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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

20年12月期 20,726 ― 131 ― 286 ― 59 ―

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

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 ％ ％ ％

20年12月期 5.07 ― 0.7 2.7 0.6
19年12月期 △22.13 ― △3.1 △2.0 △1.5

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  ―百万円 19年12月期  ―百万円

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12月期 10,322 8,137 78.8 697.91
19年12月期 11,013 8,211 74.6 704.24

（参考） 自己資本   20年12月期  8,137百万円 19年12月期  8,211百万円

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12月期 664 △82 △346 2,466
19年12月期 △548 101 566 2,231

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 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年12月期 ― ― ― 10.00 10.00 116 ― 1.4
20年12月期 ― ― ― 10.00 10.00 116 197.2 1.4

21年12月期 
（予想）

― ― ― 5.00 5.00 ――― 5,830.1 ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期連結累計期間 6,200 △39.0 △325 ― △335 ― △215 ― △18.43

通期 17,500 △15.6 50 △61.9 30 △89.5 1 △98.3 0.09
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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  

（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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  11,849,899株 19年12月期  11,849,899株

② 期末自己株式数 20年12月期  189,668株 19年12月期  189,347株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

20年12月期 12,990 ― 88 ― 444 ― 247 ―

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

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

20年12月期 21.22 ―

19年12月期 △24.23 ―

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12月期 9,657 8,031 83.2 688.78
19年12月期 9,561 7,910 82.7 678.41

（参考） 自己資本 20年12月期  8,031百万円 19年12月期  7,910百万円

－ 2 －



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、米国発のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が世界に波及し、米

国の大手金融機関が破綻したことをきっかけに、特に年末にかけて急速な信用収縮、株安等の影響が増幅し、企業業

績や雇用情勢の悪化、個人消費の落ち込み等、世界同時不況の様相を呈しております。当社グループが属するエレク

トロニクス業界においても、実体経済の悪化とともに、企業の設備投資計画の縮小や凍結も顕著となり、輸出も急激

に減少し、また個人消費も急速に冷え込む等、厳しい環境が続いております。

このような市場環境の中、当社グループは、基盤事業でありますＰＬＤの仕入先変更を行った平成18年度に開始し

た事業再構築３年計画の最終年度となる当連結会計年度は、ＰＬＤ、アナログ、ＡＳＳＰ、メモリのそれぞれ４つの

ソリューション事業において売上拡大に取り組み、３期ぶりの黒字転換の実現に努めました。

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３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獲得を積極的に進

め、ＰＬＤシェア拡大に重点的に取り組みました。その結果、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が現れ、特にシェアの少ない中堅、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、顧客層の拡大も堅調に進んでいることにより、売上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、主な採用分野である携帯端末市場において、新しい料金プラン導入によって

端末価格が上昇したことや、２年契約など長期契約の普及で買い換えサイクルが長期化したことにより、売上高は低

調に推移しました。また価格競争が大変厳しい民生品の分野においても採用が不調に推移したため、売上高は減少し

ました。

ＡＳＳＰソリューションは、次世代の無線通信分野やインタフェース技術分野等においてリーダーシップをもつ複

数のＡＳＳＰ製品で構成されておりますが、当連結会計年度においては特にブロードバンド通信向け製品が牽引し、

またタッチパネル向け製品等も順調に売上を伸ばし、好調に推移しました。この結果、ＡＳＳＰソリューションは、

ＰＬＤ及びアナログソリューションと同規模の売上高を占めるまでに成長し、今後も当社グループの事業の３番目の

柱として注力していく所存です。

メモリソリューションにおいては、前連結会計年度の年央より顕著となった需給環境のアンバランスによる大幅な

価格下落は、当連結会計年度も年間を通じて継続し、売上高は低調に推移しましたが、年後半に民生品向けの大型案

件に採用されたことにより、売上高は若干ではありますが回復傾向となりました。

　こうした事業活動の結果、当連結会計年度の売上高は、アナログソリューションの売上高減少が顕著となったもの

の、ＰＬＤソリューションとＡＳＳＰソリューションが堅調に推移し、207億２千６百万円（前年同期比0.3％増）と

なりました。

　損益面につきましては、売上高は微増にとどまりましたが、相対的に売上総利益率の高いＰＬＤソリューションと

ＡＳＳＰソリューションが売上高を牽引したこと、第１四半期と第４四半期に円高基調で推移したこと等により売上

総利益率が改善したこと、また年初よりオペレーションの効率化とコスト削減に注力したこと等が功を奏し、営業利

益は大幅に改善し、１億３千１百万円（前連結会計年度は営業損失３億円）となりました。

　経常利益につきましては、第１四半期と第４四半期に急速に円高が進行し、為替差益が発生したこと等により、２

億８千６百万円（前連結会計年度は経常損失２億円２千２百万円）となりました。

　当期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、同社の繰延税金資産の取崩したこと等により、５千９百万円（前

連結会計年度は、２億５千８百万円の当期純損失）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

② 次期の見通し

次期の日本経済を展望いたしますと、昨年末以来、世界の実体経済の悪化は深刻さを増し、想定を上回るスピード

で景気後退が進んでおり、先行きは極めて不透明な状況です。エレクトロニクス分野におきましては、急速な市場縮

小を受けて、相次いで工場の統廃合や設備投資計画の先送りや凍結等が発表されており、特に上半期は極めて厳しい

事業環境が継続すると見込まれます。

このような厳しい経営環境を踏まえ、当社は平成20年12月８日に、当社の連結子会社であり、当社と同じく半導体

製品の販売を主体とするアルファ電子株式会社及びエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社の２社を吸収合併

して経営統合することを決議し、平成21日４月１日に予定している合併期日に向けて、統合準備を進めております。

当社グループとしては、経営統合により、当社の強みとする技術サポートやシステム提案をお客様に提供する体制を

強化してまいります。さらに、事業拠点の統合や物流機能の統合を図り、効率的でコスト競争力の高いロジスティッ
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クを提供してまいります。当社グループは、この度の吸収合併により、経営資源の効率的な活用による事業基盤の一

層の強化を図り、変化の激しい市場環境に迅速に対応しながら、事業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連結業績予想は、売上高175億円（前期比15.6％減）、営業利益５千万円

（前期比61.9％減）、経常利益３千万円（前期比89.5％減）、当期純利益は１百万円（前期比98.3％減）を計画して

おります。なお、個別業績予想につきましては、平成21年４月１日に予定している経営統合を受け、投資情報として

の重要性が大きくないと判断されるため、記載を省略いたしております。

(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、現金及び預金、未収消費税等が増加した一方で、主として売上債権が減少したこと等

により、前連結会計年度末と比較して６億９千１百万円減少し、103億２千１百万円となりました。

負債については、支払手形及び買掛金が減少したこと、および、短期借入れを返済したこと等により、前連結会計

年度末と比較して６億１千７百万円減少し、21億８千３百万円となりました。

純資産については、当期純利益を５千９百万円計上した一方で、配当を１億１千６百万円実施したこと等により、

前連結会計年度末と比較して７千４百万円減少し、81億３千７百万円となりました。

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２億３千４百万円増加し、

当連結会計年度末には24億６千６百万円となりました。

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、税金等調整前当期純利益を２億６千７百万円（前連結会計年

度は１億９千９百万円の税金等調整前当期純損失）計上したこと、および、売上債権の回収が進捗したこと等により、

６億６千４百万円の収入（前連結会計年度は５億４千８百万円の支出）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、定期預金の預入れを実施したこと等により、８千２百万円の

支出（前連結会計年度は１億１百万円の収入）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、および、配当金の支出等により、３

億４千６百万円の支出（前連結会計年度は５億６千６百万円の収入）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12月期

自己資本比率 68.4％ 65.0％ 77.8％ 74.6％ 78.8％

時価ベースの自己資本比率 59.0％ 40.6％ 51.0％ 44.3％ 31.1％

債務償還年数 1.5年 2.4年 0.0年 － 0.9年

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
69.4　 45.5　 211.0　 － 45.8

（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

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587）　平成 20 年 12 月期 決算短信

－ 4 －



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務め、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配当を維持しながら、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。

当連結会計年度の期末配当につきましては、通期業績は平成20年12月期の経営成績に記載のとおり、連結では、子

会社のエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社の繰延税金資産を取崩したことにより、５千９百万円の純利益

を計上するにとどまりましたが、平成18年からスタートさせた事業再構築の３年計画において目標とした黒字転換を

達成することができ、また個別業績では、２億４千７百万円の当期純利益を計上するまで業績回復を果たすことがで

きましたので、予定どおり１株当たり10円の期末配当を予定しております。また、次期の配当につきましては、事業

環境が大変厳しい中、当社グループとしては子会社の吸収合併による合理化推進と収益体質の改善を行い、通期業績

では黒字継続を見込んでおりますが、利益水準は極めて低くなると見込まれます。よって、期末配当金は、１株５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31％と約25％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、仕入先の代理店施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。なお、ナショナル セミコンダク

ター社との契約は、これまで子会社のアルファ電子株式会社とエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社でそれ

ぞれ締結されておりましたが、平成21年４月１日付けの吸収合併に伴い、平成21年２月１日付けで、当社と販売代理

店契約の締結を完了しております。

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。
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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、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、従来、中期的な目標として連結売上高500億円、営業利益率10％を掲げておりましたが、これを一

部変更することといたしました。今後、当社グループは事業基盤を強固とし、安定的に収益を確保する体制を構築す

ることを最優先課題として取り組み、目標とする経営指標を売上高500億円と営業利益率５％に変更いたします。

(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いては、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、グループ会社ではアナログ半導体の高い技術サポート力を要しており、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

当社グループが属しておりますエレクトロニクス業界は、市場環境としては、急速なグローバル化が進み、製品の

早期投入、機能、コスト、デザイン等すべての分野で激しい競争が繰り広げられております。また当社グループが取

り扱っております半導体商品やそれらの商品を搭載する電子機器は、高速化・高機能化が進んでおり、開発はますま

す複雑になっております。

このような状況の中で、当社が半導体製品を販売するお客様からはＰＬＤなどのロジック製品や、アナログ半導体、

メモリ製品などのそれぞれ単体での販売ではなく、お客様の基板設計や機器全体を勘案したシステム提案の要望が高

まっております。こうした環境を踏まえ、当社グループは、この度、平成20年12月８日に半導体製品の販売を主体と

するアルファ電子株式会社及びエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社を吸収合併することを発表し、経営統

合することにより、一体となって、商品の販売と当社の強みとする技術サポートやシステム提案をお客様に提供する

体制を強化してまいります。さらに、事業拠点の統合や物流機能の統合を図り、効率的でコスト競争力の高いロジス

ティックを提供してまいります。この度の吸収合併により、経営資源の効率的な活用による事業基盤の一層の強化を

図り、迅速な事業展開を推進してまいります。

(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19年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年12月31日現在）

区分
注記
番号

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 2,295,984 2,594,823

２．受取手形及び売掛金 5,070,103 4,175,960

３．たな卸資産 1,992,042 1,970,822

４．未収消費税等 280,084 471,568

５．繰延税金資産 41,385 200,876

６．その他 219,922 175,045

７．貸倒引当金 △540 △1,820

流動資産合計 9,898,982 89.9 9,587,276 92.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

（１）建物 151,313 143,194

減価償却累計額 111,994 39,319 118,060 25,134

（２）車両運搬具 920 －

減価償却累計額 874 46 － －

（３）工具器具備品 380,916 372,265

減価償却累計額 334,677 46,239 338,681 33,584

（４）土地 598 598

有形固定資産合計 86,202 0.8 59,316 0.6

２．無形固定資産

（１）のれん 55,044 39,345

（２）その他 54,693 49,382

無形固定資産合計 109,737 1.0 88,727 0.8

３．投資その他の資産

（１）投資有価証券 ※５ 92,876 55,501

（２）繰延税金資産 380,222 45,731

（３）その他 452,059 494,286

（４）貸倒引当金 △7,012 △9,344

投資その他の資産合計 918,146 8.3 586,175 5.7

固定資産合計 1,114,087 10.1 734,220 7.1

資産合計 11,013,070 100.0 10,321,497 100.0
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前連結会計年度
（平成19年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 1,280,221 809,822

２．短期借入金 780,000 550,000

３．未払法人税等 11,017 14,014

４．賞与引当金 55,047 50,762

５．その他 ※１ 333,767 436,607

流動負債合計 2,460,053 22.3 1,861,206 18.0

Ⅱ　固定負債

１．負ののれん 566 404

２．退職給付引当金 54,700 35,980

３．役員退職慰労引当金 247,453 247,453

４．その他 38,462 38,652

固定負債合計 341,182 3.1 322,491 3.2

負債合計 2,801,235 25.4 2,183,698 21.2

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  1,339,634 12.2 1,339,634 13.0

２．資本剰余金  2,698,526 24.5 2,698,526 26.1

３．利益剰余金  4,297,642 39.0 4,240,170 41.1

４．自己株式  △130,599 △1.2 △130,708 △1.3

株主資本合計  8,205,203 74.5 8,147,623 78.9

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券
　　　　評価差額金

 6,471 0.1 △8,259 △0.1

２．繰延ヘッジ損益  159 0.0 △1,564 △0.0

　　評価・換算差額等合計  6,631 0.1 △9,824 △0.1

純資産合計  8,211,834 74.6 8,137,798 78.8

負債純資産合計  11,013,070 100.0 10,321,497 100.0
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20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
（％）

Ⅰ　売上高 20,655,287 100.0 20,726,339 100.0

Ⅱ　売上原価 17,938,774 86.8 17,642,938 85.1

売上総利益 2,716,513 13.2 3,083,400 14.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．貸倒引当金繰入額 199 5,120

２．給料手当 1,055,615 1,073,159

３．賞与引当金繰入額 54,428 50,258

４．役員退職慰労
　　引当金繰入額

1,563 －

５．賃借料 316,547 310,785

６．のれん償却額 15,699 15,699

７．その他  1,572,978 3,017,032 14.7 1,496,982 2,952,005 14.3

営業利益又は損失(△) △300,518 △1.5 131,394 0.6

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 9,040 4,786

２．受取配当金 185 178

３．為替差益 85,541 159,993

４．投資有価証券売却益 1,335 14,759

５．消費税等還付加算金 483 872

６．負ののれん償却額 799 161

７．その他 29,844 127,229 0.6 14,031 194,782 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 12,880 14,683

２．支払手数料 16,942 3,466

３．売掛債権譲渡損 13,211 15,027

４．その他 5,911 48,945 0.2 6,333 39,511 0.2

経常利益又は損失(△) △222,235 △1.1 286,665 1.4
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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）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20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
（％）

Ⅵ　特別利益

１．前期損益修正益  － 9,284

２．固定資産売却益 ※１ 50 －

３．役員退職慰労
　　引当金戻入益

 75 －

４．投資有価証券売却益 48,932 9,559

５．デリバティブ解約益 4,741 －

６．保証債務取崩益 7 53,807 0.3 6 18,850 0.1

Ⅶ　特別損失

１．前期損益修正損  3,030 －

２．固定資産売却損 ※２　 － 80

３．固定資産除却損 ※３ 2,273 843

４．減損損失 ※４ 1,691 10,467

５．投資有価証券売却損  2,734 450

６．投資有価証券評価損  21,015 －

７．訴訟和解金  － 30,746 0.2 26,188 38,029 0.2

税金等調整前当期純
利益又は損失(△)

△199,173 △1.0 267,486 1.3

法人税、住民税
　　　　及び事業税

41,852 21,945

法人税等調整額 16,947 58,799 0.2 186,406 208,352 1.0

少数株主利益 33 0.0 － －

当期純利益又は損失(△) △258,007 △1.2 59,133 0.3
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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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当連結会計年度（自 平成20年１月１日　至 平成20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19年12月31日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,297,642 △130,599 8,205,203

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △116,605  △116,605

当期純利益   59,133  59,133

自己株式の取得    △109 △109

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) － － △57,471 △109 △57,580

平成20年12月31日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,240,170 △130,708 8,147,623

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △116,605

当期純利益    59,133

自己株式の取得    △109

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△14,731 △1,723 △16,455 △16,455

連結会計年度中の変動額合計(千円) △14,731 △1,723 △16,455 △74,036

平成20年12月31日残高（千円） △8,259 △1,564 △9,824 8,137,798
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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19年１月１日
至 平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
損失(△)

△199,173 267,486

減価償却費 52,081 45,958

のれん償却額 15,699 15,699

負ののれん償却額 △799 △161

減損損失 1,691 10,467

貸倒引当金の増加額 101 4,998

賞与引当金の減少額 △2,165 △4,284

退職給付引当金の
　　　　　　増・減(△)額

9,847 △18,719

役員退職慰労引当金の
減少額

△42,734 －

受取利息及び受取配当金 △9,225 △4,964

支払利息 12,880 14,683

為替差益 △4,142 －

為替差損 － 695

投資有価証券評価損 21,015 －

投資有価証券売却益 △50,267 △24,319

投資有価証券売却損 2,734 450

有形固定資産売却益 △50 －

有形固定資産売却損 － 80

有形固定資産除却損 2,158 843

無形固定資産除却損 115 －

デリバティブ解約益 △4,741 －

訴訟和解金 － 26,188

売上債権の増(△)・減額 △1,098,406 885,632

たな卸資産の減少額 1,246,046 13,338

仕入債務の増加額 △150,100 △470,399

未収消費税等の減少額 △90,857 △96,817

前渡金の増(△)・減額 9,964 △1,031

前受金の増・減(△)額 12,257 △10,968

その他 △113,579 10,702

小計 △379,652 665,558
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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）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受取額 8,611 4,720

利息の支払額 △13,178 △14,497

訴訟和解金の支払額 － △26,188

法人税等の還付額 61,998 64,690

法人税等の支払額 △226,609 △29,587

営業活動による
キャッシュ・フロー

△548,829 664,697

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 △24,098 △154,137

定期預金の払戻による収入 － 90,120

投資有価証券の
　　　　　取得による支出

△2,230 －

投資有価証券の
　　　　　売却による収入

146,755 34,393

関係会社株式取得による支出 △64,546 －

有形固定資産の
　　　　　取得による支出

△8,075 △8,643

有形固定資産の
　　　　　売却による収入

137 3

無形固定資産の
　　　　　取得による支出

△27,490 △15,318

貸付けによる支出 △959 △872

貸付金の回収による収入 914 356

保険の解約による収入 41,865 7,084

その他の投資等の増加額 △37,585 △36,257

その他の投資等の減少額 77,031 361

投資活動による
キャッシュ・フロー

101,717 △82,907
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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）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日）

区分
注記
番号

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・減(△)額 690,000 △230,000

長期借入金の返済による支出 △5,820 －

自己株式の取得による支出 △177 △109

少数株主への配当金の支払額 △555 －

配当金の支払額 △117,270 △116,499

財務活動による
キャッシュ・フロー

566,176 △346,608

Ⅳ　現金及び現金同等物に
　　　　　　係る換算差額

4,199 △358

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 123,263 234,822

Ⅵ　現金及び現金同等物の
　　　　　　　　期首残高

2,108,616 2,231,879

Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　　　　　　　期末残高

※１ 2,231,879 2,466,702
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20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

（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。

　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19年１月１日
至 平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20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

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。

（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。

(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。

（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。

(ロ）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　主な耐用年数は自社利用ソフトウ

エア５年であります。

(ロ）無形固定資産

同　　　左
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項目
前連結会計年度

（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日）

（３）重要な引当金の計上

基準

(イ）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(イ）貸倒引当金

同　　　左

(ロ）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(ロ）賞与引当金

同　　　左

(ハ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務の見込額及び年金資産残高に基

づき計上しております。

(ハ）退職給付引当金

同　　　左

(ニ）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

　なお、当社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）役員退職慰労引当金

同　　　左

（４）重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、為

替予約の振当処理の対象となっている外貨

建金銭債務は、当該為替予約の円貨額に換

算しております。

同　　　左

（５）重要なリース取引の

処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同　　　左
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項目
前連結会計年度

（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20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

　デリバティブ取引は、当社が実施

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。

(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．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。

同　　　左

７．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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表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20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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追加情報

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）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日）

―――――― （当社連結子会社の吸収合併について）

　当社は、平成20年12月８日に当社の連結子会社であ

るアルファ電子株式会社及びエヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社と平成21年４月１日を効力発生

日とする合併契約を締結しております。

（１）合併の目的

　当社、アルファ電子株式会社及びエヌエス・マイク

ロエレクトロニクス株式会社は、半導体製品の販売を

主たる業務内容としているため、吸収合併して経営統

合することにより、当社グループの経営資源の集中と

経営の効率化を図り、当社の強みとする技術サポート

やシステム提案力を強化することを目的としておりま

す。

（２）合併する相手会社の名称

　アルファ電子株式会社及びエヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社

（３）合併の方法

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、アルファ電

子株式会社及びエヌエス・マイクロエレクトロニクス

株式会社は解散いたします。

（４）合併比率及び合併交付金等

　アルファ電子株式会社及びエヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社は当社の100％子会社であるた

め、合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併

交付金はありません。

（５）相手会社の主な事業の内容、規模

　アルファ電子株式会社及びエヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社の平成20年12月期における概要

は、以下の通りであります。

①商号 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

②主な事業内容 半導体の販売 半導体の販売

③売上高 2,785,169千円 5,889,330千円

④当期純利益 8,201千円 △192,751千円

⑤資産 1,196,903千円 2,747,298千円

⑥負債 474,274千円 2,336,320千円

⑦資本金 97,200千円 90,000千円

⑧純資産 722,629千円 410,978千円

⑨従業員数 29名 47名

（６）合併の時期（効力発生日）

　平成21年４月１日（予定）
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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19年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年12月31日現在）

※１．　　　　―――――― ※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金 80,000千円

　担保付債務は次のとおりであります。

未払金（輸入に係る関税及び

消費税等の延納保証）

58,050千円

　２．売掛債権譲渡担保高 16,558千円 　２．売掛債権譲渡担保高 21,277千円

　３．債権流動化による遡及義務 94,275千円 　３．債権流動化による遡及義務 57,522千円

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、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．　　　　――――――

※５．非連結子会社株式 1,796千円 ※５．非連結子会社株式 1,796千円

６．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。

６．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。

当座貸越契約の総額 6,550,000千円

借入実行残高 780,000

差引額 5,770,000

当座貸越契約の総額 6,990,000千円

借入実行残高 550,000

差引額 6,440,000
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日）

※１．固定資産売却益の内訳 ※１．　　　　――――――

工具器具備品 50千円

※２．　　　　―――――― ※２．固定資産売却損の内訳

工具器具備品 80千円

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳

建物 778千円

工具器具備品 1,380千円

ソフトウエア 115千円

建物 153千円

車両運搬具 46千円

工具器具備品 643千円

※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

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。

　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

除却

予定

資産

建物

工具器具備品

2,399

492

千円

千円

東京都

港区

除却

予定

資産

建物

工具器具備品

5,593

11

千円

千円

大阪府

吹田市

除却

予定

資産

建物

工具器具備品

1,291

373

千円

千円

福岡県

福岡市

除却

予定

資産

工具器具備品 305千円

　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。

　当社グループは、平成21年３月に予定している移

転により利用見込みがなくなった資産グループを、

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、上記資産グループについては、使用価値に

より評価しておりますが、利用見込がないため、使

用価値はゼロとしております。
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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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当連結会計年度（自 平成20年１月１日　至 平成20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 189,347 321 － 189,668

合計 189,347 321 － 189,668

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加321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21年３月28日

定時株主総会
普通株式 116,602  利益剰余金 10 平成20年12月31日 平成21年３月30日

（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19年１月１日
至 平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20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19年12月31日現在） （平成20年12月31日現在）

（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

（千円）

現金及び預金勘定 2,594,823

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △128,121

現金及び現金同等物 2,466,702
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20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）

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

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 33,113 22,498 10,614

ソフトウエア 2,990 2,690 299

合計 36,103 25,189 10,913

（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 7,520千円

１年超 12,616千円

合計 20,137千円

１年内 6,203千円

１年超 5,355千円

合計 11,558千円

（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 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

支払リース料 7,362千円

減価償却費相当額 6,918千円

支払利息相当額 493千円

（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 1,078千円

１年超 －千円

合計 1,078千円

２．　　　　――――――
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（有価証券関係）

（前連結会計年度）（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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（当連結会計年度）（平成20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 164 692 527

（２）債券

国債・地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

（３）その他 ― ― ―

小計 164 692 527

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 164 692 527

（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）

34,393 24,319 450

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 376

投資事業組合等への出資金 52,636

合計 53,012

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587）　平成 20 年 12 月期 決算短信

－ 31 －



（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19年１月１日
至 平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20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

　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。

（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

　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。

（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

　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）及び当連結会計年度（自 平成20年１月１日

　至 平成20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。
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（退職給付関係）

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）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日）

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。

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

を採用しております。また、複数事業主制度に係る総

合設立型厚生年金基金制度である関東ＩＴソフトウェ

ア厚生年金基金に加入しております。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、自社の

拠出に対応する年金資産の額が合理的に計算できない

ため、「退職給付に係る会計基準注解」（注12）によ

り、年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理

しております。

　要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項は次のとおりであります。

（１）制度全体の積立状況に関する事項

（平成20年３月31日現在）

年金資産の額 145,958,047 千円

年金財政計算上の給付債務の額 140,968,069 千円

差引額 4,989,978 千円

（２）制度全体に占める当社の加入者数割合

（平成20年３月31日現在）

　0.20％

（３）補足説明

　上記（１）の差引額の主な要因は、以下の通りであ

ります。

別途積立金 12,896,353 千円

剰余金 5,860,542 千円

資産評価調整加算額 13,766,918 千円

２．退職給付債務

（１）退職給付債務 △236,325 千円

（２）年金資産残高 181,625 千円

退職給付引当金((1)＋(2)) △54,700 千円

２．退職給付債務に関する事項

（１）退職給付債務 △212,359 千円

（２）年金資産残高 176,379 千円

退職給付引当金((1)＋(2)) △35,980 千円

３．退職給付費用の内訳

（１）勤務費用 32,407 千円

（２）総合設立型厚生年金基金

拠出金

23,791 千円

（３）中小企業退職金共済制度

拠出金

10,718 千円

退職給付費用 66,917 千円

３．退職給付費用に関する事項

（１）勤務費用 △18,983 千円

（２）総合設立型厚生年金基金

拠出金

24,511 千円

（３）中小企業退職金共済制度

拠出金

13,001 千円

退職給付費用 18,529 千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同　　　左

（追加情報）

　当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号　

平成19年５月15日）を適用しております。
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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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当連結会計年度（自 平成20年１月１日　至 平成20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 121,800 143,500 60,000

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 121,800 7,500 60,000

未行使残 － 136,000 －

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 － － 251,300

付与 － － －

失効 － － 19,800

権利確定 － － －

未確定残 － － 231,500

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 110,000 80,000 －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 110,000 10,000 －

未行使残 － 70,000 －
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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19年１月１日
至 平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20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 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

（千円）

未払事業税 3,512

棚卸資産評価損否認 32,229

未払製品補償費否認 7,850

賞与引当金否認 20,866

退職給付引当金否認 14,502

役員退職慰労引当金否認 101,170

投資有価証券評価損否認 8,128

繰越欠損金 304,332

その他 25,181

小計 517,773

評価性引当額 △245,049

繰延税金資産合計 272,723

繰延税金負債 繰延税金負債

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

未収事業税 △803

その他有価証券評価差額金 △119

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 △4,559

その他 △51

繰延税金負債合計 △26,115

繰延税金資産の純額 246,608

　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 41,385

固定資産－繰延税金資産 380,222

流動資産－繰延税金資産 200,876

固定資産－繰延税金資産 45,731

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

 

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
3.75

のれん償却 2.36

住民税均等割 2.12

評価性引当額増減による影響 25.92

その他 3.10

税効果会計適用後の

法人税等の負担率
77.89
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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19年１月１日　至 平成19年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年１月１日

　至 平成20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19年１月１日　至 平成19年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年１月１日

　至 平成20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19年１月１日 至 平成19年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年１月１日

　至 平成20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。

　当連結会計年度（自 平成20年１月１日　至 平成20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19年１月１日
　至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
　至 平成20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19年１月１日
至 平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日）

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

  

１株当たり純資産額  697円91銭

１株当たり当期純利益   5円 7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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

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

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当期純利益又は損失(△)（千円） △258,007 59,133

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は損失(△)

（千円）
△258,007 59,133

期中平均株式数（株） 11,660,738 11,660,391

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

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）

（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

136,000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3,015個（新株予約権の行

使により発行される株式数

301,500株）

（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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。

――――――

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587）　平成 20 年 12 月期 決算短信

－ 44 －



５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第26期
（平成19年12月31日現在）

第27期
（平成20年12月31日現在）

区分
注記
番号

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 1,166,662 1,360,095

２．受取手形 173,141 122,717

３．売掛金 ※４　 2,503,841 2,609,725

４．商品 840,943 1,105,490

５．貯蔵品 7,363 7,436

６．前払費用 38,857 40,777

７．繰延税金資産 38,186 196,806

８．短期貸付金 ※４ 2,400,000 2,000,000

９．未収入金  96,852 103,635

10．未収還付法人税等  2,819 39

11．未収消費税等 260,629 441,944

12．その他  1,491 1,485

13．貸倒引当金 △431 △466

流動資産合計 7,530,356 78.8 7,989,687 82.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

（１）建物 118,858 115,490

減価償却累計額 89,144 29,713 93,710 21,780

（２）工具器具備品 335,968 328,776

減価償却累計額 296,963 39,004 300,497 28,279

有形固定資産合計 68,718 0.7 50,059 0.5

２．無形固定資産

（１）電話加入権 2,577 2,577

（２）ソフトウエア 37,761 31,800

無形固定資産合計 40,338 0.4 34,377 0.4
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第26期
（平成19年12月31日現在）

第27期
（平成20年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産

（１）投資有価証券 71,125 53,329

（２）関係会社株式 1,185,866 1,185,866

（３）破産更生債権等 161 495

（４）長期前払費用 120 244

（５）繰延税金資産 363,419 24,247

（６）敷金・保証金 131,775 131,921

（７）保険積立金 169,481 186,429

（８）従業員長期貸付金 624 1,139

（９）貸倒引当金 △161 △459

投資その他の資産合計 1,922,412 20.1 1,583,212 16.4

固定資産合計 2,031,469 21.2 1,667,649 17.3

資産合計 9,561,826 100.0 9,657,337 100.0
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第26期
（平成19年12月31日現在）

第27期
（平成20年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金  400,356 479,100

２．短期借入金  730,000 580,000

３．未払金  153,207 209,633

４．未払費用  30,495 34,592

５．未払法人税等 10,747 13,373

６．預り金 25,531 36,697

７．賞与引当金 36,793 29,049

８．その他  4,995 7,494

流動負債合計 1,392,128 14.6 1,389,941 14.4

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 24,627 1,358

２．役員退職慰労引当金 196,022 196,022

３．その他 38,462 38,652

固定負債合計 259,111 2.7 236,033 2.4

負債合計 1,651,240 17.3 1,625,974 16.8

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  1,339,634 14.0 1,339,634 13.9

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 17.6 1,678,512 17.4

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  △423,224 △292,351

利益剰余金合計  5,022,875 52.5 5,153,748 53.4

４．自己株式  △130,599 △1.4 △130,708 △1.4

株主資本合計  7,910,423 82.7 8,041,187 83.3

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額
金

 3 0.0 △8,259 △0.1

２．繰延ヘッジ損益  159 0.0 △1,564 △0.0

評価・換算差額等合計  162 0.0 △9,824 △0.1

純資産合計  7,910,586 82.7 8,031,362 83.2

負債純資産合計  9,561,826 100.0 9,657,337 100.0
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(2）損益計算書

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

第27期
（自 平成20年１月１日
至 平成20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
（％）

Ⅰ　売上高 10,079,733 100.0 12,990,044 100.0

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 1,664,350 840,943

２．当期商品仕入高 7,753,220 11,260,069

３．当期商品加工原価 ※１ 42,447 32,420

４．支払手数料  － 7,724

計 9,460,019 12,141,158

５．他勘定振替高 ※２ 8,383 7,881

６．商品期末たな卸高 840,943 8,610,692 85.4 1,105,490 11,027,786 84.9

売上総利益 1,469,040 14.6 1,962,258 15.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．貸倒引当金繰入額 198 454

２．役員報酬 146,159 126,396

３．給料手当 689,417 671,266

４．賞与 171,325 204,808

５．福利厚生費 108,911 112,420

６．賞与引当金繰入額 36,175 28,545

７．賃借料 223,580 222,822

８．減価償却費 39,384 33,897

９．支払手数料 89,845 93,785

10．その他  426,012 1,931,008 19.2 379,040 1,873,437 14.4

営業利益又は損失(△) △461,968 △4.6 88,820 0.7
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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）

第27期
（自 平成20年１月１日
至 平成20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
（％）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 28,563 31,006

２．受取配当金  5,396 1

３．為替差益 99,444 319,750

４．関係会社業務委託手数料
収入

18,651 14,399

５．投資有価証券売却益 1,335 14,759

６．その他 14,209 167,600 1.7 4,962 384,879 2.9

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 11,341 14,108

２．支払手数料 16,942 3,323

３．手形債権譲渡損 2,633 2,609

４．売掛債権譲渡損 6,196 6,800

５．その他 3,274 40,389 0.4 2,325 29,167 0.2

経常利益又は損失(△) △334,757 △3.3 444,532 3.4

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益  48,932 －

２．役員退職慰労引当金戻入
益

 75 －

３．保証債務取崩益 7 49,015 0.5 6 6 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ 1,308 338

２．減損損失 ※４ 1,691 4,153

３．投資有価証券評価損  20,000 －

４．投資有価証券売却損  2,734 25,735 0.3 450 4,942 0.0

税引前当期純利益又は損
失(△)

△311,476 △3.1 439,596 3.4

法人税、住民税及び事業
税

4,730 4,730

法人税等調整額 △33,708 △28,978 △0.3 187,388 192,118 1.5

当期純利益又は損失(△) △282,498 △2.8 247,477 1.9
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(3）株主資本等変動計算書

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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第27期（自 平成20年１月１日　至 平成20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

事業年度中の変動額

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

当期純利益     247,477 247,477  247,477

自己株式の取得       △109 △109

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） － － － － 130,872 130,872 △109 130,763

平成20年12月31日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 △292,351 5,153,748 △130,708 8,041,187

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △116,605

当期純利益    247,477

自己株式の取得    △109

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

△8,263 △1,723 △9,986 △9,986

事業年度中の変動額合計（千円） △8,263 △1,723 △9,986 120,776

平成20年12月31日残高（千円） △8,259 △1,564 △9,824 8,031,362
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。
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重要な会計方針

項目
第26期

（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

第27期
（自 平成20年１月１日
至 平成20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。

（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。

（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。

（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。

（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26期

（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

第27期
（自 平成20年１月１日
至 平成20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26期

（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

第27期
（自 平成20年１月１日
至 平成20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
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追加情報

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

第27期
（自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日）

―――――― （当社連結子会社の吸収合併について）

　当社は、平成20年12月８日に当社の連結子会社であ

るアルファ電子株式会社及びエヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社と平成21年４月１日を効力発生

日とする合併契約を締結しております。

（１）合併の目的

　当社、アルファ電子株式会社及びエヌエス・マイク

ロエレクトロニクス株式会社は、半導体製品の販売を

主たる業務内容としているため、吸収合併して経営統

合することにより、当社グループの経営資源の集中と

経営の効率化を図り、当社の強みとする技術サポート

やシステム提案力を強化することを目的としておりま

す。

（２）合併する相手会社の名称

　アルファ電子株式会社及びエヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社

（３）合併の方法

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、アルファ電

子株式会社及びエヌエス・マイクロエレクトロニクス

株式会社は解散いたします。

（４）合併比率及び合併交付金等

　アルファ電子株式会社及びエヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社は当社の100％子会社であるた

め、合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併

交付金はありません。

（５）相手会社の主な事業の内容、規模

　アルファ電子株式会社及びエヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社の平成20年12月期における概要

は、以下の通りであります。

①商号 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

②主な事業内容 半導体の販売 半導体の販売

③売上高 2,785,169千円 5,889,330千円

④当期純利益 8,201千円 △192,751千円

⑤資産 1,196,903千円 2,747,298千円

⑥負債 474,274千円 2,336,320千円

⑦資本金 97,200千円 90,000千円

⑧純資産 722,629千円 410,978千円

⑨従業員数 29名 47名

（６）合併の時期（効力発生日）

　平成21年４月１日（予定）
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注記事項

（貸借対照表関係）

第26期
（平成19年12月31日現在）

第27期
（平成20年12月31日現在）

　１．債権流動化による遡及義務 94,275千円 　１．債権流動化による遡及義務 57,522千円

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）関係会社の仕入債務に対する保証

アルファ電子株式会社 70,000千円 エヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社

174,354千円

アルファ電子株式会社 66,467千円

（２）関係会社の仕入債務に対する保証 （２）関係会社の輸入に係る関税及び消費税等の延

納に関する保証

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

アルファ電子株式会社 15,512千円

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。

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

当座貸越契約の総額 6,700,000千円

借入実行残高 550,000

差引額 6,150,000

※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 2,400,000千円 売掛金 182,973千円

短期貸付金 2,000,000千円
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（損益計算書関係）

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

第27期
（自 平成20年１月１日
至 平成20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 18,109千円

外注費 4,342

減価償却費 4,741

その他 15,253

計 42,447

労務費 19,159千円

外注費 8,613

減価償却費 3,491

その他 1,156

計 32,420

※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．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 1,193千円

ソフトウエア 115千円

工具器具備品 338千円

※４．減損損失 ※４．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。

　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

除却

予定

資産

建物

工具器具備品

2,399

492

千円

千円

大阪府

吹田市

除却

予定

資産

建物

工具器具備品

968

293

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。

　平成21年３月に予定している移転により利用見込

みがなくなった資産グループを、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、上記資産グループについては、使用価値に

より評価しておりますが、利用見込がないため、使

用価値はゼロとしております。
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（株主資本等変動計算書関係）

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。

第27期（自 平成20年１月１日　至 平成20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 189,347 321 － 189,668

合計 189,347 321 － 189,668

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加321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26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

第27期
（自 平成20年１月１日
至 平成20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）

車両運搬具 29,880 16,387 13,493

合計 29,880 16,387 13,493

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 21,367 8,513

合計 29,880 21,367 8,513

（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 5,093千円

１年超 9,062千円

合計 14,155千円

１年内 5,247千円

１年超 3,814千円

合計 9,062千円

（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 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

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 355千円

（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19年１月１日　至 平成19年12月31日）及び当事業年度（自　平成20年１月１日　至　平成

20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26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

第27期
（自 平成20年１月１日
至 平成20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）

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

（千円）

棚卸資産評価損否認 20,558

賞与引当金否認 11,805

投資有価証券評価損否認 8,223

退職給付引当金否認 552

役員退職慰労引当金否認 79,663

繰越欠損金 191,959

その他 17,329

小計 330,092

評価性引当額 △88,284

繰延税金資産合計 241,807

繰延税金負債 繰延税金負債

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

関係会社株式の税務上の

簿価修正額
△20,581

その他 △170

繰延税金負債合計 △20,752

繰延税金資産の純額 221,054

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
△2.13

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

 

（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
1.74

住民税均等割 1.08

役員給与損金不算入額 0.24

税効果会計適用後の

法人税等の負担率
43.70
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（１株当たり情報）

第26期
（自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日）

第27期
（自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日）

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。

１株当たり純資産額 688円78銭

１株当たり当期純利益 21円22銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

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

第26期
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

第27期
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当期純利益又は損失(△)（千円） △282,498 247,477

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は損失(△)

（千円）
△282,498 247,477

期中平均株式数（株） 11,660,738 11,660,391

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

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）

（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

136,000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3,015個（新株予約権の行

使により発行される株式数

301,500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

記載が可能になり次第「決算発表資料の追加（役員の異動）」として開示いたします。

(2）その他

 該当事項はありません。
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