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1.  平成24年12月期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

24年12月期 13,231 △19.2 △317 ― △185 ― △106 ―
23年12月期 16,327 △0.8 221 △31.3 198 △55.7 48 △79.8
（注）包括利益 24年12月期 △105百万円 （―％） 23年12月期 48百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年12月期 △9.33 ― △1.3 △1.9 △2.4
23年12月期 4.22 ― 0.6 2.0 1.4
（参考） 持分法投資損益 24年12月期 ―百万円 23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

24年12月期 9,266 7,889 85.1 690.35
23年12月期 9,985 8,053 80.6 704.61
（参考） 自己資本 24年12月期 7,889百万円 23年12月期 8,053百万円

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

24年12月期 △202 △329 △67 1,739
23年12月期 543 △24 △81 2,478

2.  配当の状況
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 57 118.5 0.7
24年12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 57 ― 0.7
25年12月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 79.4

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期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(累計) 6,500 △0.6 100 ― 80 ― 48 ― 4.20
通期 14,500 9.6 150 ― 120 ― 72 ― 6.30



※  注記事項
(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） ： 有

（注）詳細は、添付資料18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

新規 1社 （社名） 株式会社エクスプローラ 、 除外 1社 （社名） 株式会社スピナカー・システムズ

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 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 420,917 株 23年12月期 420,714 株
③ 期中平均株式数 24年12月期 11,429,113 株 23年12月期 11,429,233 株

（参考）個別業績の概要

平成24年12月期の個別業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

24年12月期 13,086 △19.4 △298 ― △163 ― △139 ―
23年12月期 16,245 △0.9 209 △33.6 187 △57.9 37 △84.1

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

24年12月期 △12.25 ―
23年12月期 3.27 ―

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

24年12月期 9,258 7,913 85.5 692.39
23年12月期 10,049 8,109 80.7 709.58
（参考） 自己資本 24年12月期 7,913百万円 23年12月期 8,109百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続の対象外でありますが、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸
表の監査手続きは終了しておりません。

※ 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、添付書類２ページの「１．経営成績・財政状態に関する分
析 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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(1）経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

当連結会計年度の日本経済は、復興需要による設備投資やエコカー補助金等の効果により緩やかな回復を見せて

おりましたが、長期化している欧州債務危機問題や新興諸国の景気減速懸念等により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、スマートフォンなどの情報端末、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

たことに伴い、産業機器関連分野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、ＰＬＤソリューションやＡＳＳＰソリューションにおいて、スマー

トフォン普及により逼迫してくる通信インフラ、日本が強みを持つ産業機器の顧客向けに継続的に提案及び技術サ

ポートを行ってまいりました。

当社は、平成24年３月に、新たに社長に就任した矢吹を中心に新経営体制をスタートさせ、収益性向上の取り組

みとして、「経営資源の集中と効率化」、「競争優位性の強化・展開」に着手してまいりました。「経営資源の集

中と効率化」として、注力する商材の見極め、リソース配分の見直し、オフィスインフラの一部返却や人件費の見

直し等による損益分岐点の引き下げ等を実施してまいりました。「競争優位性の強化・展開」に関しては、2011年

に販売代理店契約を締結した大手半導体メーカーであるＮＸＰセミコンダクターズ社及びリニアテクノロジー社の

製品の製品拡販のためのプロモーションを活性化、2012年11月に8/16/32bitマイクロコントローラのトッププロバ

イダとして世界的に認識されているマイクロチップ テクノロジー社との販売代理店契約の締結等を実施し、今まで

訴求しきれていない市場に向けて実績のある製品をラインナップに加えることができました。これにより、成長性

のある多く市場に製品を提供でき、収益の拡大に貢献できる土台を築いてまいりました。

また、今後当社グループが注力していくデザインサービス事業を更に強化するために、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いたしました。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、通信インフラ向けは堅調に推移いたしましたが、医療機

器、産業機器が減少したことにより、132億３千１百万円（前連結会計年度比19.2％減）となりました。

損益面につきましては、販売管理費の低減を実施してまいりましたが、売上高の減少及び販売可能性の低い商品

の評価減による売上総利益率の低下等により、営業損益は前連結会計年度を下回り、３億１千７百万円の営業損失

（前連結会計年度は２億２千１百万円の営業利益）となりました。

経常損益につきましては、当連結会計年度は１億４千５百万円の為替差益を計上したこと等により、１億８千５

百万円の経常損失（前連結会計年度は１億９千８百万円の経常利益）となりました。当期純損益につきましては、

事業再編損を４千６百万円計上したこと等により、１億６百万円の当期純損失（前連結会計年度は４千８百万円の

当期純利益）となりました。

② 次期の見通し

次期の日本経済を展望いたしますと、復興需要や、ドル円相場の超円高から円安への移行等を受け、景気回復への

兆しが見えつつあります。しかしながら、欧州の金融危機の継続、エネルギー価格の上昇等による影響が下振れ要因

として懸念され、一部不透明な状況が残ると予想されます。

当社グループが属するエレクトロニクス業界においては、新興諸国メーカーの台頭によりグローバル競争は激化す

るなど厳しい状況下ではありますが、ドル円相場の超円高から円安への移行、電力不足に対応する省エネやエネルギ

ーシステムのスマート化への対応、通信トラフィックの増加に対応するための通信インフラへの投資等が牽引し、緩

やかな回復基調となることが見込まれます。

このような経営環境の中、当社グループが注力する分野としましては、通信インフラや産業機器関連分野の顧客向

けに引き続き技術サポートを通じ売上の拡大を図るとともに、中堅・中小顧客の開拓を推進し、ここ数年で販売代理

店となった３社の大手半導体メーカー製品を拡販することで、売上増加を図ってまいります。また、当社が数年来注

力し、リピート顧客層も増加してきたデザインサービス事業においては、平成24年７月に株式会社エクスプローラを

グループに加え、受託設計のみならず、ＯＤＭ / ＥＭＳの受託及び映像 / 画像処理関連製品等の自社製品事業を展

開ができる基盤が構築できましたので、今後は更に収益への貢献度を拡大するべく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145億円（前連結会計年度比9.6％増）、営業利益

１億５千万円（前連結会計年度は３億１千７百万円の営業損失）、経常利益１憶２千万円（前連結会計年度は１億８

千５百万円の経常損失）、当期純利益は７千２百万円（前連結会計年度は１億６百万円の当期純損失）を計画してお

ります。

１．経営成績・財政状態に関する分析
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(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度の総資産は、前連結会計年度に比べ７億１千９百万円減少し、92億６千６百万円となりました。こ

のうち、流動資産が９億５千９百万円減少し86億３千５百万円、固定資産が２億４千万円増加し６億３千万円となり

ました。流動資産の増加は主として現金及び預金、受取手形及び売掛金、前渡金等が減少したこと等によるもので

す。また、固定資産の増加は、主として繰延税金資産が増加したこと等によるものです。

当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ５億５千５百万円減少し、13億７千６百万円となりました。

これは主として支払手形及び買掛金、前受金が減少したこと等によるものです。

当連結会計年度の純資産額は、前連結会計年度に比べ１億６千３百万円減少し、78億８千９百万円となりました。

利益剰余金は、当期純損失を１億６百万円計上したこと、および、配当を５千７百万円実施したこと等により、前連

結会計年度に比べ１億６千３百万円減少し40億４千８百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当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、売上債権が減少した一方で、税金等調整前当期純損失を２億

２千２百万円を計上したこと、および、未収入金が増加したこと、仕入債務が減少したこと等により２億２百万円の

支出（前連結会計年度は５億４千３百万円の収入）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、株式会社エクスプローラの株式を取得したことこと等によ

り、３億２千９百万円の支出（前連結会計年度は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、配当金の支出等により、６千７百万円の支出（前連結会計年

度は８千１百万円の支出）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。

（注）１．自己資本比率： 自己資本／総資産

２．時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額／総資産

３．債務償還年数： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー

４．インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー／利払い

（１）各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

（３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。

なお、有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負

債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を

使用しております。

平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 平成24年12月期

自己資本比率 ％78.8 ％86.8 ％82.7 ％80.6 ％85.1

時価ベースの自己資本比率 ％31.1 ％39.6 ％42.8 ％42.3 ％48.1

債務償還年数 年0.9 年0.2 － 年0.1 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
45.8 68.1 － 162.0 －
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(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24年12月期の経営成績のとおり、連結では１億６百万

円、個別では１億３千９百万円の当期純損失計上いたしましたが、平成24年12月期に収益性向上への取り組みとし

て、「経営資源の集中と効率化」及び「競争優位性の強化・展開」に関する各種施策を実施しており、その効果は平

成25年12月期よりあがってくると考えております。これらを考慮し、当社の利益配分の基本方針にのっとり予定どお

り１株当たり５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、上記の配当の基本方針に基づき、１株あたり５円を予定しております。当社グ

ループといたしましては、収益向上への取り組みを着実に実行し、業績予想の達成と更なる収益の改善に努めてまい

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、当社グループの業績は業界における商品需要動

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

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

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

ります。

② 特定仕入先への依存

当社グループの主要な取引先は、ザイリンクス社であり、当連結会計年度においてその商品の売上高は、連結売上

高の約41％を占めます。現在、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、仕入先の代理店政策の

変更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。当

社グループといたしましては、これらのリスクを回避するため、現有の仕入先と事業戦略を共有し、売上拡大と関係

強化を図ってまいります。また、常にお客様のニーズを理解し、競争力のある新規仕入先の発掘を推進することによ

り、ビジネス拡大と特定の仕入先への依存率の低減に努めてまいります。

③ 情報資産の流出について

当社グループは販売戦略の重要な手段として、様々な情報資産を保有しております。当社は、かねてより、情報セ

キュリティを重要責務のひとつと位置づけ、プライバシーポリシーの策定や種々の技術的対策の導入に取り組むとと

もに、より堅牢な情報管理体制を整備するため、2004年12月にＩＳＭＳ認証※を取得し、2007年11月には、同認証の

ISO化に準じて、ISO27001（JIS Q 27001）の認証を受けました。これらの活動を通して、ノートパソコンへの暗号化

ソフト導入に加え、定期的な情報セキュリティ教育の実施により、適切な情報資産の取扱いに対する従業員の意識向

上を図るなど、ハード、ソフトの両面から情報漏洩の防止に尽力しております。しかしながら、意図せざるシステム

障害、誤操作、外部からの侵入や攻撃、その他不測の事態による情報資産の流出等が発生した場合、当社グループに

対する信用の失墜、または損害賠償請求等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。

※ISMS認証：2000年７月に通商産業省から公表された「情報セキュリティ管理に関する国際的なスタンダードの導

入および情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度の改革」に基づき、（財）日

本情報処理開発協会 (JIPDEC) にてスタートさせた民間主導による第三者認証制度。

④ 為替変動による影響

当社グループは半導体関連製品の販売を主たる事業としておりますが、その主たる仕入先は海外メーカーであり、

定常的に外貨建て取引が発生しております。そのため、為替相場の変動は当社グループ業績に影響を与える可能性が

あります。当社グループは為替変動リスクを軽減し、これを回避するための様々な手段を講じておりますが、これら

は為替の変動リスク回避を100％保証するものではありません。このことから為替相場の急激な変動は、当社グルー
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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、為替変動への対応、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、シンガポ

ールに支店を設立し、マレーシア、タイ、ベトナム等に生産拠点をもつお客様をサポートするとともに、香港に現地

法人を設立し、香港及び中国本土の日系メーカーの生産移管に対応しております。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。

⑦ 棚卸資産の廃棄及び評価の影響

当社グループでは、顧客からの所要数、納期などの要求に適切に対応するため、数ヶ月分の棚卸資産を保有してお

ります。棚卸資産額を適正に保つため、顧客の所要数量の予測情報や商品が搭載される製品の需要予測を入手すると

ともに、過去の変動状況や受注状況を分析し、仕入先への発注を調整するなどして棚卸資産を調達、管理しておりま

す。しかしながら急激な顧客の所要数量の変動や市場価格の変動、また、生産中止品や保守用在庫として確保してい

た商品が、当初見込んでいた顧客所要数量より差異が生じる際は、会計基準に合わせて廃棄、資産価値評価の見直し

を必要とする可能性があります。このような場合は業績に影響を及ぼす可能性があります。
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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。

（注）当社は、平成24年７月26日付で株式会社エクスプローラの全株式を取得したことにより、当連結会計年度より同社

を連結の範囲に含めており、また平成24年12月31日付で当社連結子会社であった株式会社スピナカー・システムズ

の全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。

２．企業集団の状況

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
株式会社エクスプローラ
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(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、受託設計による開発のサポートや、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。また、地球温暖化や環境汚染、更には平成23年３月11日に発生した東日本大震災とその後の原発事

故により急速にニーズの高まっている電力不足への対応やエネルギー政策の見直しの状況に鑑み、地球環境を意識し

たソリューションの提供にも積極的に取り組んでまいります。

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ネットワー

ク社会の実現に貢献するとともに、持続可能な自律的エネルギーシステムの構築・推進に取り組み、ソリューション

を提供することにより、地球環境の保全と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、急速なグローバル化と技術革新、環境破壊への意識の高まり等により、めまぐるしい変化の中に

あるエレクトロニクス産業の中にあって、徹底した経営の合理化とコスト削減を更に進め、筋肉質な企業体質の構築

に努めております。現在、復興需要やドル円相場の超円高から円安への移行などゆるやかな回復の兆しはあるもの

の、エレクトロニクス業界におけるグローバル競争の激化は更に進行しており、当社グループのおかれている経営環

境は厳しい状況にあると認識しております。こられの状況を受け、当社グループは収益力の強化が重要な経営課題で

あると認識し、従来の経営指標を見直し、目標とする経営指標を「営業利益率５％以上」といたします。今後は経営

基盤を強化し、安定的に収益を確保する事業構造としてまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社グループが属しているエレクトロニクス産業においては、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個

体として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

ては受託設計・開発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提案を行ってまいります。これまで

蓄積してきたＰＬＤやアナログ半導体、ＡＳＳＰの深いレベルでの技術的知識やサポート経験を強みに、受託設計や

ボード開発を行うデザインサービス事業を強化し、より緊密な設計・開発サポート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・高品質・高速化を必要とする医療機器、計測機器、

ＦＡ（ファクトリーオートメーション）機器、放送機器などの産業機器分野や通信インフラの市場に注力してまいり

ます。

また、新たな成長分野への取り組みとしては、エネルギー不足への対応、更に地球温暖化や環境汚染など深刻な環

境変化に直面している現状を認識し、スマートエネルギー分野にも取り組み、低炭素社会の実現に貢献してまいりま

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においては、新興諸国メーカーの台頭によるグローバル競争

の激化、電力不足の長期化懸念や為替相場の急激な変動などの急速な環境変化に直面し、大きな転換期にあります。

日本メーカーは、この転換期において特にアジアを中心とする新興国の発展・市場拡大をチャンスと捉え、より成長

市場に近い地域での開発・生産を活発に進めております。日本メーカーは、コスト面だけでなく、技術的にも急速に

力をつけてきた韓国、台湾、中国等のメーカーに対抗するため、これまで以上に製品の早期投入、機能・コスト・デ

ザイン等のすべての分野での競争力強化が求められております。

また、家電や携帯電話等の既存のエレクトロニクス分野が厳しいグローバルな生き残り競争にさらされる一方、日

本メーカーは東日本大震災とその後の原発事故により直面した電力不足及びエネルギー・環境問題に積極的に取り組

んでおります。この分野は我が国が直面しているエネルギー問題に留まることなく、世界的にも人口の急速な拡大、

新興国の経済発展により、エネルギー不足、環境問題は世界規模の課題となっており、日本メーカーが長い期間をか

けて培ってきた高い環境・省エネルギーの技術が生かされ、競争力を発揮できる分野と期待されております。

このような市場環境のもと、当社グループでは、環境の変化に対応できる経営基盤の確立を重要な経営課題と認識

し、以下のような取り組みをしております。

３．経営方針
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① 収益性の向上

収益向上のために具体的に以下の施策を実施し、収益構造の改造を行っております。

「経営資源の集中と効率化」：

・成長性、収益性の高い注力商材を見極め、収益構造の改善を行っております。

・成長性、収益性の高い商材の売上を拡大するためにリソース配分の見直しを実施しております。

・オフィスコストの大幅低減、人件費等の見直しによる損益分岐点の引き下げを実施しております。

「競争優位性の強化・展開」：

成長性、収益性が高い市場にフォーカスし、各市場にあった製品を提案してまいります。

・製品開発の初期段階から提案のできる製品であるＰＬＤ（Programmable Logic Device）を中心に、高性能

電源やインタフェース製品等をシステムレベルで提案し、収益性を高めてまいります。

・ＮＸＰセミコンダクターズ社、マイクロチップ テクノロジー社等の実績のある汎用ＩＣを中心に、当社が

訴求しきれていない市場を開拓し、収益を拡大してまいります。

・通信機器、産業機器向けなどに強みのある特定用途向けＩＣの販売の強化してまいります。

・急速にニーズが深まるエネルギーシステムのスマート化や環境分野への取組みを強化し、更なる成長と収

益向上に努めてまいります。

② デザインサービス事業の強化及び事業領域の拡大

日本において生産拠点との位置づけは年々低下しておりますが、研究開発については依然として日本が拠点に

なっております。当社グループは、2008年よりお客様の設計開発を受託するデザインサービス事業を事業化し、

医療機器、産業機器、通信機器向けや研究開発に取り組むお客様を中心に設計開発支援を展開しております。平

成24年７月には株式会社エクスプローラをグループ化し、デザインサービス事業の強化を図りました。これによ

り、同社の高い画像圧縮、画像処理技術を活かした受託設計の拡大のみならず、ファブレス事業ノウハウを活用

し、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の展開などを行うことが可能

となっております。これらにより、より収益性の高い事業を構築してまいります。

③ 海外移転ビジネスのサポート強化

国内メーカーの海外生産移管が拡大する中、当社グループでの海外生産案件も増加傾向にあり、このような海

外顧客のサポートは重要課題となっております。現在、当社グループはシンガポールと香港に支店及び子会社を

有し、海外生産案件のサポートを行っておりますが、今後更なる海外生産移管の加速が見込まれることから、人

材の補充などサポート能力の強化を図ってまいります。

(5）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

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当連結会計年度
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,478,600 1,739,109

受取手形及び売掛金 4,023,783 3,227,139

商品 1,120,458 1,051,369

貯蔵品 8,307 7,236

前渡金 368,036 －

未収入金 46,545 919,401

未収消費税等 1,378,872 1,499,530

繰延税金資産 118,022 124,053

その他 53,652 68,701

貸倒引当金 △1,199 △995

流動資産合計 9,595,080 8,635,545

固定資産

有形固定資産

建物 117,651 175,438

減価償却累計額 △95,095 △119,702

建物（純額） 22,556 55,736

車両運搬具 12,216 23,910

減価償却累計額 △203 △3,853

車両運搬具（純額） 12,012 20,056

工具、器具及び備品 273,756 253,445

減価償却累計額 △252,401 △233,338

工具、器具及び備品（純額） 21,354 20,107

土地 － 44,686

有形固定資産合計 55,923 140,586

無形固定資産

のれん － 11,454

その他 27,832 29,249

無形固定資産合計 27,832 40,703

投資その他の資産

投資有価証券 18,074 18,908

繰延税金資産 － 154,843

その他 293,888 276,037

貸倒引当金 △5,254 △130

投資その他の資産合計 306,708 449,659

固定資産合計 390,464 630,949

資産合計 9,985,545 9,266,495
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当連結会計年度
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 942,072 570,341

未払法人税等 10,838 8,797

賞与引当金 37,727 22,134

前受金 364,813 6,760

その他 337,032 510,021

流動負債合計 1,692,484 1,118,056

固定負債

繰延税金負債 9,253 －

退職給付引当金 17,180 45,493

役員退職慰労引当金 161,300 157,500

その他 52,175 55,486

固定負債合計 239,909 258,479

負債合計 1,932,393 1,376,535

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 4,048,957

自己株式 △195,437 △195,516

株主資本合計 8,055,419 7,891,601

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 △1,642

繰延ヘッジ損益 － －

その他の包括利益累計額合計 △2,268 △1,642

純資産合計 8,053,151 7,889,959

負債純資産合計 9,985,545 9,266,495
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
（連結損益計算書）

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 16,367,707 13,231,898

売上原価 13,581,224 11,106,472

売上総利益 2,786,482 2,125,426

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 776 △1,034

給料及び手当 1,053,196 1,081,402

賞与 235,216 167,363

賞与引当金繰入額 37,288 21,778

賃借料 233,082 218,240

のれん償却額 7,947 602

その他 997,091 954,937

販売費及び一般管理費合計 2,564,598 2,443,290

営業利益又は営業損失（△） 221,883 △317,864

営業外収益

受取利息 65 236

受取配当金 2 24

為替差益 － 145,181

消費税等還付加算金 1,262 4,376

負ののれん償却額 82 －

受取手数料 5,939 2,509

受取保険金 5,685 10,960

その他 2,022 1,657

営業外収益合計 15,059 164,946

営業外費用

支払利息 3,545 466

為替差損 3,429 －

支払手数料 14,031 14,026

売掛債権譲渡損 13,451 12,398

その他 3,792 5,379

営業外費用合計 38,250 32,270

経常利益又は経常損失（△） 198,692 △185,187

特別利益

投資有価証券売却益 － 1,107

投資有価証券清算分配益 － 13,241

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 14,349

特別損失

固定資産売却損 18 －

固定資産除却損 1,841 －

投資有価証券評価損 11,290 －

関係会社株式売却損 － 331

事業再編損 － 46,621

ゴルフ会員権売却損 － 545

リース解約損 － 4,441

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34,450 －

特別損失合計 47,601 51,940

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

151,091 △222,779
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

法人税、住民税及び事業税 7,941 9,819

法人税等調整額 94,943 △126,005

法人税等合計 102,884 △116,186

少数株主損益調整前当期純利益 48,206 △106,592

当期純利益又は当期純損失（△） 48,206 △106,592
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（連結包括利益計算書）

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 48,206 △106,592

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 146 626

繰延ヘッジ損益 632 －

その他の包括利益合計 779 626

包括利益 48,985 △105,966

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 48,985 △105,966

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,339,634 1,339,634

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,339,634 1,339,634

資本剰余金

当期首残高 2,698,526 2,698,526

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,698,526 2,698,526

利益剰余金

当期首残高 4,244,493 4,212,696

当期変動額

剰余金の配当 △80,004 △57,145

当期純利益 48,206 △106,592

当期変動額合計 △31,797 △163,738

当期末残高 4,212,696 4,048,957

自己株式

当期首残高 △195,417 △195,437

当期変動額

自己株式の取得 △19 △79

当期変動額合計 △19 △79

当期末残高 △195,437 △195,516

株主資本合計

当期首残高 8,087,236 8,055,419

当期変動額

剰余金の配当 △80,004 △57,145

当期純利益 48,206 △106,592

自己株式の取得 △19 △79

当期変動額合計 △31,816 △163,818

当期末残高 8,055,419 7,891,601
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △2,414 △2,268

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 146 626

当期変動額合計 146 626

当期末残高 △2,268 △1,642

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △632 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 632 －

当期変動額合計 632 －

当期末残高 － －

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △3,047 △2,268

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 779 626

当期変動額合計 779 626

当期末残高 △2,268 △1,642

純資産合計

当期首残高 8,084,189 8,053,151

当期変動額

剰余金の配当 △80,004 △57,145

当期純利益 48,206 △106,592

自己株式の取得 △19 △79

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 779 626

当期変動額合計 △31,037 △163,192

当期末残高 8,053,151 7,889,959
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

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 151,091 △222,779

減価償却費 31,610 38,778

のれん償却額 7,947 602

負ののれん償却額 △82 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 776 △10,973

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,811 △24,340

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,695 13,113

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,063 －

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 545

受取利息及び受取配当金 △67 △260

支払利息 3,545 466

為替差損益（△は益） △14,167 10,364

投資有価証券評価損益（△は益） 11,290 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,107

関係会社株式売却損益（△は益） － 331

投資有価証券清算分配損益 － △13,241

有形固定資産売却損益（△は益） 18 －

有形固定資産除却損 963 －

無形固定資産除却損 878 －

リース解約損 － 4,441

事業再編損失 － 46,621

売上債権の増減額（△は増加） △541,504 962,122

たな卸資産の増減額（△は増加） 511,954 111,236

仕入債務の増減額（△は減少） 375,293 △370,651

未収消費税等の増減額（△は増加） △516,291 △11,996

未収入金の増減額（△は増加） 322,935 △781,894

前渡金の増減額（△は増加） 367,116 357,987

前受金の増減額（△は減少） △139,315 △323,243

その他 △9,000 20,719

小計 554,045 △193,155

利息及び配当金の受取額 67 260

利息の支払額 △3,355 △275

法人税等の還付額 1,198 520

法人税等の支払額 △8,174 △9,665

営業活動によるキャッシュ・フロー 543,781 △202,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の清算分配による収入 － 15,020

有形固定資産の取得による支出 △15,243 △12,695

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △9,541 △14,713

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 861 91

投資その他の資産の増減額（△は増加） △486 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,459 △329,103
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △1,242 △9,908

自己株式の取得による支出 △19 △79

配当金の支払額 △80,023 △57,495

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,284 △67,483

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,481 25,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 452,519 △573,498

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △165,992

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期末残高 2,478,600 1,739,109
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該当事項はありません。 

１．連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数 １社

連結子会社の名称

株式会社エクスプローラ

株式会社エクスプローラは、当社が平成24年７月26日付で同社の全株式を取得したことにより、当

連結会計年度より連結の範囲に含めております。

また、前連結会計年度において連結子会社であった株式会社スピナカー・システムズは、平成24年

12月31日に当社保有の全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。

（２）非連結子会社の名称

PALTEK HONG KONG LIMITED

（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。

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

（２）主要な持分法非適用の非連結子会社の名称

PALTEK HONG KONG LIMITED

（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。

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。

なお、当連結会計年度に新規に株式を取得して連結子会社となった株式会社エクスプローラは、当連結会計

年度より決算日を９月30日から12月31日に変更いたしました。この変更により当連結会計年度は10月１日から

12月31日までの３ヶ月を連結対象としております。

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

連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(ロ）デリバティブ

時価法

(ハ）たな卸資産

① 商品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算

定）

② 貯蔵品

最終仕入原価法

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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（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（リース資産を除く）

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、器具及び備品５年～15年であります。

(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。

(ハ）リース資産

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

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。

（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。

(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。

(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。

(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、当社は、役員退職慰労金制度を凍結しております。

当社は、凍結の日以降の新たな繰り入れは行っておりません。

（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。

（５）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。

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引

ヘッジ対象

外貨建金銭債務及び外貨建予定取引

(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。

（６）のれんの償却方法及び償却期間

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。

（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（現金および現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金およ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カ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。

（８）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。
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該当事項はありません。

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」は、資産の総額の100分の１を

超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会

計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた100,198千円

は、「未収入金」46,545千円、「その他」53,652千円として組み替えております。

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

当連結会計年度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。

１．売掛債権譲渡担保高

２．債権流動化による遡及義務

※３．非連結子会社株式

４．当社は、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借入未実行残高は次のとおりであります。

(7）会計方針の変更

(8）表示方法の変更

(9）追加情報

(10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年12月31日）

当連結会計年度
（平成24年12月31日）

千円861 千円402,685

前連結会計年度
（平成23年12月31日）

当連結会計年度
（平成24年12月31日）

千円34,310 千円44,540

前連結会計年度
（平成23年12月31日）

当連結会計年度
（平成24年12月31日）

千円1,796 千円1,796

前連結会計年度
（平成23年12月31日）

当連結会計年度
（平成24年12月31日）

当座貸越契約の総額 千円6,300,000 千円6,300,000

借入実行残高 － －

差引額 6,300,000 6,300,000
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※１．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

※２．固定資産売却益の内訳

※３．固定資産売却損の内訳

※４．固定資産除却損の内訳

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日）

※○ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

千円1,689 千円212

前連結会計年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

工具、器具及び備品 千円0 千円－

前連結会計年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

工具、器具及び備品 千円18 千円－

前連結会計年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

建物 千円832 千円－

工具、器具及び備品 130 －

ソフトウエア 878 －

（連結包括利益計算書関係）

その他有価証券評価差額金：

当期発生額 千円1,726

組替調整額 △754

税効果調整前 971

税効果額 △345

その他有価証券評価差額金 626

その他の包括利益合計 626

21

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587）　平成24年12月期 決算短信



前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23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

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加52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

(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

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度期首
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 420,662 52 － 420,714

合計 420,662 52 － 420,714

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23年３月26日

定時株主総会
普通株式 80,004 7 平成22年12月31日 平成23年３月28日

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24年３月24日

定時株主総会
普通株式 57,145 利益剰余金 5 平成23年12月31日 平成24年３月26日
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当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24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

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加203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

(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

※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

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

「車両運搬具」であります。

② リース資産の減価償却の方法

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 （2）重要な減

価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

当連結会計年度期首
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 420,714 203 － 420,917

合計 420,714 203 － 420,917

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24年３月24日

定時株主総会
普通株式 57,145 5 平成23年12月31日 平成24年３月26日

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25年３月23日

定時株主総会
普通株式 57,144 利益剰余金 5 平成24年12月31日 平成25年３月25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23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

現金及び預金勘定 千円2,478,600 千円1,739,109

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 2,478,600 1,739,109

（リース取引関係）

23

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587）　平成24年12月期 決算短信



１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金計画に基づいて金融機関からの借入等により必要な資金を調達しております。ま

た、一時的な余剰資金は安全かつ確実な資金運用を行い、投機目的の資金運用は行わないものとしており

ます。

デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であり

ます。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建営業債権

は為替変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の範囲内にあるため、それぞれの為替変

動リスクを相殺する関係にあります。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を

把握しております。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、１年以内の支払期日であります。一部の外貨建

営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしており

ます。

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであ

り、償還日は最長で決算日後５年であります。

デリバティブ取引は、外貨建営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為

替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効

性の評価方法等については、前述の連結計算書類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 （５）重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、各営業部門において主要な取引先の状況を

定期的にモニタリングし、取引相手毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回

収懸念の早期把握や軽減を図っております。

デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは

ほとんどないと認識しております。

ロ．市場リスク（為替変動リスク）の管理

当社は、外貨建営業債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先

物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、輸入に係る予定取引により確

実に発生すると見込まれる外貨建営業債務に対する先物為替予約を行っております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取締役会で決議されたヘッジ方針に従って行っておりま

す。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰予

定を作成するなどの方法により管理しております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

前連結会計年度（平成23年12月31日）

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収消費税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(4)投資有価証券

時価については、取引所の価格によっております。

負 債

(1)支払手形及び買掛金、(2)未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 2,478,600 2,478,600 －

(2）受取手形及び売掛金 4,023,783 4,023,783 －

(3）未収消費税等 1,378,872 1,378,872 －

(4）投資有価証券 906 906 －

資産計 7,882,162 7,882,162 －

(1）支払手形及び買掛金 942,072 942,072 －

(2）未払法人税等 10,838 10,838 －

負債計 952,911 952,911 －
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当連結会計年度（平成24年12月31日）

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収入金、(4)未収消費税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

負 債

(1)支払手形及び買掛金、(2)未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産」

には含めておりません。

３．社債、新株予約権付社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

連結附属明細表「社債明細表」及び「借入金等明細表」をご参照下さい。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 1,739,109 1,739,109 －

(2）受取手形及び売掛金 3,227,139 3,227,139 －

(3）未収入金 919,401 919,401 －

(4）未収消費税等 1,499,530 1,499,530 －

資産計 7,385,180 7,385,180 －

(1）支払手形及び買掛金 570,341 570,341 －

(2）未払法人税等 8,797 8,797 －

負債計 579,139 579,139 －

（単位：千円）

区分
前連結会計年度

（平成23年12月31日）
当連結会計年度

（平成24年12月31日）

非上場株式 1,526 376

非上場新株予約権証券 575 －

投資事業組合等への出資 15,065 16,736
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１．その他有価証券

前連結会計年度（平成23年12月31日）

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 1,526千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（有価証券関係）

種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

取得原価（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 906 152 754

(2）債券

① 国債・地方債

等
－ － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 906 152 754

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

① 国債・地方債

等
－ － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 906 152 754
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当連結会計年度（平成24年12月31日）

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 376千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23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24年１月１日 至 平成24年12月31日）

種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

取得原価（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 － － －

(2）債券

① 国債・地方債

等
－ － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

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

① 国債・地方債

等
－ － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 － － －

種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

(1）株式 1,260 1,107 －

(2）債券

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,260 1,107 －
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１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1）通貨関連

前連結会計年度（平成23年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（平成24年12月31日）

該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度（平成23年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（平成24年12月31日）

(*) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時

価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。

（注） 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

（デリバティブ取引関係）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超（千円）

時価
（千円）

為替予約等の振当処理

為替予約取引

買建

米ドル 買掛金 11,505 － （*）

合計 11,505 － （*）

29

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587）　平成24年12月期 決算短信



１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型企業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

（２）制度全体に占める当社の加入者数割合

前連結会計年度 ％（平成23年３月31日 現在）

当連結会計年度 ％（平成24年３月31日 現在）

（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。

２．退職給付債務に関する事項

３．退職給付費用に関する事項

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。

（退職給付関係）

前連結会計年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

年金資産の額（千円） 171,944,542 186,189,698

年金財政計算上の給付債務の額（千円） 172,108,284 186,648,697

差引額（千円） △163,741 △458,998

0.28

0.28

前連結会計年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

別途積立金（千円） 14,983,213 3,329,843

当年度不足金（千円） △11,653,370 △13,412,115

資産評価調整加算額（千円） △3,493,584 9,623,273

前連結会計年度
（平成23年12月31日）

当連結会計年度
（平成24年12月31日）

(1）退職給付債務（千円） 240,057 286,126

(2）年金資産（千円） 222,877 240,633

(3）退職給付引当金(1）－(2）（千円） 17,180 45,493

前連結会計年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

退職給付費用（千円） 48,867 107,166

(1）勤務費用（千円） 17,613 38,347

(2）総合設立型厚生年金基金拠出金（千円） 31,074 30,193

(3）中小企業退職金共済制度拠出金（千円） 180 1,105

(4）臨時退職金（千円） － 37,521
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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

(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

② 単価情報

（ストック・オプション等関係）

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 277,200株

付与日 平成18年４月25日

権利確定条件

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18年４月25日～平成21年３月31日

権利行使期間 平成21年４月１日～平成24年３月31日

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 －

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 193,800

権利確定 －

権利行使 －

失効 193,800

未行使残 －

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格 （円） 752

行使時平均株価 （円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －
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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

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に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成23年12月31日）

当連結会計年度
（平成24年12月31日）

繰延税金資産

未払事業税 千円2,230 千円1,105

棚卸資産評価損否認 13,317 45,951

敷金償却費否認 13,236 15,704

賞与引当金否認 15,332 8,402

退職給付引当金否認 6,112 15,949

役員退職慰労引当金否認 57,390 56,038

投資有価証券評価損否認 25,063 21,052

繰越欠損金 82,761 189,603

その他 13,743 17,219

繰延税金資産小計 229,187 371,027

評価性引当額 △102,214 △92,121

繰延税金資産合計 126,973 278,905

繰延税金負債

未収事業税 － △8

その他有価証券評価差額金 △185 －

関係会社株式の税務上の簿価修正額 △18,019 －

繰延税金負債合計 △18,204 △8

繰延税金資産（負債）の純額 108,768 278,896

前連結会計年度
（平成23年12月31日）

当連結会計年度
（平成24年12月31日）

流動資産－繰延税金資産 千円118,022 千円124,053

固定資産－繰延税金資産 － 154,843

固定負債－繰延税金負債 △9,253 －

前連結会計年度
（平成23年12月31日）

当連結会計年度
（平成24年12月31日）

法定実効税率 ％40.64 ％40.64

（調整）

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正目 8.54 △9.90

交際費等永久に損金に算入されない項目 14.82 △9.64

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 － 20.94

外国税額の損金算入 △0.70 0.70

税務上の繰越欠損金の取崩 16.11 －

受取配当金消去 － 9.53

住民税均等割 3.54 △2.67

評価性引当額増減による影響 △16.84 4.77

その他 1.98 △2.22

税効果会計適用後の法人税等の負担率 68.09 52.15
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当連結会計期間（自平成24年１月１日 至平成24年12月31日）

取得による企業結合

１．企業結合の概要

（１）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社エクスプローラ

事業の内容 ソフトウエア設計、ハードウエア設計・製造

（２）企業結合を行った主な理由

株式会社エクスプローラは1992年に創業し、放送機器、医療機器、製造装置、音響処理装置等の組

込み機器のハード設計、製造、ソフト設計からＯＥＭ供給まで手掛けております。ＤＳＰやＦＰＧＡ

に関する豊富な設計実績を持ち、最先端の画像・音声処理に関して高い技術力と実績を有していま

す。 

当社は、エクスプローラ社の株式を取得することにより、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。 

（３）企業結合日

平成24年７月26日

（４）企業結合の法的形式

株式の取得

（５）結合後企業の名称

変更はありません。

（６）取得した議決権比率

取得直前に所有していた議決権比率 －％

企業結合日に取得した議決権比率 100％

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式会社エクスプローラの全株式を取得したためであります。

２．当連結会計期間に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成24年９月30日をみなし取得日としているため、10月１日から12月31日までの３ヶ月を連結対象と

しております。

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（１）発生したのれんの金額

12,056千円

（２）発生原因

主として株式会社エクスプローラが営むソフトウエア設計、ハードウエア設計・製造事業の展開に

よって期待される超過収益力であります。

（３）償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却

（企業結合等関係）

取得の対価
企業結合日に取得した株式会社エクスプローラの普通株式の

時価
250,000千円

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 30,500千円

取得原価 280,500千円
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前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）

当社グループは、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）の単一セグメントであ

るため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日）

当社グループは、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）の単一セグメントであ

るため、記載を省略しております。

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（１）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手がいないため、記載はあ

りません。

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（１）売上高

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ．関連情報

（単位：千円）

日本 アジア その他 合計

11,536,333 1,689,831 5,733 13,231,898

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

日本電気(株) 1,804,197 半導体関連事業
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前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23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24年１月１日 至 平成24年12月31日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23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24年１月１日 至 平成24年12月31日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23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24年１月１日 至 平成24年12月31日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）

関連当事者との取引

(ア）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日）

関連当事者との取引

(ア）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（関連当事者情報）
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（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。

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

１株当たり純資産額 円 銭704 61

１株当たり当期純利益 円 銭4 22

１株当たり純資産額 円 銭690 35

１株当たり当期純損失 円 銭9 33

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。

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、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
48,206 △106,592

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

当期純損失（△）（千円）
48,206 △106,592

期中平均株式数（株） 11,429,233 11,429,113

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20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権）

１種類 個（新株予約権の行

使により発行される株式数

株）

1,938

193,800

──────

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当事業年度
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,362,860 1,559,556

受取手形 100,449 103,623

売掛金 3,911,813 3,032,392

商品 1,120,476 1,010,528

貯蔵品 8,307 7,236

前渡金 367,359 －

前払費用 39,044 35,056

繰延税金資産 118,022 100,788

短期貸付金 － 160,000

未収入金 46,154 919,401

未収還付法人税等 7 24,975

未収消費税等 1,378,872 1,499,530

その他 13,877 7,446

貸倒引当金 △1,199 △812

流動資産合計 9,466,045 8,459,722

固定資産

有形固定資産

建物 117,651 117,043

減価償却累計額 △95,095 △85,853

建物（純額） 22,556 31,190

車両運搬具 12,216 23,910

減価償却累計額 △203 △3,853

車両運搬具（純額） 12,012 20,056

工具、器具及び備品 264,014 220,974

減価償却累計額 △246,519 △202,770

工具、器具及び備品（純額） 17,495 18,203

有形固定資産合計 52,063 69,450

無形固定資産

電話加入権 4,862 4,862

ソフトウエア 22,454 10,603

ソフトウエア仮勘定 － 12,800

無形固定資産合計 27,317 28,266

投資その他の資産

投資有価証券 18,074 17,112

関係会社株式 199,879 282,296

破産更生債権等 3,815 986

長期前払費用 508 261

繰延税金資産 － 126,088

敷金及び保証金 94,047 87,691

保険積立金 186,429 186,429

従業員に対する長期貸付金 91 －

その他 1,778 228

貸倒引当金 △589 △130

投資その他の資産合計 504,033 700,964

固定資産合計 583,415 798,681

資産合計 10,049,460 9,258,404
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当事業年度
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 939,835 566,423

短期借入金 30,000 －

未払金 245,944 418,295

未払費用 46,564 41,429

未払法人税等 10,658 8,701

前受金 360,559 6,760

預り金 32,394 32,591

賞与引当金 37,070 22,134

その他 3,083 5,455

流動負債合計 1,706,111 1,101,791

固定負債

繰延税金負債 9,253 －

退職給付引当金 17,180 30,293

役員退職慰労引当金 157,500 157,500

その他 49,484 55,486

固定負債合計 233,418 243,279

負債合計 1,939,529 1,345,070

純資産の部

株主資本

資本金 1,339,634 1,339,634

資本剰余金

資本準備金 1,678,512 1,678,512

資本剰余金合計 1,678,512 1,678,512

利益剰余金

利益準備金 46,100 46,100

その他利益剰余金

別途積立金 4,200,000 4,200,000

繰越利益剰余金 1,043,389 846,244

利益剰余金合計 5,289,489 5,092,344

自己株式 △195,437 △195,516

株主資本合計 8,112,200 7,914,975

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,268 △1,642

繰延ヘッジ損益 － －

評価・換算差額等合計 △2,268 △1,642

純資産合計 8,109,931 7,913,333

負債純資産合計 10,049,460 9,258,404
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（２）損益計算書

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 16,245,757 13,086,848

売上原価

商品期首たな卸高 1,635,105 1,120,476

当期商品仕入高 12,990,096 10,901,519

当期商品加工原価 30,906 35,328

合計 14,656,108 12,057,323

他勘定振替高 3,113 9,165

商品期末たな卸高 1,120,476 1,010,528

商品売上原価 13,532,518 11,037,630

売上総利益 2,713,239 2,049,218

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 776 △413

貸倒損失 39,811 －

役員報酬 107,420 93,465

給料及び手当 1,031,670 1,039,438

賞与 230,863 155,837

福利厚生費 180,246 170,693

賞与引当金繰入額 36,631 21,778

賃借料 229,855 214,831

減価償却費 29,293 35,913

支払手数料 83,699 91,907

その他 533,706 524,398

販売費及び一般管理費合計 2,503,975 2,347,851

営業利益又は営業損失（△） 209,263 △298,632

営業外収益

受取利息 42 558

受取配当金 2 24

為替差益 － 145,216

受取手数料 5,939 2,509

受取保険金 5,685 10,960

負ののれん償却額 82 －

その他 3,272 5,876

営業外収益合計 15,024 165,144

営業外費用

支払利息 3,830 727

支払手数料 14,031 14,026

手形債権譲渡損 2,573 1,519

売掛債権譲渡損 13,451 12,398

為替差損 1,963 －

その他 1,219 1,300

営業外費用合計 37,069 29,971

経常利益又は経常損失（△） 187,219 △163,459
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 － 1,107

投資有価証券清算分配益 － 13,241

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 14,349

特別損失

固定資産売却損 18 －

固定資産除却損 1,841 －

関係会社株式売却損 － 52,553

投資有価証券評価損 11,290 －

事業再編損 － 46,621

ゴルフ会員権売却損 － 545

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34,041 －

特別損失合計 47,192 99,719

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 140,026 △248,829

法人税、住民税及び事業税 7,761 9,622

法人税等調整額 94,943 △118,454

法人税等合計 102,704 △108,831

当期純利益又は当期純損失（△） 37,322 △139,998
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（３）株主資本等変動計算書

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,339,634 1,339,634

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,339,634 1,339,634

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 1,678,512 1,678,512

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,678,512 1,678,512

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 46,100 46,100

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 46,100 46,100

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 4,200,000 4,200,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,200,000 4,200,000

繰越利益剰余金

当期首残高 1,086,071 1,043,389

当期変動額

剰余金の配当 △80,004 △57,145

当期純利益 37,322 △139,998

当期変動額合計 △42,682 △197,144

当期末残高 1,043,389 846,244

利益剰余金合計

当期首残高 5,332,171 5,289,489

当期変動額

剰余金の配当 △80,004 △57,145

当期純利益 37,322 △139,998

当期変動額合計 △42,682 △197,144

当期末残高 5,289,489 5,092,344

自己株式

当期首残高 △195,417 △195,437

当期変動額

自己株式の取得 △19 △79

当期変動額合計 △19 △79

当期末残高 △195,437 △195,516
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

株主資本合計

当期首残高 8,154,901 8,112,200

当期変動額

剰余金の配当 △80,004 △57,145

当期純利益 37,322 △139,998

自己株式の取得 △19 △79

当期変動額合計 △42,701 △197,224

当期末残高 8,112,200 7,914,975

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △2,414 △2,268

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 146 626

当期変動額合計 146 626

当期末残高 △2,268 △1,642

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △632 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 632 －

当期変動額合計 632 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計

当期首残高 △3,047 △2,268

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 779 626

当期変動額合計 779 626

当期末残高 △2,268 △1,642

純資産合計

当期首残高 8,151,854 8,109,931

当期変動額

剰余金の配当 △80,004 △57,145

当期純利益 37,322 △139,998

自己株式の取得 △19 △79

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 779 626

当期変動額合計 △41,922 △196,598

当期末残高 8,109,931 7,913,333

42

（株）ＰＡＬＴＥＫ（7587）　平成24年12月期 決算短信



該当事項はありません。 

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

（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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

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

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（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）

（２）貯蔵品

最終仕入原価法

４．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

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、器具及び備品５年～15年であります。

（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。

（３）リース資産

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

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

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。

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。

（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。

（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。

（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）継続企業の前提に関する注記

(5）重要な会計方針
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７．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。

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引

ヘッジ対象

外貨建金銭債務及び外貨建予定取引

（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。

（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。

８．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。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

１．売掛債権譲渡担保高

２．債権流動化による遡及義務

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借入未実行残高は次のとおりであります。

(6）会計方針の変更

(7）表示方法の変更

(8）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年12月31日）

当事業年度
（平成24年12月31日）

千円861 千円402,685

前事業年度
（平成23年12月31日）

当事業年度
（平成24年12月31日）

千円34,310 千円44,540

前事業年度
（平成23年12月31日）

当事業年度
（平成24年12月31日）

当座貸越契約の総額 千円6,300,000 千円6,300,000

借入実行残高 － －

差引額 6,300,000 6,300,000
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※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。

※２．

前事業年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）

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。

当事業年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日）

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。

※３．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

※４．固定資産売却益の内訳

※５．固定資産売却損の内訳

※６．固定資産除却損の内訳

（損益計算書関係）

前事業年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当事業年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

労務費 千円17,673 千円16,705

外注費 11,679 17,216

減価償却費 829 598

その他 723 807

計 30,906 35,328

前事業年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当事業年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

千円1,689 千円212

前事業年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当事業年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

工具、器具及び備品 千円0 千円－

前事業年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当事業年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

工具、器具及び備品 千円18 千円－

前事業年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当事業年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

建物 千円832 千円－

工具、器具及び備品 130 －

ソフトウエア 878 －
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第30期（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

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

第31期（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

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

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

「車両運搬具」であります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

前事業年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）

子会社株式(貸借対照表計上額 1,796千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら

れることから、記載しておりません。

当事業年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日）

子会社株式(貸借対照表計上額 1,796千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら

れることから、記載しておりません。

（株主資本等変動計算書関係）

当期首株式数
（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 420,662 52 － 420,714

合計 420,662 52 － 420,714

当期首株式数
（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 420,714 203 － 420,917

合計 420,714 203 － 420,917

（リース取引関係）

（有価証券関係）
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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

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に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成23年12月31日）

当事業年度
（平成24年12月31日）

繰延税金資産

棚卸資産評価損否認 千円13,317 千円45,951

賞与引当金否認 15,065 8,402

敷金償却費否認 13,011 15,704

投資有価証券評価損否認 25,146 21,052

退職給付引当金否認 6,112 10,778

役員退職慰労引当金否認 56,038 56,038

繰越欠損金 78,636 138,831

その他 14,196 16,781

繰延税金資産小計 221,524 313,539

評価性引当額 △94,551 △86,662

繰延税金資産合計 126,973 226,877

繰延税金負債

関係会社株式の税務上の簿価修正額 △18,019 －

その他 △185 －

繰延税金負債合計 △18,204 －

繰延税金資産の純額 108,768 226,877

前事業年度
（平成23年12月31日）

当事業年度
（平成24年12月31日）

法定実効税率 ％40.64 ％40.64

（調整）

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 8.47 △6.97

交際費等永久に損金に算入されない項目 15.96 △8.60

受取配当等の益金不算入 － 18.75

住民税均等割 3.69 △2.33

外国税額の損金算入 1.10 △0.91

評価性引当額 3.21 3.17

その他 0.28 －

税効果会計適用後の法人税等の負担率 73.35 43.74
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（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。

該当事項はありません。

(1）役員の異動

該当事項はありません。

(2）その他

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

第30期
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

第31期
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

１株当たり純資産額 円 銭709 58

１株当たり当期純利益 円 銭3 27

１株当たり純資産額 円 銭692 39

１株当たり当期純損失 円 銭12 25

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。

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、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

第30期
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

第31期
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
37,322 △139,998

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

当期純損失（△）（千円）
37,322 △139,998

期中平均株式数（株） 11,429,233 11,429,113

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20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権）

１種類 個（新株予約権の行

使により発行される株式数

株）

1,938

193,800

──────

（重要な後発事象）

６．その他
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