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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第2四半期 6,672 ― △230 ― △185 ― △84 ―

20年12月期第2四半期 10,171 11.5 58 ― 139 ― 56 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第2四半期 △7.22 ―

20年12月期第2四半期 4.81 ―

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

21年12月期第2四半期 9,346 7,944 85.0 681.30
20年12月期 10,321 8,137 78.8 697.91

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  7,944百万円 20年12月期  8,137百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

20年12月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年12月期 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 5.00 5.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 14,300 △31.0 △210 ― △180 ― △80 ― △6.86
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4.  その他 

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（１）上記に記載した業績予想につきましては、平成21年２月12日に公表いたしました内容から変更しております。詳細につきましては、平成21年７月30日
付の「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
（２）上記に記載した業績予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等
は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページ「連結業績予想に関する定性的情
報」を参照してください。 
（３）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 11,849,899株 20年12月期  11,849,899株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  189,744株 20年12月期  189,668株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 11,660,213株 20年12月期第2四半期 11,660,506株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、昨年以来の世界

的経済不況の影響が継続しており、全体的に企業の設備投資は低レベルで停滞し、個人消費においても雇用不安

などから需要低迷が続いております。一部には、各国の積極的な財政出動の効果もあり、生産の下げ止まりや輸

出の回復などの改善も見られ始めておりますが、そのペースは極めて緩やかであり、未だ景気の先行きは不透明

であります。 

当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、このような世界的な景気後退の影響を強く受け

ており、極めて厳しい状況が継続しております。 

このような厳しい市場環境の中、当社グループは、平成20年12月８日に発表いたしましたとおり、100％出資

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およびエヌエス・マイクロエ

レクトロニクス株式会社の２社を、平成21年４月１日付で予定通り吸収合併し、経営の合理化と効率化を推進し

ました。合併にかかわります拠点の統合、お客様との取引契約の統合や引継ぎ業務等につきましては、４月１日

までにほぼ完了し、一体となっての営業体制の強化を進めました。 

こうした事業活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、世界的な不況が継続する中す

べての製品分野で低迷し、66億７千２百万円（前年同期比34.4％減）となりました。 

営業損益につきましては、売上総利益率は量産案件の減少等により前年同期に比べて1.2ポイント改善し、ま

た販管費についても子会社２社を当社に吸収合併した経営合理化の効果および継続した経費節減により減少させ

ることができましたが、売上高の大幅な減少を補うにはいたらず２億３千万円の営業損失（前年同期は５千８百

万円の営業利益）を計上いたしました。経常損益につきましては、保険解約益８千万円を計上したこと等によ

り、損失幅は若干改善し、１億８千５百万円の経常損失（前年同期は１億３千９百万円の経常利益）となりまし

た。四半期純損益につきましては、一部の合併消滅会社において、子会社単独では繰延税金資産を回収可能性が

ないものとして取り崩しておりましたが、吸収合併による経営資源の効率的活用及びサポート提案力の強化によ

り、中期的に収益力が拡大していくことが予測されるため、改めて繰延税金資産の回収可能性を評価したことに

より、法人税等調整額が大幅にマイナスになり、８千４百万円の四半期純損失（前年同期は５千６百万円の四半

期純利益）となりました。 

（１）財政状態の分析 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ９億７千４百万円減少し93億４千６百万円

となりました。これは主に売上高の減少に伴い売上債権が減少したこと等によるものです。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ７億８千１百万円減少し14億２百万円となり

ました。これは主に短期借入金を返済したこと等によるものです。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ１億９千３百万円減少し79億４千４百万円

となりました。これは主に四半期純損失による減少および配当金の支払いによるものです。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、11億９千４百万円増

加し、36億６千１百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末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、税金等調整前四半期純損失を２億６千９百万円計上しま

したが、売上債権および商品が減少したこと等により、16億４千１百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、保険の解約を行ったこと等により、２億６千１百万円の

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、配当金の支払いを実施したこと等により、６億６千５百

万円の支出となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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年初の段階では、世界景気の状況は、各国の積極的な景気刺激策や財政出動、企業側での迅速な在庫調整への

取り組み等により、年後半に向けて景気回復が鮮明になると見込んでおりましたが、現段階において、景気浮揚

策の対象となった薄型テレビやカーナビゲーションシステムなど一部の分野で需要が高まり、その外の分野でも

在庫調整も一巡し景気の底打ち感は強まったものの、景気回復のペースは非常に緩やかであり、全般的には不透

明感の強い状況が継続しております。こうした環境下、顧客各社における生産計画は極めて慎重なものとなって

おり、下半期に立ち上がりを想定していた次世代の通信インフラ分野やセキュリティ機器、新興市場向けの産業

機器等において、生産計画の後倒しや縮小が相次いでおり、年初の見通しを下回る予想となっております。こう

した状況を踏まえ、平成21年７月30日付の「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」にて業績予

想を修正いたしております。 

なお、平成21年２月12日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想と、平成21年７月30日に発表しました

連結業績予想の修正との差異は以下のとおりです。 

（ご参考：通期） 

  

該当事項はありません。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度未以降に経営環境等、または一時差異等の発生状況

に著しい変化が認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該

著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法)により算定しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は25,412千円

増加しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純 利益 
1 株 あ た り

当期純利益

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

２月12日付業績予想(Ａ) 17,500 50 30 1 0.09 

７月30日付修正業績予想(Ｂ) 14,300 △210 △180 △80 △6.86 

増 減 額 ( Ｂ － Ａ ) △3,200 △260 △210 △81 － 

増 減 率 （ ％ ） △18.3 － － － － 

前期実績 20,726 131 286 59 5.07 

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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
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③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方

法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取

引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これによる損益への影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,741,674 2,594,823

受取手形及び売掛金 2,721,914 4,175,960

商品 1,693,935 1,961,447

その他 325,845 856,865

貸倒引当金 △349 △1,820

流動資産合計 8,483,019 9,587,276

固定資産   

有形固定資産 49,321 59,316

無形固定資産   

のれん 31,495 39,345

その他 43,585 49,382

無形固定資産合計 75,081 88,727

投資その他の資産   

繰延税金資産 371,385 45,731

その他 377,677 549,787

貸倒引当金 △9,771 △9,344

投資その他の資産合計 739,292 586,175

固定資産合計 863,696 734,220

資産合計 9,346,716 10,321,497

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 828,029 809,822

短期借入金 － 550,000

未払法人税等 9,703 14,014

賞与引当金 35,712 50,762

その他 301,359 436,607

流動負債合計 1,174,804 1,861,206

固定負債   

退職給付引当金 22,438 35,980

役員退職慰労引当金 166,363 247,453

負ののれん 324 404

その他 38,747 38,652

固定負債合計 227,873 322,491

負債合計 1,402,678 2,183,698
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,339,634 1,339,634

資本剰余金 2,698,526 2,698,526

利益剰余金 4,039,338 4,240,170

自己株式 △130,736 △130,708

株主資本合計 7,946,762 8,147,623

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 79 △8,259

繰延ヘッジ損益 △2,803 △1,564

評価・換算差額等合計 △2,724 △9,824

純資産合計 7,944,038 8,137,798

負債純資産合計 9,346,716 10,321,497

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587） 平成21年12月期 第２四半期決算短信

7



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,672,317

売上原価 5,583,654

売上総利益 1,088,663

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 538,631

賞与引当金繰入額 35,475

のれん償却額 7,849

その他 736,763

販売費及び一般管理費合計 1,318,719

営業損失（△） △230,056

営業外収益  

受取利息 699

受取配当金 1

投資有価証券売却益 3,585

負ののれん償却額 80

保険解約返戻金 84,178

その他 6,688

営業外収益合計 95,233

営業外費用  

支払利息 2,684

為替差損 38,471

その他 10,008

営業外費用合計 51,164

経常損失（△） △185,987

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,341

役員退職慰労引当金戻入額 509

製品補償費戻入益 19,407

特別利益合計 21,258

特別損失  

投資有価証券評価損 39,168

事業再編損 57,501

ゴルフ会員権評価損 5,712

その他 2,498

特別損失合計 104,880

税金等調整前四半期純損失（△） △269,610

法人税、住民税及び事業税 9,762

法人税等調整額 △195,142

法人税等合計 △185,380

四半期純損失（△） △84,230
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △269,610

減価償却費 15,990

のれん償却額 7,849

負ののれん償却額 △80

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,341

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,050

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,541

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △81,090

ゴルフ会員権評価損 5,712

受取利息及び受取配当金 △699

支払利息 2,684

為替差損益（△は益） 5,640

投資有価証券評価損益（△は益） 39,168

投資有価証券売却損益（△は益） △3,585

事業再編損失 57,501

売上債権の増減額（△は増加） 1,450,454

たな卸資産の増減額（△は増加） 268,579

仕入債務の増減額（△は減少） 18,207

未収消費税等の増減額（△は増加） 220,094

その他 △65,171

小計 1,641,711

利息及び配当金の受取額 713

利息の支払額 △1,990

事業再編による支出 △32,967

法人税等の還付額 6,943

法人税等の支払額 △10,331

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,604,079

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 △6,000

定期預金の払戻による収入 54,121

有形固定資産の取得による支出 △517

有形固定資産の売却による収入 32

無形固定資産の取得による支出 △1,637

投資有価証券の売却による収入 7,498

貸付けによる支出 △740

貸付金の回収による収入 509

保険積立金の解約による収入 181,883

その他 26,287

投資活動によるキャッシュ・フロー 261,439
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △550,000

自己株式の取得による支出 △28

配当金の支払額 △115,523

財務活動によるキャッシュ・フロー △665,552

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,194,972

現金及び現金同等物の期首残高 2,466,702

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,661,674
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年１月１日 至平成21年６月30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。  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  
当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．（1）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を

適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の日本

における営業損失は23,532千円増加し、アジアにおける営業利益は1,879千円減少しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 3,032,816 370,365 3,403,181  － 3,403,181 

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  － ( )－  －

  計 3,032,816 370,365 3,403,181 ( )－ 3,403,181 

 営業利益又は営業損失（△） △117,432 16,833 △100,598 ( )－ △100,598 

  
日本

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 6,126,302 546,015 6,672,317  － 6,672,317 

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
25,076  － 25,076 (25,076)  －

  計 6,151,379 546,015 6,697,394 (25,076) 6,672,317 

 営業利益又は営業損失（△） △245,423 15,366 △230,056 ( )－ △230,056 
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当第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  
当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…………マレーシア、香港、中国、シンガポール、台湾、タイ、インド 

(2）その他…………米国、英国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 455,962 3,603 459,565 

Ⅱ 連結売上高（千円）     3,403,181 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
13.4 0.1 13.5 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 710,878 7,146 718,025 

Ⅱ 連結売上高（千円）     6,672,317 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
10.7  0.1 10.8 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        10,171,032  100.0

Ⅱ 売上原価        8,631,195  84.9

売上総利益        1,539,837  15.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,481,773  14.5

営業利益        58,063  0.6

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  2,438            

２．受取配当金  106            

３．為替差益  69,766            

４．投資有価証券売却益  14,759            

５．負ののれん償却額  80            

６．保険解約返戻金  4,364            

７．その他  7,134  98,650  1.0

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  6,158            

２．その他  11,021  17,180  0.2

経常利益        139,533  1.4

Ⅵ 特別利益                  

１．その他  1  1  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．投資有価証券売却損  450            

２．訴訟和解金  26,188            

３．その他  432  27,070  0.3

税金等調整前中間純利益        112,465  1.1

法人税、住民税及び事業
税  9,667            

法人税等調整額  46,724  56,392  0.5

中間純利益        56,073  0.6

        

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587） 平成21年12月期 第２四半期決算短信

13



（２）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20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  112,465

減価償却費  23,914

のれん償却額  7,849

負ののれん償却額 △80

貸倒引当金の増加額  403

賞与引当金の増加額  19,782

退職給付引当金の増加額  6,399

受取利息及び受取配当金 △2,544

支払利息  6,158

為替差損益  322

投資有価証券売却損益 △14,309

訴訟和解金  26,188

売上債権の減少額  646,397

たな卸資産の増加額 △1,147,434

仕入債務の増加額  186,961

未収消費税等の減少額  156,016

その他  27,230

小計  55,720

利息及び配当金の受取額  2,636

利息の支払額 △6,981

訴訟和解金の支払額 △26,188

法人税等の還付額  64,690

法人税等の支払額 △13,691

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  76,186
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前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

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。 

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

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。 

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

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。 

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）

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 

△122,024

定期預金の払戻による収
入  40,070

有形固定資産の取得によ
る支出 

△11,166

無形固定資産の取得によ
る支出 

△1,277

投資有価証券の売却によ
る収入  16,293

貸付けによる支出 △372

その他 △23,468

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△101,944

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  190,000

自己株式の取得による支
出 

△58

配当金の支払額 △115,634

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  74,306

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△152

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  48,396

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  2,231,879

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 2,280,276

    

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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（当社連結子会社の吸収合併について） 

当社は、平成21年４月１日付で、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を吸収合併いたしました。 

（１）結合当時企業の名称及びその事業内容 

  

  

（２）企業結合の法的形式 

 当社を存続会社、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を消滅会社

とする吸収合併 

  

（３）結合後企業の名称 

 株式会社パルテック 

  

（４）取引の目的を含む取引の概要 

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。 

  

（５）実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合に係る会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 終改正 平成18年12月22

日）に基づき、共通支配下の取引等として処理しております。  

６．その他の情報

  存続会社 

名称 株式会社パルテック 

事業内容 半導体関連製品の設計開発、販売及び設計
技術支援 

  消滅会社  

名称 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 

事業内容 半導体の販売 半導体の販売 
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