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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第28期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第27期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
３月31日

自平成20年
１月１日
至平成20年
12月31日

売上高（千円） 3,269,13620,726,339

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△90,893 286,665

当期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △123,690 59,133

純資産額（千円） 7,912,3228,137,798

総資産額（千円） 9,465,43010,321,497

１株当たり純資産額（円） 678.57 697.91

１株当たり当期純利益又は四半期純損失（△）（円） △10.61 5.07

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － －

自己資本比率（％） 83.6 78.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,421,355664,697

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
220,182△82,907

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△650,665△346,608

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 3,457,7672,466,702

従業員数（人） 230 233

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第28期第１四半期については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、潜在株式調

整後１株当たり四半期純利益金額は記載しておりません。

４．第27期については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額は記載しておりません。 
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

なお、当社は平成21年４月１日付にて、100％子会社であ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を吸収合併いたしました。詳細は、『第５　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　重要な後発事

象』に記載のとおりであります。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 230 (48)

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。

 

(2）提出会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 151 (36)

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【仕入、受注及び販売の状況】

(１)仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の仕入実績は、次のとおりであります。

事業区分

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

金額（千円） 前年同期比（％）

半導体関連事業 2,691,285 －

合計 2,691,285 －

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(２)受注状況

　当第１四半期連結会計期間の受注状況は、次のとおりであります。

事業区分

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

半導体関連事業 2,851,509 － 1,111,273 －

合計 2,851,509 － 1,111,273 －

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(３)販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

事業区分

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

金額（千円） 前年同期比（％）

半導体関連事業 3,269,136 －

合計 3,269,136 －

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

金額（千円） 割合（％）

日本電気（株） 389,992 11.9

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

（代理店契約）

契約会社名 相手方の名称 国名 契約の内容 契約期間

株式会社パルテック

ナショナル

セミコンダクター

ジャパン株式会社

日本

米国ナショナルセミコンダク

ター社製品に関する販売代理

店契約

平成21年２月１日より、

自動的に１年毎の更新。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

（１）経営成績の分析

当第１四半期におけるわが国経済は、世界経済の急速な悪化の影響により、企業収益が大幅に落ち込み、雇用情

勢の悪化、個人消費の減少など、極めて厳しい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、世界的な景気後退により、特に輸出が激減するなど、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、当社グループは売上確保に努めましたが、世界的な不況下の中で、すべての分

野で売上、利益ともに大幅に減少いたしました。また、この間、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、経営の合理化と効率化を目指し、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

で吸収合併するため、統合準備を進めてまいりました。

こうした事業活動の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては、すべての製品分野で大幅に減

少しましたが、特に大手顧客の民生向け製品等に採用されているアナログ半導体とブロードバンド通信向けＡＳ

ＳＰ製品の量産案件が大幅な減少となったため、売上高は大幅な減少となり、32億６千９百万円となりました。

損益面につきましては、営業損益は、すべてのソリューション分野において量産案件が大幅に縮小したこと、円

高水準で推移したこと等により、売上総利益率は比較的高い水準で推移いたしましたが、売上高の大幅な減少を

補うにはいたらず、経費の節減にも継続して取り組みましたが大幅な減益となり、１億２千９百万円の営業損失

となりました。

経常損益につきましては、子会社の吸収合併に伴う保険解約益などにより若干改善し、９千万円の経常損失と

なりました。

四半期純損益につきましては、投資有価証券評価損、子会社２社の吸収合併に伴う移転費用等の事業再編損等

を計上したため、１億２千３百万円の四半期純損失となりました。

 

（２）財政状態の分析

（資産）

当第１四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８億５千６百万円減少し94億６千５百万円

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および未収消費税が減少したこと等によ

るものです。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ６億３千万円減少し15億５千３百万円となり

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１四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２億２千５百万円減少し79億１千２百万円

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。

 

（３）キャッシュ・フローの状況

当第１四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９億９千１百万円増加

し、34億５千７百万円となりました。

当第1四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１億７千５百万円計上しま

したが、売上高の減少により売上債権が減少したこと等により、14億２千１百万円の収入となりました。
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（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、子会社の保険の解約を行ったこと、定期預金の払い戻し

を実施したこと等により、２億２千万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、短期借入金の返済および配当金の支払いを実施したこと

等により、６億５千万円の支出となりました。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

  

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 23,562,000

計 23,562,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
(平成21年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成21年５月15日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 11,849,899 11,849,899 ジャスダック証券取引所
単元株式数

(100株）

計 11,849,899 11,849,899  － －

（注）提出日現在発行数には、平成21年５月１日以後に新株予約権の権利行使により発行された株式数は含んでおりま

せん。
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（２）【新株予約権等の状況】

（イ）旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストック・オプション）に関する事項は、次のとおりであ

　　　ります。

①平成14年３月27日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数 －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１ 136,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 789

新株予約権の行使期間
自 平成16年５月１日

至 平成21年４月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格        789

資本組入額      395

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れその他の処分および相続は認め

ない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株引受権の目的となる株式の数とは、旧商法280条ノ19に基づく特別決議における新株発行予定数から既に

発行した株数及び退職等の事由により新株引受権を喪失した株数を減じた数のことであります。

２．(１)対象者として新株引受権を付与された者が、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限り、付与された権利の一部または全部を行使

することができるものといたします。

(２)対象者として新株引受権を付与された者が、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でなくなり、その日から３ヶ月を経過したときは、新株引受権を喪失するものとい

たします。

(３)新株引受権に関するその他の細目については、平成14年３月27日開催の当社定時株主総会および同総会後

開催する取締役会決議に基づき、当社と対象取締役・従業員との間で締結する新株引受権付与契約に定め

るところによるものであります。

３．当社が株式分割および時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額の調整をし、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。
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調整後新株発行価額 ＝ 調整前新株発行価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数

（ロ）旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成17年３月26日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個）　 600

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）　 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 748

新株予約権の行使期間
自 平成19年６月１日

至 平成21年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格        748

資本組入額      374

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　 －

（注）１．(１)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）が権利行使時においても、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限

　　　　　　　り、またはその地位を喪失した日から２年間以内に限り、付与された権利の一部または全部を行使するこ

　　　　　　　とができるものといたします。 

　 (２)新株予約権の質入れその他の処分及び相続は認めないものといたします。 

   (３)新株予約権に関するその他の細目については、平成17年３月26日開催の当社定時株主総会及び同総会以後

       に開催される取締役会決議により決定し、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に

       定めるところによるものといたします。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の

    処分を行う場合（新株予約権の行使の場合及び「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号） 

施

    行前の商法第280条ノ19に定められた新株引受権の行使の場合を除く。以下、同じ。）、次の算式により１

    株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。また、当社

    の減資、合併、会社分割などの場合において、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で１株

    当たりの払込金額を調整することがあります。 

 ①株式の分割または併合を行う場合

調整後１株当たり払込金額 ＝ 調整前１株当たり払込金額 ×
１

分割・併合の比率

 ②時価を下回る価額による新株式の発行または自己株式の処分を行う場合
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調整後１株当たり払込金

額
＝
調整前１株当たり払込金

額
×
既発行株式数 ＋

新規発行（処分）

株式数

 

×

１株当たり

払込金額

１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行（処分）株式数

②平成18年３月25日定時株主総会決議  

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個）　 2,274

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）　 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 227,400

新株予約権の行使時の払込金額（円） 752

新株予約権の行使期間
自 平成21年４月１日

至 平成24年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格        752

資本組入額      376

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　 －

（注）１．(１)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）が権利行使時においても、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限り、

またはその地位を喪失した日から３ヶ月以内に限り、付与された権利の一部または全部を行使することが

できるものといたします。

(２)新株予約権の質入れその他の処分及び相続は認めないものといたします。

(３)新株予約権に関するその他の細目については、平成18年３月25日開催の当社定時株主総会及び同総会以後

に開催される取締役会決議により決定し、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に

定めるところによるものといたします。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使の場合及び「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施

行前の商法第280条ノ19に定められた新株引受権の行使の場合を除く。以下、同じ。）、次の算式により１株当た

りの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。また、当社の減資、

合併、会社分割などの場合において、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で１株当たりの払

込金額を調整することがあります。

①株式の分割または併合を行う場合

調整後１株当たり払込金額 ＝ 調整前１株当たり払込金額 ×
１

分割・併合の比率

②時価を下回る価額による新株式の発行または自己株式の処分を行う場合

調整後１株当たり払込金

額
＝
調整前１株当たり払込金

額
×
既発行株式数 ＋

新規発行（処分）

株式数

 

×

１株当たり

払込金額

１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行（処分）株式数
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（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金
残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成21年１月１日～

平成21年３月31日
－ 11,849,899 － 1,339,634 － 1,678,512

（５）【大株主の状況】

　当第１四半期会計期間において、タワー投資顧問株式会社から平成21年２月４日付（報告義務発生日　平成21

年２月３日）の大量保有報告書の写しの送付があり、平成21年２月３日現在で2,304千株を保有している旨の

報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができ

ません。

　なお、タワー投資顧問株式会社の大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

  　　　大量保有者　　　　　　　　タワー投資顧問株式会社

　　　　住所　　　　　　　　　　　東京都港区芝大門１丁目12番16号　住友芝大門ビル２号館２階

　　　　保有株券等の数　　　　　　株式　2,304,200株

　　　　株券等保有割合　　　　　　19.44％ 

 

（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、　

　　　　　　　　記載することができないことから、直前の基準日（平成20年12月31日）に基づく株主名簿による記載

をして　　おります。

 

①【発行済株式】

平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　 189,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   11,639,700 116,397 －

単元未満株式 普通株式    　 20,599 － －

発行済株式総数 11,849,899 － －

総株主の議決権 － 116,397 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。
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②【自己株式等】

 平成21年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社ＰＡＬＴＥＫ
神奈川県横浜市港北区新横

浜二丁目３番地12
189,600 － 189,600 1.60

計 － 189,600 － 189,600 1.60

　（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が2,000株（議決権の数20

個）あります。

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年１月 ２月 ３月

最高（円） 289 345 350

最低（円） 272 275 310

（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。  
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツよる四半期レビューを受けておりま

す。
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１【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１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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 3,537,767 2,594,823

受取手形及び売掛金 2,860,492 4,175,960

商品 1,989,251 1,961,447

その他 405,496 856,865

貸倒引当金 △1,116 △1,820

流動資産合計 8,791,892 9,587,276

固定資産

有形固定資産 ※1
 53,642

※1
 59,316

無形固定資産

のれん 35,420 39,345

その他 46,516 49,382

無形固定資産合計 81,937 88,727

投資その他の資産

繰延税金資産 120,469 45,731

その他 427,393 549,787

貸倒引当金 △9,904 △9,344

投資その他の資産合計 537,958 586,175

固定資産合計 673,538 734,220

資産合計 9,465,430 10,321,497

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 894,909 809,822

短期借入金 － 550,000

未払法人税等 4,411 14,014

賞与引当金 121,701 50,762

その他 326,619 436,607

流動負債合計 1,347,642 1,861,206

固定負債

退職給付引当金 38 35,980

役員退職慰労引当金 166,363 247,453

負ののれん 364 404

その他 38,699 38,652

固定負債合計 205,466 322,491

負債合計 1,553,108 2,183,698
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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 3,999,877 4,240,170

自己株式 △130,708 △130,708

株主資本合計 7,907,330 8,147,623

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 224 △8,259

繰延ヘッジ損益 4,767 △1,564

評価・換算差額等合計 4,991 △9,824

純資産合計 7,912,322 8,137,798

負債純資産合計 9,465,430 10,321,497
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 3,269,136

売上原価 2,669,780

売上総利益 599,356

販売費及び一般管理費

給料及び手当 273,010

賞与引当金繰入額 70,644

のれん償却額 3,924

その他 381,238

販売費及び一般管理費合計 728,818

営業損失（△） △129,462

営業外収益

受取利息 632

投資有価証券売却益 3,585

負ののれん償却額 40

保険解約返戻金 76,069

その他 2,977

営業外収益合計 83,305

営業外費用

支払利息 1,901

為替差損 37,843

その他 4,992

営業外費用合計 44,736

経常損失（△） △90,893

特別利益

貸倒引当金戻入額 575

役員退職慰労引当金戻入額 509

その他 4

特別利益合計 1,088

特別損失

投資有価証券評価損 39,168

事業再編損 42,958

ゴルフ会員権評価損 2,195

その他 1,827

特別損失合計 86,148

税金等調整前四半期純損失（△） △175,953

法人税、住民税及び事業税 6,671

法人税等調整額 △58,934

法人税等合計 △52,262

四半期純損失（△） △123,690
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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１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31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（△） △175,953

減価償却費 8,643

のれん償却額 3,924

負ののれん償却額 △40

貸倒引当金の増減額（△は減少） △575

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,938

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,941

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 2,195

受取利息及び受取配当金 △632

支払利息 1,901

為替差損益（△は益） 438

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 42,958

売上債権の増減額（△は増加） 1,325,890

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,701

仕入債務の増減額（△は減少） 85,087

未収消費税等の増減額（△は増加） 274,576

その他 △84,161

小計 1,445,040

利息及び配当金の受取額 683

利息の支払額 △1,254

事業再編による支出 △18,495

法人税等の還付額 5,571

法人税等の支払額 △10,188

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,421,355

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 △392

有形固定資産の売却による収入 32

投資有価証券の売却による収入 7,498

貸付金の回収による収入 322

保険積立金の解約による収入 166,215

その他 △1,615

投資活動によるキャッシュ・フロー 220,182
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31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

配当金の支払額 △100,665

財務活動によるキャッシュ・フロー △650,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 991,065

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 ※
 3,457,767
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【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】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

（１）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、当第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１四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51,849千円増加しております。

 （２）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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【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１．たな卸資産の評価方法 　当第１四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．法人税等並びに繰延税金資産

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。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、426,501千円であ

ります。

　２　売上債権譲渡担保高　　　　　　　　14,770千円

　３　債権流動化による遡及義務　　　　　49,743千円  

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、456,741千円であ

ります。

　２　売上債権譲渡担保高　　　　　　　　21,277千円

　３　債権流動化による遡及義務　　　　　57,522千円  

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日） 

該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期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21年３月31日現在）

  （千円）

 現金及び預金勘定 3,537,767

 預入期間が３か月を超える定期預金 △80,000

 現金及び現金同等物 3,457,767

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平

成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式            11,849千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式            　 189千株

   

３．配当に関する事項

　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 配当の原資

平成21年３月28日

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

  

EDINET提出書類

株式会社パルテック(E02887)

四半期報告書

22/26



（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３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。 

 

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

　本邦の売上高の金額は、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。

 

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

　海外売上高は、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。 

 

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 678.57円 １株当たり純資産額 697.91円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額 10.61円

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で

あるため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半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。

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

四半期純損失（千円） 123,690

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 123,690

期中平均株式数（株） 11,660,231
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

（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

 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

（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　最終改正　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。

 

２【その他】

該当事項はありません。  
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２１年５月８日

株式会社パルテック

（定款上の商号　株式会社ＰＡＬＴＥＫ）

取締役会　御中

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 杉本　茂次　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 澤田　修一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社パルテック

（定款上の商号　株式会社ＰＡＬＴＥＫ）の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連

結累計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社パルテック（定款上の商号　株式会社ＰＡＬＴＥＫ）及び連結子

会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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