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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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3四半期 10,606 △31.5 △253 ― △185 ― △91 ―

20年12月期第3四半期 15,494 3.0 99 ― 173 ― 76 ―

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3四半期 △7.87 ―

20年12月期第3四半期 6.58 ―

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3四半期 9,420 7,930 84.2 680.16
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3四半期  7,930百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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。 
（２）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3四半期 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3四半期  189,784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3四半期 11,660,183株 20年12月期第3四半期 11,660,434株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国向けを中心とした輸出の回復や、政府の景気浮揚策による

効果が表れ始め、昨年９月のリーマン・ショック以来、急速に悪化した景気はようやく回復の兆しを見せておりま

す。しかしながら、高い失業率が続く雇用情勢や所得減少への不安を反映して個人消費は低迷し、企業においても設

備投資には慎重な姿勢が継続するなど、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、「エコポイント制度」などの政策等により、薄型テ

レビやカーナビ等の一部民生品については回復が明確なものもある一方、産業機器分野や情報ネットワーク機器分野

においては、企業業績の低迷を受けて設備投資は低調に推移しており、市場回復には時間がかかるものと見込まれま

す。 

 このような厳しい市場環境の中、当社グループは、平成21年４月１日付けで子会社２社と合併を果たし、物流・オ

ペレーション部門の統合、ITシステムの統合などを進め、経営の合理化と効率化を図るとともに、営業・技術部門の

集約、リソースの再配分を実施し、販売推進体制の強化を進めてまいりました。 

 こうした事業活動の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、106億６百万円（前年同期比

31.5％減）となりました。 

 営業損益につきましては、子会社の吸収合併による固定費の削減や継続した経費節減努力により損益分岐点は改善

しておりますが、売上高の大幅な減少を補うには至らず、２億５千３百万円（前年同期は９千９百万円の営業利益）

の営業損失となりました。 

 経常損益につきましては、子会社の合併時に発生した保険解約益８千万円を計上したこと等により、損失幅は若干

改善し、１億８千５万円（前年同期は１億７千３百万円の経常利益）の経常損失となりました。 

 四半期純損益につきましては、合併消滅子会社の繰延税金資産の回収可能性を再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、９千１百万円（７千６百万円の四半期純利益）の四半期純損失となりました。 

  

（１）財政状態の分析 

（資産） 

当第３四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９億円減少し94億２千万円となりました。

これは主に売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金並びに商品が減少したこと等によるものです。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ６億９千３百万円減少し14億９千万円となり

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３四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２億７百万円減少し79億３千万円となりま

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３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末に比べ、８億６千６

百万円減少し、27億９千４百万円となりました。 

当第３四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、売上債権が増加したこと等により、９億３千２百万円の

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、定期預金の払戻を行ったこと等により、７千７百万円の

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、１百万円の支

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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 第４四半期の日本経済を展望しますと、様々な景気浮揚策などにより景気の底入れは明確になったものの、雇用情

勢や所得水準の改善は見られず、企業の設備投資も低調に推移しており、日本経済の本格的な復調にはなお時間がか

かるものと見込まれます。 

 当社が属するエレクトロニクス業界におきましても、顧客各社の業績は改善には向かっているものの、当社が得意

とする通信機器、産業機器等については需要低迷が続いております。 

 このような状況を踏まえ、通期の業績見通しにつきましては、平成21年７月30日付けで発表しました前回公表を据

え置き、売上高143億円、営業損失２億１千万円、経常損失１億８千万円、当期純損失８千万円を見込んでおりま

す。 

  

 該当事項はありません。  

   

① たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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３四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9,437千円

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 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。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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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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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,794,913 2,594,823

受取手形及び売掛金 3,075,815 4,175,960

商品 1,576,370 1,961,447

その他 1,332,132 856,865

貸倒引当金 △405 △1,820

流動資産合計 8,778,826 9,587,276

固定資産   

有形固定資産 50,624 59,316

無形固定資産   

のれん 27,571 39,345

その他 40,777 49,382

無形固定資産合計 68,348 88,727

投資その他の資産   

繰延税金資産 165,567 45,731

その他 370,096 549,787

貸倒引当金 △12,575 △9,344

投資その他の資産合計 523,088 586,175

固定資産合計 642,060 734,220

資産合計 9,420,887 10,321,497

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 913,934 809,822

短期借入金 － 550,000

未払法人税等 8,192 14,014

賞与引当金 90,028 50,762

その他 242,088 436,607

流動負債合計 1,254,243 1,861,206

固定負債   

退職給付引当金 28,128 35,980

役員退職慰労引当金 166,363 247,453

負ののれん 283 404

その他 41,154 38,652

固定負債合計 235,929 322,491

負債合計 1,490,172 2,183,698
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,031,751 4,240,170

自己株式 △130,750 △130,708

株主資本合計 7,939,161 8,147,623

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △832 △8,259

繰延ヘッジ損益 △7,615 △1,564

評価・換算差額等合計 △8,447 △9,824

純資産合計 7,930,714 8,137,798

負債純資産合計 9,420,887 10,321,497
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 10,606,767

売上原価 8,941,777

売上総利益 1,664,990

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 803,009

貸倒引当金繰入額 1,866

賞与引当金繰入額 89,560

のれん償却額 11,774

その他 1,011,885

販売費及び一般管理費合計 1,918,095

営業損失（△） △253,105

営業外収益  

受取利息 876

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 120

保険解約返戻金 84,178

その他 8,730

営業外収益合計 97,492

営業外費用  

支払利息 3,471

為替差損 6,225

売上債権売却損 9,780

その他 10,140

営業外費用合計 29,617

経常損失（△） △185,230

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 509

製品補償費戻入益 19,407

その他 53

特別利益合計 19,970

特別損失  

投資有価証券評価損 39,168

事業再編損 56,599

ゴルフ会員権評価損 5,712

その他 2,498

特別損失合計 103,979

税金等調整前四半期純損失（△） △269,239

法人税、住民税及び事業税 12,543

法人税等調整額 △189,965

法人税等合計 △177,422

四半期純損失（△） △91,816

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587）　平成21年12月期 第３四半期決算短信

7



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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（△） △269,239

減価償却費 23,642

のれん償却額 11,774

負ののれん償却額 △120

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,866

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,265

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,851

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 △877

支払利息 3,471

為替差損益（△は益） 16,028

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） △3,636

事業再編損失 56,599

売上債権の増減額（△は増加） 1,096,484

たな卸資産の増減額（△は増加） 385,217

仕入債務の増減額（△は減少） 104,111

未収消費税等の増減額（△は増加） 59,052

その他 △746,168

小計 733,412

利息及び配当金の受取額 1,008

利息の支払額 △2,729

事業再編による支出 △55,198

法人税等の還付額 7,061

法人税等の支払額 △12,377

営業活動によるキャッシュ・フロー 671,176

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 △6,064

定期預金の払戻による収入 134,185

有形固定資産の取得による支出 △411

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 △1,600

投資有価証券の取得による支出 △13,016

投資有価証券の売却による収入 7,562

貸付けによる支出 △740

貸付金の回収による収入 746

保険積立金の解約による収入 181,883

その他 36,440
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 339,018

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（△は減少） △550,000

自己株式の取得による支出 △42

配当金の支払額 △116,249

リース債務の返済による支出 △402

財務活動によるキャッシュ・フロー △666,694

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 328,211

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 2,794,913
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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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年１月１日 至平成21年９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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

   
当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９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３四半期連結累計期

間の日本における営業損失は6,488千円増加し、アジアにおける営業利益は2,948千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  3,714,170  220,279  3,934,449  －  3,934,449

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  － ( )－  －

  計  3,714,170  220,279  3,934,449 ( )－  3,934,449

 営業利益又は営業損失（△）  △27,524  3,134  △24,390 ( )－  △24,390

  
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  9,840,472  766,294  10,606,767  －  10,606,767

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  － ( )－  －

  計  9,840,472  766,294  10,606,767 ( )－  10,606,767

 営業利益又は営業損失（△）  △271,606  18,501  △253,105 ( )－  △253,105
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 当第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  
当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９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、イスラエル 

(2）その他…………米国、英国、カナダ 

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）  363,129  3,228  366,357

Ⅱ 連結売上高（千円）      3,934,449

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.2  0.1  9.3

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,072,820  9,445  1,082,265

Ⅱ 連結売上高（千円）      10,606,767

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 10.1  0.1  10.2

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  15,494,975

Ⅱ 売上原価  13,187,154

売上総利益  2,307,821

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,208,779

貸倒引当金繰入額  672

給料手当  804,711

賞与引当金繰入額  182,567

賃借料  234,072

のれん償却額  11,774

その他  974,982

営業利益  99,041

Ⅳ 営業外収益  104,777

受取利息  3,631

受取配当金  178

為替差益  72,708

投資有価証券売却益  14,759

消費税等還付加算金  872

負ののれん償却額  120

その他  12,506

Ⅴ 営業外費用  30,180

支払利息  10,787

支払手数料  3,025

手形債権譲渡損  2,063

売掛債権譲渡損  11,291

その他  3,011

経常利益  173,638
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科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅵ 特別利益  9,560

投資有価証券売却益  9,559

保証債務取崩益  1

Ⅶ 特別損失  27,070

固定資産除却損  432

訴訟和解金  26,188

投資有価証券売却損  450

税金等調整前四半期純利益  156,128

法人税、住民税及び事業税  20,861

法人税等調整額  58,552

四半期純利益  76,714
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 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  156,128

減価償却費  35,024

のれん償却額  11,774

負ののれん償却額 △120

貸倒引当金の増加額  550

賞与引当金の増加額  128,313

退職給付引当金の減少額 △21,049

受取利息及び受取配当金 △3,809

支払利息  10,787

為替差損  1,072

投資有価証券売却益 △24,319

投資有価証券売却損  450

有形固定資産除却損  432

保険解約益 △4,364

訴訟和解金  26,188

売上債権の減少額  858,787

たな卸資産の増加額 △187,480

仕入債務の減少額 △434,211

未収消費税等の減少額  35,620

未収入金の増加額 △250,186

未払金の減少額 △30,164

前渡金の減少額  1,025

前受金の減少額 △7,226

その他 △55,247

小計  247,976
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前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

利息及び配当金の受取額  3,879

利息の支払額 △11,900

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 △29,512

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  248,944

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 △148,055

定期預金の払戻による収入  90,120

投資有価証券の売却による
収入  34,249

有形固定資産の取得による
支出 

△7,830

無形固定資産の取得による
支出 

△11,301

貸付けによる支出 △372

貸付金の回収による収入  315

その他の投資等の増加額 △33,368

その他の投資等の減少額  7,394

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△68,846

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  580,000

自己株式の取得による支出 △99

配当金の支払額 △116,261

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  463,639

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△849

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  642,887

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四半
期末残高  2,874,767
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