計 1,678,512 17.0 1,678,512 16.1 1,678,512 17.6

３．利益剰余金

(1)利益準備金 46,100 46,100 46,100

(2)その他利益剰余金

別途積立金 5,400,000 5,400,000 5,400,000

繰越利益剰余金 △451,003 △418,645 △423,224

利益剰余金合計 4,995,096 50.5 5,027,454 48.3 5,022,875 52.5

４．自己株式 △130,480 △1.3 △130,657 △1.2 △130,599 △1.4

株主資本合計 7,882,763 79.7 7,914,943 76.1 7,910,423 82.7

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

25,431 0.3 △2,868 △0.0 3 0.0

２．繰延ヘッジ損益 3,752 0.0 575 0.0 159 0.0

評価・換算差額等合計 29,184 0.3 △2,292 △0.0 162 0.0

純資産合計 7,911,947 80.0 7,912,650 76.1 7,910,586 82.7

負債純資産合計 9,894,138 100.0 10,400,010 100.0 9,561,826 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度の要約損益計算書
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 4,278,052 100.0 6,169,681 100.0 10,079,733 100.0

Ⅱ　売上原価 3,684,443 86.1 5,183,583 84.0 8,610,692 85.4

売上総利益 593,609 13.9 986,098 16.0 1,469,040 14.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 977,159 22.9 946,127 15.4 1,931,008 19.2

営業利益又は損失
(△)

△383,550 △9.0 39,970 0.6 △461,968 △4.6

Ⅳ　営業外収益 ※1 52,812 1.3 189,967 3.1 167,600 1.7

Ⅴ　営業外費用 ※2 20,321 0.5 12,651 0.2 40,389 0.4

経常利益又は損失
(△)

△351,059 △8.2 217,286 3.5 △334,757 △3.3

Ⅵ　特別利益 ※3 15,959 0.4 1 0.0 49,015 0.5

Ⅶ　特別損失 ※4,5 23,093 0.6 728 0.0 25,735 0.3

税引前中間(当期)純
利益又は損失(△)

△358,194 △8.4 216,559 3.5 △311,476 △3.1

法人税、住民税及び
事業税

2,365 2,365 4,730

法人税等調整額 △50,281 △47,916 △1.1 93,010 95,375 1.5 △33,708 △28,978 △0.3

中間(当期)純利益又
は損失(△)

△310,277 △7.3 121,183 2.0 △282,498 △2.8
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30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

中間会計期間中の変動額

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

中間純損失     △310,277 △310,277  △310,277

自己株式の取得       △58 △58

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
        

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － △426,887 △426,887 △58 △426,945

平成19年６月30日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 △451,003 4,995,096 △130,480 7,882,763

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

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △116,609

中間純損失    △310,277

自己株式の取得    △58

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△4,761 3,752 △1,008 △1,008

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△4,761 3,752 △1,008 △427,954

平成19年６月30日残高（千円） 25,431 3,752 29,184 7,911,947

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587）平成 20 年 12 月期 中間決算短信

－ 40 －



当中間会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30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

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当     △116,605 △116,605  △116,605

中間純利益     121,183 121,183  121,183

自己株式の取得       △58 △58

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
        

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － 4,578 4,578 △58 4,519

平成20年６月30日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 △418,645 5,027,454 △130,657 7,914,943

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19年12月31日残高（千円） 3 159 162 7,910,586

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △116,605

中間純利益    121,183

自己株式の取得    △58

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△2,871 416 △2,455 △2,455

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△2,871 416 △2,455 2,064

平成20年６月30日残高（千円） △2,868 575 △2,292 7,912,650
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１．資産の評価基準

　　　及び評価方法

(１)有価証券 (１)有価証券 (１)有価証券

①その他有価証券 ①その他有価証券 ①その他有価証券

・時価のあるもの ・時価のあるもの ・時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部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）

　同　　　左 　決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部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）

・時価のないもの ・時価のないもの ・時価のないもの

移動平均法による原価法 　同　　　左 　同　　　左

②子会社株式 ②子会社株式 ②子会社株式

移動平均法による原価法 　同　　　左 　同　　　左 

(２)デリバティブ (２)デリバティブ (２)デリバティブ

時価法 　同　　　左 　同　　　左 

(３)たな卸資産 (３)たな卸資産 (３)たな卸資産

①商品 ①商品 ①商品

移動平均法による原価法 　同　　　左 　同　　　左

②貯蔵品 ②貯蔵品 ②貯蔵品

最終仕入原価法 　同　　　左 　同　　　左 

２．固定資産の

　　減価償却の方法

(１)有形固定資産 (１)有形固定資産 (１)有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）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）

　当中間会計期間より、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。 

　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。 

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

　この変更による損益に与え

る影響は軽微であります。

　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 (２)無形固定資産 (２)無形固定資産

　定額法を採用しております。

　主な耐用年数は、自社利用の

ソフトウエア５年であります。

　同　　　左 　同　　　左
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

３．引当金の計上基準 (１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

　同　　　左 　同　　　左

(２)賞与引当金 (２)賞与引当金 (２)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えて、

賞与支給見込額の当中間会計期

間負担額を計上しております。

　同　　　左 　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。

(３)退職給付引当金 (３)退職給付引当金 (３)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務の見込額及び年金

資産残高に基づき計上しており

ます。

　同　　　左 　従業員の退職給付に備えるた

め、当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。

(４)役員退職慰労引当金 (４)役員退職慰労引当金 (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、内規に基づく中間会

計期間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。

　同　　　左 　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．外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

　なお、為替予約の振当処理の対象

となっている外貨建金銭債務は、当

該為替予約の円貨額に換算しており

ます。

　同　　　左 　外貨建金銭債権債務は、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。

５．リース取引の

　　　　　処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

　同　　　左 　同　　　左
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

６．ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。

　但し、外貨建金銭債務をヘッ

ジ対象とする為替予約について

は振当処理によっております。 

　同　　　左 　同　　　左

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

・ヘッジ手段 ・ヘッジ手段 ・ヘッジ手段

為替予約取引 　同　　　左 　同　　　左

・ヘッジ対象 ・ヘッジ対象 ・ヘッジ対象

外貨建金銭債務及び外貨建

予定取引 

　同　　　左 　同　　　左

(３)ヘッジ方針 (３)ヘッジ方針 (３)ヘッジ方針

　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。

　同　　　左 　同　　　左

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

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動の累計とヘッジ手段

のキャッシュ・フローの変動の

累計を半期毎に比較し、両者の

変動額等を基礎にして、ヘッジ

有効性を判断しております。

　同　　　左 　同　　　左

７．その他中間財務諸表

(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 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。

　同　　　左 　同　　　左
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

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

391,441千円 385,385千円 386,108千円

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い 　２．　　　──────

　仮受消費税等及び仮払消費税等

は、相殺の上、相殺後の金額を流

動資産の「未収入金」に含めて表

示しております。

同　　　左

　３．債権流動化による遡及義務 　３．債権流動化による遡及義務 　３．債権流動化による遡及義務

78,800千円 54,910千円 94,275千円

　４．偶発債務 　４．偶発債務 　４．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

(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 アルファ電子株式会社 アルファ電子株式会社

 100,000千円  60,000千円  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

(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

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

549,065千円 257,319千円 521,115千円

アルファ電子株式会社 アルファ電子株式会社 アルファ電子株式会社

250,000千円 144,799千円 121,831千円

５．運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契

約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりで

あります。

千円

当座貸越契約及び貸出
コミットメントの総額 5,700,000

借入実行残高 900,000

差引額 4,800,000

５．運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契

約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりで

あります。

千円

当座貸越契約及び貸出
コミットメントの総額 6,700,000

借入実行残高 900,000

差引額 5,800,000

５．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。

 

千円

当座貸越契約の総額 6,200,000

借入実行残高 700,000

差引額 5,500,000
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 16,078千円

為替差益 14,151千円

受取利息 16,170千円

為替差益 148,699千円

受取利息 28,563千円

為替差益 99,444千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 4,838千円

支払手数料 9,471千円

手形債権譲渡損 1,549千円

売掛債権譲渡損 2,740千円

支払利息 5,747千円

手形債権譲渡損 1,504千円

売掛債権譲渡損 3,811千円

支払利息 11,341千円

支払手数料 16,942千円

手形債権譲渡損 2,633千円

売掛債権譲渡損 6,196千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．　　　────── ※３．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却

益
15,782千円

投資有価証券売却

益
48,932千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価

損
20,000千円

投資有価証券売却

損
2,718千円

固定資産除却損 278千円

投資有価証券売却

損
450千円

投資有価証券評価

損

20,000千円

投資有価証券売却

損

2,734千円

※５．　　　────── ※５．　　　────── ※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

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、回収可能価額を

ゼロとして測定しております。

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 11,390千円

無形固定資産 10,177千円

有形固定資産 11,124千円

無形固定資産 8,622千円

有形固定資産 23,907千円

無形固定資産 20,218千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式　（注） 188,947 120 － 189,067

合計 188,947 120 － 189,067

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加120株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式　（注） 189,347 168 － 189,515

合計 189,347 168 － 189,515

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加168株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（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

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式　（注） 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増加であります。

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587）平成 20 年 12 月期 中間決算短信

－ 48 －



（リース取引関係）

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(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

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

取得価額
相当額

(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間
期末残高
相当額
(千円)

車両
運搬具

29,880 13,897 15,983

合計 29,880 13,897 15,983

 

取得価額
相当額

(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間
期末残高
相当額
(千円)

車両
運搬具

29,880 18,877 11,003

合計 29,880 18,877 11,003

 

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)未経過リース料中間期末残高相

当額

(２)未経過リース料中間期末残高相

当額

(２)未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,017千円

１年超 11,627千円

合計 16,644千円

１年内 5,169千円

１年超 6,457千円

合計 11,627千円

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

(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 2,724千円

減価償却費相当額 2,490千円

支払利息相当額 265千円

支払リース料 2,724千円

減価償却費相当額 2,490千円

支払利息相当額 196千円

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 (４)減価償却費相当額の算定方法 (４)減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によっ

ております。

同　　　左 同　　　左

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

　リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

同　　　左 同　　　左

（有価証券関係）

　前中間会計期間末（平成19年６月30日）、当中間会計期間末（平成20年６月30日）及び前事業年度末（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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（１株当たり情報）

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(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 678円51銭

１株当たり中間純損失 26円61銭

１株当たり純資産額 678円59銭

１株当たり中間純利益 10円39銭

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株当たり中

間純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

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

 
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１株当たり中間（当期）純

利益金額又は純損失金額

中間（当期）純利益又は

損失(△)（千円）
△310,277 121,183 △282,498

普通株主に帰属しない

金額（千円）
－ － －

普通株式に係る中間

（当期）純利益又は損失

(△)（千円）

△310,277 121,183 △282,498

期中平均株式数（株） 11,660,858 11,660,506 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

中間（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の

概要

（旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権）

　新株引受権２種類（新株

引受権の行使により発行さ

れる株式数272,900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5,118個（新株予約権

の行使により発行される株

式数511,800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１種類（新株

引受権の行使により発行さ

れる株式数143,000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）

２種類3,151個（新株予約権

の行使により発行される株

式数315,100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
 該当事項はありません。
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