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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

24年12月期第3四半期 9,866 △20.5 △243 ― △143 ― △103 ―
23年12月期第3四半期 12,407 0.6 201 2.1 208 △26.7 66 △55.5

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 △103百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 61百万円 （―％）

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

24年12月期第3四半期 △9.08 ―
23年12月期第3四半期 5.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 9,542 7,892 82.7
23年12月期 9,985 8,053 80.6
（参考） 自己資本 24年12月期第3四半期 7,892百万円 23年12月期 8,066百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

年間配当金
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

23年12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年12月期 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 13,500 △17.5 △270 ― △255 ― △160 ― △14.00



(1) 当四半期連結累計期間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） ： 有

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、四半期決算短信【添付資料】P.3「（３）連結業績予想に関する
定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 株式会社エクスプローラ 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期3Q 11,849,899 株 23年12月期 11,849,899 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 420,878 株 23年12月期 420,662 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 11,429,152 株 23年12月期3Q 11,429,237 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要による設備投資などで緩やかな回復の兆しを見せて

おりましたが、欧州の債務危機問題や新興国の成長の減速、エコカー補助金の終了などで足元の景気は減速傾向と

なっており、依然として先行きは不透明な状況で推移しました。

当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、スマートフォン等の情報端末、スマートフォンの

普及に伴い逼迫してくる通信インフラ向けで引き続き堅調に推移する一方、欧州の景気低迷を受け新興国の成長も

鈍化したことを受け、産業機器などでは低調に推移しました。

このような市場環境の中、当社グループは次世代通信インフラおよび産業機器等の顧客向けに継続的な提案及び

技術サポートを行ってまいりました。昨年販売代理店契約を締結したＮＸＰセミコンダクターズ社およびリニアテ

クノロジー社製品についても、取引先の拡大、製品拡販のためプロモーション活動を実施してまいりました。ま

た、平成24年７月26日付で画像処理・音声処理ソリューションに強みを持つ株式会社エクスプローラを子会社化

し、当社が注力しているデザインサービス事業の更なる強化を行いました。これにより、同社の持つ高い画像圧

縮、画像処理技術およびファブレス事業ノウハウを活用した、ＯＤＭ / ＥＭＳ事業推進の加速、映像 / 画像処理

関連製品等の自社製品事業へ本格参入が可能となると考えております。

この結果、売上高につきましては、通信インフラ向けは堅調に推移したものの、産業機器向けが引き続き低調に

推移したこと等により、当第３四半期連結累計期間における売上高は、98億６千６百万円（前年同期比20.5％減）

となりました。

営業損益につきましては、販売費及び一般管理費の継続的な削減を実施しておりますが、売上高減少による売上

総利益の低下を補えず、営業損失は２億４千３百万円（前年同期は２億１百万円の営業利益）となりました。経常

損益、四半期純損益につきましては、１億４百万円の為替差益を計上したこと等により、経常損失は１億４千３百

万円（前年同期は２億８百万円の経常利益）、四半期純損失は、１億３百万円（前年同期は６千６百万円の四半期

純利益）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

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４億４千３百万円減少し95億４千２百万円

となりました。これは主に受取手形及び売掛金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２億８千２百万円減少し16億４千９百万円と

なりました。これは主に前受金および買掛金が減少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１億６千１百万円減少し78億９千２百万円

となりました。これは主に四半期純損失を計上したこと、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、前連結会計年度末に比べ８億３千３百万円増加

し、33億１千１百万円となりました。

当第３四半期連結累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、税金等調整前四半期純損失を１億４千３百万円計上した

一方で、売上債権が減少したこと等により、12億１千４百万円の収入（前第３四半期は６億３千７百万円の支

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、連結の範囲の変更を伴う子会社株式を取得したこと等に

より、３億４千３百万円の支出（前第３四半期は２千４百万円の支出）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、６千１百万円

の支出（前第３四半期は１千９百万円の収入）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報

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、スマートフォンやタブレットＰＣの急速な普及に

伴い、通信インフラへの設備投資等は引き続き堅調に推移すると考えられますが、エコカー補助金終了による自動

車関連産業の減速、欧州経済の低迷や新興国の成長鈍化など、産業機器は引き続き低調に推移すると想定されま

す。また、中国との国交問題の影響により中国向けの製品が一時的に低調に推移するなど、先行きの不透明感は払

拭できない状況です。

このような厳しい経営環境の下、当社グループにおきましては、通信インフラや計測機器向け等については堅調

に推移すると見込んでおりますが、産業機器向け、中小企業向けが低調に推移すると見込まれ、現段階では業績へ

の影響範囲が不透明であるため、連結業績予想は変更いたしません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

平成24年７月26日付で、新たに株式会社エクスプローラの全株式を取得したため、当第３四半期連結会計期間よ

り、連結の範囲に含めております。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

（４）追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,478,600 3,311,951

受取手形及び売掛金 4,023,783 3,022,704

商品 1,120,458 1,360,166

未収消費税等 1,378,872 1,058,838

その他 594,565 232,947

貸倒引当金 △1,199 △1,075

流動資産合計 9,595,080 8,985,532

固定資産

有形固定資産 55,923 137,287

無形固定資産

のれん － 12,056

その他 27,832 31,898

無形固定資産合計 27,832 43,955

投資その他の資産

その他 311,962 390,031

貸倒引当金 △5,254 △14,764

投資その他の資産合計 306,708 375,267

固定資産合計 390,464 556,509

資産合計 9,985,545 9,542,042

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 942,072 850,628

未払法人税等 10,838 5,853

賞与引当金 37,727 125,617

その他 701,846 410,214

流動負債合計 1,692,484 1,392,314

固定負債

退職給付引当金 17,180 35,908

役員退職慰労引当金 161,300 161,300

その他 61,429 60,474

固定負債合計 239,909 257,683

負債合計 1,932,393 1,649,997

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 4,212,696 4,051,749

自己株式 △195,437 △195,501

株主資本合計 8,055,419 7,894,408

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,268 △2,061

繰延ヘッジ損益 － △302

その他の包括利益累計額合計 △2,268 △2,363

純資産合計 8,053,151 7,892,045

負債純資産合計 9,985,545 9,542,042

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587）　平成24年12月期 第3四半期決算短信

－ 4 －



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
（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）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 12,407,918 9,866,268

売上原価 10,275,976 8,275,847

売上総利益 2,131,942 1,590,421

販売費及び一般管理費

給料及び手当 787,520 798,768

貸倒引当金繰入額 29,600 △914

賞与引当金繰入額 102,587 116,302

のれん償却額 7,898 －

その他 1,002,417 919,510

販売費及び一般管理費合計 1,930,025 1,833,667

営業利益又は営業損失（△） 201,917 △243,245

営業外収益

受取利息 58 232

受取配当金 2 16

負ののれん償却額 81 －

為替差益 21,032 104,669

受取保険金 5,685 10,960

その他 7,439 6,913

営業外収益合計 34,299 122,791

営業外費用

支払利息 3,134 142

支払手数料 11,386 11,379

売上債権売却損 10,060 9,692

その他 3,186 2,307

営業外費用合計 27,768 23,523

経常利益又は経常損失（△） 208,449 △143,977

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34,450 －

その他 1,009 －

特別損失合計 35,459 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

172,989 △143,977

法人税、住民税及び事業税 6,537 4,476

法人税等調整額 99,878 △44,653

法人税等合計 106,416 △40,176

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

66,573 △103,800

四半期純利益又は四半期純損失（△） 66,573 △103,800
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（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

66,573 △103,800

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,104 206

繰延ヘッジ損益 △3,635 △302

その他の包括利益合計 △4,740 △95

四半期包括利益 61,833 △103,896

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 61,833 △103,896

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

172,989 △143,977

減価償却費 23,387 27,278

のれん償却額 7,898 －

負ののれん償却額 △81 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,600 △914

賞与引当金の増減額（△は減少） 67,238 79,142

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,959 3,528

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,063 －

受取利息及び受取配当金 △60 △248

支払利息 3,134 142

為替差損益（△は益） △26,091 △23,463

売上債権の増減額（△は増加） △580,194 1,169,289

たな卸資産の増減額（△は増加） 263,720 △196,312

仕入債務の増減額（△は減少） △160,845 △94,934

前受金の増減額（△は減少） △138,519 △339,659

前渡金の増減額（△は増加） 133,676 365,565

未収消費税等の増減額（△は増加） △270,923 388,911

その他 △138,559 △14,999

小計 △627,652 1,219,348

利息及び配当金の受取額 60 248

利息の支払額 △3,117 －

法人税等の還付額 1,198 9

法人税等の支払額 △8,173 △5,370

営業活動によるキャッシュ・フロー △637,683 1,214,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △15,243 △12,396

無形固定資産の取得による支出 △9,541 △13,900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △316,820

貸付けによる支出 △50 －

貸付金の回収による収入 799 41

その他 △121 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,156 △343,086

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） 100,000 －

自己株式の取得による支出 － △64

配当金の支払額 △79,976 △57,316

リース債務の返済による支出 △931 △3,640

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,091 △61,021

現金及び現金同等物に係る換算差額 26,177 23,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △616,570 833,350

現金及び現金同等物の期首残高 2,026,080 2,478,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,409,509 3,311,951
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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