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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84期
第１四半期
累計期間

第85期
第１四半期
累計期間

第84期

会計期間
自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日

自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日

自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

売上高（百万円） 196,404 198,423 765,654

経常利益（百万円） 3,177 3,628 14,013

四半期（当期）純利益（百万円） 1,910 2,359 6,159

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
－ － －

資本金（百万円） 12,482 12,482 12,482

発行済株式総数（千株） 37,235 55,853 55,853

純資産額（百万円） 107,360 112,510 111,421

総資産額（百万円） 298,721 301,165 292,969

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
34.21 42.25 110.28

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 40.00

自己資本比率（％） 35.9 37.4 38.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,199 1,836 6,742

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△833 △635 △2,198

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,244 △3,750 △1,460

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
17,490 18,903 21,452

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．当社は、平成24年１月１日を効力発生日として株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該株式分割

が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。　

５．潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

６．当社は、四半期財務諸表等規則第４条の２第２項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しており

ます。　
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２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社グループが営む事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前事業年

度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当第１四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　

(1）業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要などの影響に伴い、緩やかな持ち直

し傾向がみられるものの、欧州の政府債務問題を背景とした金融資本市場の変動や海外景気の下振れなどに加え、

電力供給の制約やデフレの影響などによる景気の下押しリスクが存在するなど、厳しい状況が続いております。

化粧品・日用品、一般用医薬品業界においては、所得環境の低迷を背景とした節約志向が続く中、企業間競争の激

化などにより厳しい経営環境が続いております。

このような状況の中、当社は「美と健康」に関わる生活必需品をフルラインで全国に販売する中間流通業とし

て、高品質・ローコストのロジスティクス機能、取引先の効果的な品揃えや販売活動を支援するマーチャンダイジ

ング機能及びストアソリューション機能の強化を図り、サプライチェーン全体の効率化を目指した取組みを行いま

した。

併せて、主要物流センター及び本社に非常用自家発電装置を順次設置し、大規模災害や電力不足などのリスクに

備えてＢＣＰ（事業継続計画）を強化するなど、取引先により安心いただける企業基盤の整備に努めてまいりまし

た。

また、関東エリア（埼玉県南埼玉郡白岡町）及び南東北エリア（宮城県白石市）において、出荷能力の増強とサ

プライチェーン全体の効率化を目的に、物流センター建設用地の取得を決定いたしました。

これらの結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,984億23百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益は23億11百

万円（前年同期比18.9％増）、経常利益は36億28百万円（前年同期比14.2%増）、四半期純利益は23億59百万円（前

年同期比23.5％増）となりました。

　

当第１四半期累計期間におけるセグメント別の業績は、次のとおりであります。なお、各セグメントの営業利益

は、各報告セグメントのセグメント利益と一致しております。（「第４　経理の状況　１　四半期財務諸表　注記事項

（セグメント情報等）セグメント情報」をご覧ください。）

　

卸売事業

卸売事業は、前年の震災特需の反動により、生活必需品の一部で需要の減少があったものの、取引先との取組強化

によるインストアシェアの拡大などにより、堅調に推移いたしました。　

これらの結果、売上高は1,954億91百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益は25億32百万円（前年同期比16.6％

増）となりました。　

　

物流受託事業

物流受託事業は、受託先の安定した事業展開及び既存ＲＤＣを活用した新たな物流受託サービスを開始したこと

などにより、堅調に推移いたしました。　

これらの結果、売上高は29億31百万円（前年同期比0.7％減）、営業利益は４億21百万円（前年同期比10.3％増）

となりました。　

　

EDINET提出書類

株式会社Ｐａｌｔａｃ(E02691)

四半期報告書

 4/20



(2）資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第１四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べて81億96百万円増加し、3,011億65百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金が96億11百万円、商品及び製品が29億94百万円増加したことや、現金及び預金が25

億49百万円減少したことによるものであります。　

　

（負債）

当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べて71億７百万円増加し、1,886億55百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金が81億６百万円、未払法人税等が11億81百万円増加したことや、短期借入金が16億

83百万円減少したことによるものであります。

　

（純資産）

当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べて10億88百万円増加し、1,125億10百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金が12億42百万円増加したことや、その他有価証券評価差額金が１億53百万円減少したこ

とによるものであります。

　

(3）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末より25

億49百万円減少し、189億３百万円となりました。　

　当第１四半期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）

営業活動の結果得られた資金は18億36百万円（前年同期比６億36百万円の増加）となりました。これは主に、税

引前四半期純利益38億26百万円、減価償却費11億18百万円、売上債権の増加額96億11百万円、たな卸資産の増加額29

億94百万円、仕入債務の増加額85億13百万円によるものであります。　

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は６億35百万円（前年同期比１億98百万円の減少）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出13億26百万円、有形固定資産の売却による収入９億10百万円によるものであります。　

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は37億50百万円（前年同期比25億６百万円の増加）となりました。これは主に、短

期借入金の純減少16億83百万円、長期借入金の返済による支出９億43百万円、配当金の支払額10億97百万円による

ものであります。

　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社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【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 180,000,000

計 180,000,000

　

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24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月10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 55,853,485 55,853,485

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

単元株式数　100株

計 55,853,485 55,853,485 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成24年４月１日～
平成24年６月30日

－ 55,853,485 － 12,482 － 13,210

　　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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（７）【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24年３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24年６月30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　 　　1,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　55,575,600 555,756 －

単元未満株式 普通株式　　 275,985 － －

発行済株式総数 55,853,485 － －

総株主の議決権 － 555,756 －

　

②【自己株式等】

 平成24年６月30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Ｐａｌｔａｃ
大阪市中央区本町橋

２番46号
1,900 － 1,900 0.00

計 － 1,900 － 1,900 0.00
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２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社Ｐａｌｔａｃ(E02691)

四半期報告書

 8/20



第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第２項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。　

 

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、第１四半期会計期間（平成24年４月１日から平成24年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について
「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）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　0.1％

売上高基準　　　0.1％

利益基準　　　　0.5％

利益剰余金基準　0.1％　

EDINET提出書類

株式会社Ｐａｌｔａｃ(E02691)

四半期報告書

 9/20



１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 21,452 18,903

受取手形及び売掛金 ※2
 132,054

※2
 141,665

商品及び製品 37,114 40,109

その他 16,973 15,404

貸倒引当金 △74 △100

流動資産合計 207,520 215,981

固定資産

有形固定資産

土地 36,016 35,594

その他（純額） ※1
 39,379

※1
 39,613

有形固定資産合計 75,396 75,207

無形固定資産 539 684

投資その他の資産

投資その他の資産 9,535 9,314

貸倒引当金 △22 △23

投資その他の資産合計 9,512 9,291

固定資産合計 85,448 85,183

資産合計 292,969 301,165

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 118,285

※2
 126,392

短期借入金 29,799 28,116

1年内返済予定の長期借入金 3,400 3,276

未払法人税等 296 1,477

賞与引当金 1,702 2,388

返品調整引当金 262 297

その他 13,999 13,537

流動負債合計 167,746 175,484

固定負債

長期借入金 9,630 8,811

退職給付引当金 1,865 1,870

その他 2,305 2,489

固定負債合計 13,801 13,170

負債合計 181,547 188,655
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 12,482 12,482

資本剰余金 24,440 24,440

利益剰余金 73,384 74,627

自己株式 △1 △2

株主資本合計 110,305 111,547

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,115 962

繰延ヘッジ損益 0 0

評価・換算差額等合計 1,116 962

純資産合計 111,421 112,510

負債純資産合計 292,969 301,165
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 196,404 198,423

売上原価 ※
 175,702

※
 177,935

売上総利益 20,701 20,487

販売費及び一般管理費 18,758 18,176

営業利益 1,943 2,311

営業外収益

受取配当金 80 89

仕入割引 896 959

情報提供料収入 288 302

その他 68 60

営業外収益合計 1,334 1,412

営業外費用

支払利息 96 92

その他 4 2

営業外費用合計 100 95

経常利益 3,177 3,628

特別利益

固定資産売却益 150 280

特別利益合計 150 280

特別損失

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 37 67

その他 0 13

特別損失合計 37 82

税引前四半期純利益 3,289 3,826

法人税、住民税及び事業税 1,489 1,454

法人税等調整額 △110 13

法人税等合計 1,378 1,467

四半期純利益 1,910 2,359
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 3,289 3,826

減価償却費 1,217 1,118

貸倒引当金の増減額（△は減少） 138 26

賞与引当金の増減額（△は減少） 712 685

返品調整引当金の増減額（△は減少） 41 34

災害損失引当金の増減額（△は減少） △225 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 57 45

受取利息及び受取配当金 △80 △89

支払利息 96 92

固定資産売却損益（△は益） △150 △279

固定資産除却損 37 67

売上債権の増減額（△は増加） △6,227 △9,611

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,634 △2,994

仕入債務の増減額（△は減少） 1,268 8,513

未収消費税等の増減額（△は増加） 285 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 602 △1,054

その他 565 1,683

小計 3,262 2,064

利息及び配当金の受取額 80 89

利息の支払額 △91 △87

法人税等の支払額 △2,051 △230

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,199 1,836

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 △1,620 △1,326

有形固定資産の売却による収入 199 910

無形固定資産の取得による支出 △126 △157

投資有価証券の取得による支出 △41 △46

投資有価証券の売却による収入 1 38

敷金及び保証金の回収による収入 827 12

その他 △74 △65

投資活動によるキャッシュ・フロー △833 △635

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） 17 △1,683

長期借入金の返済による支出 △489 △943

リース債務の返済による支出 △47 △26

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △725 △1,097

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,244 △3,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △877 △2,549

現金及び現金同等物の期首残高 18,368 21,452

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 17,490

※
 18,903
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【会計方針の変更】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　　

【四半期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】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

※１　前事業年度（平成24年３月31日）

　当事業年度末までに取得した有形固定資産（建物）のうち国庫補助金等による圧縮記帳額は20百万円で

あり、貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。

　

当第１四半期会計期間（平成24年６月30日）

　当第１四半期会計期間末までに取得した有形固定資産（建物）のうち国庫補助金等による圧縮記帳額は

17百万円であり、四半期貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。

　 

※２　期末日満期手形

　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおり

であります。

　
前事業年度

（平成24年３月31日）

当第１四半期会計期間

（平成24年６月30日）

受取手形 　　　　　　　　　　　　201百万円 　　　　　　　　　　　　205百万円

支払手形 　　　　　　　　　　　2,068 　　　　　　　　　　　2,168

　

（四半期損益計算書関係）

※　売上原価には、以下のものを含めて表示しております。

 
前第１四半期累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

返品調整引当金戻入額 228百万円 262百万円

返品調整引当金繰入額 269 297

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとお

りであります。

 
前第１四半期累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

現金及び預金勘定 17,490百万円 18,903百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 17,490 18,903
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月13日

取締役会
普通株式 744 20平成23年３月31日平成23年６月７日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月11日

取締役会
普通株式 1,117 20平成24年３月31日平成24年６月７日 利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）　

　

　
卸売事業　 物流受託事業　 合計　

売上高　 　 　 　

外部顧客への売上高　 　193,452 　2,951 　196,404

セグメント間の内部売上

高又は振替高　
　－ 　－ 　－

計　 　193,452 　2,951 　196,404

セグメント利益　 　2,171 　382 　2,554

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）　

　（単位：百万円）

利益　 金額　

報告セグメント計　 　2,554

全社費用（注）　 　△610

四半期損益計算書の営業利益　 　1,943

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。　　
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Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）　

　

　
卸売事業　 物流受託事業　 合計　

売上高　 　 　 　

外部顧客への売上高　 　195,491 　2,931 　198,423

セグメント間の内部売上

高又は振替高　
　－ 　－ 　－

計　 　195,491 　2,931 　198,423

セグメント利益　 　2,532 　421 　2,954

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）　

　（単位：百万円）

利益　 金額　

報告セグメント計　 　2,954

全社費用（注）　 　△642

四半期損益計算書の営業利益　 　2,311

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。　　
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　
　前第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
　　至　平成23年６月30日）　

　当第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
　　至　平成24年６月30日）　

１株当たり四半期純利益金額　 34円21銭　 42円25銭　

（算定上の基礎）　 　 　

四半期純利益金額（百万円）　 　1,910 　2,359

普通株主に帰属しない金額（百万円）　 　－ 　－

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）　 　1,910 　2,359

普通株式の期中平均株式数（千株）　 　55,853 　55,851

（注）１．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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

２．当社は、平成24年１月１日を効力発生日として普通株式１株につき1.5株の割合で株式分割を行っております

が、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　

　

２【その他】

平成24年５月11日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額…………………………………1,117百万円

（ロ）１株当たりの金額……………………………20円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……平成24年６月７日　

（注）平成24年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。　
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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24年８月９日

株式会社Ｐａｌｔａｃ 　

　 取締役会　御中 　

　

　 有限責任 あずさ監査法人 　

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 土居　正明　　㊞

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 高橋　和人　　㊞

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 三宅　 潔 　　㊞

　
　

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Paltacの

平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第85期事業年度の第１四半期会計期間（平成24年４月１日から平成24年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社Paltacの平成24年６月30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。

　

利害関係

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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