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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29期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第28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22年
１月１日
至平成22年
３月31日

自平成21年
１月１日
至平成21年
12月31日

売上高（千円） 3,269,1363,785,83614,762,241

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△90,893 30,566△103,048

四半期純利益又は四半期（当期）純損失（△）（千円） △123,690 8,649 △60,140

純資産額（千円） 7,912,3227,856,9627,905,522

総資産額（千円） 9,465,4309,199,1959,102,597

１株当たり純資産額（円） 678.57 687.43 691.68

１株当たり四半期純利益又は四半期（当期）純損失（△）（円） △10.61 0.76 △5.17

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 85.4 86.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,421,355685,059 231,946

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
220,182△15,960 347,824

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△650,665△50,471△731,788

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 3,457,7672,923,1712,302,915

従業員数（人） 230 213 216

（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１四半期及び第28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（当期）純損失であ

るため、潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は記載しておりません。 

４．第29期第１四半期については、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

り四半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。　

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年３月31日現在

従業員数（人） 213 (30)

（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22年３月31日現在

従業員数（人） 209 (30)

（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22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

金額（千円） 前年同期比（％）

半導体関連事業 3,467,274 28.8

合計 3,467,274 28.8

（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22年１月１日
　至　平成22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 4,056,868 42.3 2,487,345 123.8

合計 4,056,868 42.3 2,487,345 123.8

（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22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

金額（千円） 前年同期比（％）

半導体関連事業 3,785,836 15.8

合計 3,785,836 15.8

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前第１四半期連結会計期間及び当第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

前第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)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

日本電気（株） 389,992 11.9 329,031 8.7

（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【事業等のリスク】

  当第１四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクは発生しておりません。また、前事業年度における有価

証券報告書に記載した内容から変更はございません。

　　

３【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、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、2008年秋のリーマンショック後の世界同時不況の最悪期を

脱し、特に輸出の持ち直しに牽引され、緩やかな回復基調を見せております。しかしながら、国内の企業は設備投

資には未だ慎重であり、個人消費も依然として停滞しており、全般的には厳しい状況が続いております。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、中国やインドなど新興国の旺盛な需要によりパソコンや

携帯端末などが好調であり、国内の産業機器、通信機器メーカーにおきましても特に海外市場向け製品が堅調に

推移しており、業界全体の回復基調を下支えしております。

このような市場環境の中、当社グループは、通信分野や民生分野の大手顧客への営業活動に加え、前連結会計年

度後半から回復基調が鮮明になった中堅や中小の顧客への営業活動にも注力し、顧客基盤の拡大に努めました。

この結果、売上高につきましては、一部の大型案件において量産の立ち上がり遅れや市場での売上不振の要因

などで低迷する一方、中堅や中小の顧客がすべてのソリューション分野で回復基調となって売上高回復に貢献

し、売上高は37億８千５百万円（前年同期比15.8％増）となりました。

利益面につきましては、売上高が伸長したことに加え、前連結会計年度に実施した子会社２社の合併や徹底し

たコスト管理により損益分岐点が改善され、営業利益３千１百万円（前第１四半期は１億２千９百万円の営業損

失）、経常利益３千万円（前第１四半期は９千万円の経常損失）、四半期純利益８百万円（前第１四半期は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９千６百万円増加し91億９千９百万円とな

りました。これは主に現金及び預金、商品が増加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１億４千５百万円増加し13億４千２百万円と

なりました。これは主に買掛金が増加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４千８百万円減少し78億５千６百万円とな

りました。これは主に配当金の支払いによるものです。 
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（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６億２千万円増加し、

29億２千３百万円となりました。

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利益を２千９百万円計上したこと

に加え、売上債権及び未収消費税等が減少したこと等により、６億８千５百万円の収入（前第１四半期は14億２

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、有形固定資産を取得したこと等により、１千５百万円の

支出（前第１四半期は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、配当金の支払いを実施したこと等により、５千万円の支

出（前第１四半期は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22年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成22年５月14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
 大阪証券取引所

(JASDAQ市場)

単元株式数

(100株）

計 11,849,899 11,849,899  － －

（注）１．提出日現在発行数には、平成22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。

２．第１四半期会計期間末現在の上場金融商品取引所は、ジャスダック証券取引所であります。なお、ジャスダック

証券取引所は、平成22年４月１日付で大阪証券取引所と合併しておりますので、同日以降の上場金融商品取引

所は、大阪証券取引所であります。
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（２）【新株予約権等の状況】

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。 

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22年３月31日）

新株予約権の数（個）　 2,107

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） 210,700

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22年１月１日～

平成22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、デーヴブラウア及びその共同保有者である平澤光世から平成22年３月23日

付（報告義務発生日　平成22年３月15日）の大量保有報告書の写しの送付があり、平成22年３月15日現在でそ

れぞれ以下のとおり株式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。

　名称又は氏名 　住所 　保有株券等の数（株） 　株券等保有割合（％）

　デーヴ　ブラウア  東京都世田谷区等々力６－４０－４ 株式　　623,140 　　　　5.25

　平澤　光世  東京都世田谷区等々力６－４０－４ 株式　　177,200 　　　　1.49

 

（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21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22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 　　 422,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   11,407,500 114,075 －

単元未満株式 普通株式　　   20,099 － －

発行済株式総数 11,849,899 － －

総株主の議決権 － 114,075 －

（注）上記「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（議決権の数２個）含まれて

おります。
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②【自己株式等】

 平成22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
422,300 － 422,300 3.56

計 － 422,300 － 422,300 3.56

（注）株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的には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、当該株式は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含めております。

 

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22年１月 ２月 ３月

最高（円） 310 305 300

最低（円） 281 283 255

（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。なお、ジャスダック証券取引所は平成22年４

月１日付で大阪証券取引所と合併しております。

 

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。

　なお、前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の四半期連結

財務諸表規則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、前第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は監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、

当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表については

有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツと

なっております。　
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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22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21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,923,171 2,302,915

受取手形及び売掛金 3,080,722 3,544,782

商品 1,931,126 1,590,820

その他 667,390 974,202

貸倒引当金 △387 △460

流動資産合計 8,602,023 8,412,259

固定資産

有形固定資産 ※1
 54,104

※1
 58,342

無形固定資産

のれん 19,721 23,646

その他 34,116 37,262

無形固定資産合計 53,837 60,908

投資その他の資産

繰延税金資産 129,720 212,165

その他 365,890 371,512

貸倒引当金 △6,380 △12,591

投資その他の資産合計 489,230 571,087

固定資産合計 597,172 690,337

資産合計 9,199,195 9,102,597

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 629,129 498,239

未払法人税等 7,583 9,247

賞与引当金 127,997 41,810

その他 349,287 414,664

流動負債合計 1,113,998 963,962

固定負債

退職給付引当金 20,765 25,476

役員退職慰労引当金 166,363 166,363

負ののれん 203 243

その他 40,903 41,029

固定負債合計 228,235 233,112

負債合計 1,342,233 1,197,075
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21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 4,014,929 4,063,427

自己株式 △195,338 △195,320

株主資本合計 7,857,751 7,906,267

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △174 △410

繰延ヘッジ損益 △615 △334

評価・換算差額等合計 △789 △745

純資産合計 7,856,962 7,905,522

負債純資産合計 9,199,195 9,102,597
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

売上高 3,269,136 3,785,836

売上原価 2,669,780 3,134,629

売上総利益 599,356 651,207

販売費及び一般管理費

給料及び手当 273,010 259,771

貸倒引当金繰入額 － 134

賞与引当金繰入額 70,644 85,821

のれん償却額 3,924 3,924

その他 381,238 270,458

販売費及び一般管理費合計 728,818 620,111

営業利益又は営業損失（△） △129,462 31,095

営業外収益

受取利息 632 43

投資有価証券売却益 3,585 －

消費税等還付加算金 － 1,919

負ののれん償却額 40 40

為替差益 － 1,305

受取手数料 － 1,406

保険解約返戻金 76,069 －

その他 2,977 843

営業外収益合計 83,305 5,559

営業外費用

支払利息 1,901 803

為替差損 37,843 －

売上債権売却損 － 3,289

その他 4,992 1,996

営業外費用合計 44,736 6,089

経常利益又は経常損失（△） △90,893 30,566

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 12

特別利益合計 1,088 12

特別損失

固定資産売却損 － 846

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 78

特別損失合計 86,148 924

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（△）

△175,953 29,654

法人税、住民税及び事業税 6,671 3,824

法人税等調整額 △58,934 17,180

法人税等合計 △52,262 21,004

四半期純利益又は四半期純損失（△） △123,690 8,649

EDINET提出書類

株式会社パルテック(E02887)

四半期報告書

15/24



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△175,953 29,654

減価償却費 8,643 6,881

のれん償却額 3,924 3,924

負ののれん償却額 △40 △40

貸倒引当金の増減額（△は減少） △575 △6,340

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,938 86,187

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,941 △4,711

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 △43

支払利息 1,901 803

為替差損益（△は益） 438 △1,627

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） 1,325,890 470,119

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,701 △342,778

仕入債務の増減額（△は減少） 85,087 130,889

未収消費税等の増減額（△は増加） 274,576 401,712

その他 △84,161 △84,541

小計 1,445,040 690,088

利息及び配当金の受取額 683 43

利息の支払額 △1,254 △756

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 △4,315

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,421,355 685,059

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 △15,718

有形固定資産の売却による収入 32 49

投資有価証券の売却による収入 7,498 －

貸付けによる支出 － △500

貸付金の回収による収入 322 208

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 △15,960
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（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22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 －

自己株式の取得による支出 － △18

配当金の支払額 △100,665 △50,280

リース債務の返済による支出 － △172

財務活動によるキャッシュ・フロー △650,665 △50,471

現金及び現金同等物に係る換算差額 192 1,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 991,065 620,255

現金及び現金同等物の期首残高 2,466,702 2,302,915

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,457,767

※
 2,923,171

EDINET提出書類

株式会社パルテック(E02887)

四半期報告書

17/24



【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22年１月１日　至平成22年３月31日） 

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

（四半期連結損益計算書関係）

１．前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「消費税等還付加算

金」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。な

お、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「消費税等還付加算金」は817千円でありま

す。

２．前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取手数料」は、営業

外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第１四

半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取手数料」は384千円であります。

３．前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「売上債権売却損」は、

営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第

１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「売上債権売却損」は3,029千円であります。

 

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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、前連結会計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、前連結会計年度において使

用した将来の業績予想やタックス・プランニングに、前連結会計年度末から

の重要な一時差異の変動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。　

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

（退職給付引当金）

　当社は、平成22年１月１日より適格退職年金制度から確定給付型企業年金制度へ移行しております。

　これに基づき、当社は、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号　平成14年１月31

日）を適用しております。
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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22年３月31日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、345,026千円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、364,069千円であ

ります。

２　売上債権譲渡担保高 7,738千円

３　債権流動化による遡及義務 58,459千円

２　売上債権譲渡担保高 1,472千円

３　債権流動化による遡及義務 44,408千円

（四半期連結損益計算書関係）

前第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。

 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22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）

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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

※　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22年３月31日現在）

  （千円）

 現金及び預金勘定 2,923,171

 預入期間が３か月を超える定期預金 －

 現金及び現金同等物 2,923,171

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平

成22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            　 420千株

   

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22年３月27日

定時株主総会
普通株式 57,147 5

平成21年12月

31日

平成22年３月

29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

19/24



（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前第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。 

 

　当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22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】

　前第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。

 

　当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22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】

　前第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。 

　

　当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22年３月31日）  

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 413,642 2,226 415,869

Ⅱ　連結売上高（千円）   3,785,836

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
10.9　　 0.1 11.0

　（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。

 

（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。
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（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22年３月31日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

１株当たり純資産額 687.43円 １株当たり純資産額 691.68円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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。

１株当たり四半期純利益金額 0.76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、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。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は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。

 
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △123,690 8,649

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利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△123,690 8,649

期中平均株式数（株） 11,660,231 11,429,498

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

　

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年５月10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

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 三富　康史　　印

 
指定有限責任社員
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22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連

結会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22

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22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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