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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86期

第１四半期
累計期間

第87期
第１四半期
累計期間

第86期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 （百万円） 204,149 200,255 831,899

経常利益 （百万円） 3,684 3,271 15,779

四半期（当期）純利益 （百万円） 2,280 1,784 9,185

持分法を適用した場合の投資利

益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 15,869 15,869 15,869

発行済株式総数 （千株） 63,553 63,553 63,553

純資産額 （百万円） 126,652 133,902 132,427

総資産額 （百万円） 312,762 319,731 325,189

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 35.89 28.08 144.54

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） － － 43.00

自己資本比率 （％） 40.5 41.9 40.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 3,440 11,652 3,340

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △135 318 △11,686

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,392 △5,422 1,191

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 21,470 19,950 13,402

　（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、消費税等を含めておりません。

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．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。

５．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、政府・日本銀行の各種政策効果等により、企業業績や雇用環境が

改善するなど緩やかな景気回復基調が続いているものの、海外景気の下振れが国内景気を下押しする懸念などもあ

り、不透明な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、依然として消費者の節約志向が続くなか、消費税率引上げに伴

う駆け込み需要の反動も加わり、売上拡大が難しい経営環境が続いております。

このような状況のなか、当社は、「顧客満足の最大化と流通コストの最小化」をコーポレートスローガンに人々

の生活に密着した「美と健康」に関する商品をフルラインで取り扱う中間流通業として、小売業の売場起点の発想

に基づく高品質・ローコストの物流機能及び取引先の効果的な品揃えや販売活動を支援する営業機能の強化を図

り、サプライチェーン全体の最適化・効率化を目指した取組みを行っております。

当事業年度は中期経営計画の２年目にあたり、計画の１年前倒し達成を視野に入れ、中間流通業として当社が持

つ営業機能及び物流機能を最大限に発揮することに加え、小売業・メーカーとの協働による効果的な取組みを行う

ことで、業界全体の生産性向上に努めております。商品の発注・入荷から小売業への出荷・納品に至る各工程の更

なる効率化に取組み、社内の生産性向上と各業務に携わる人材のスキルアップを図ることで、持続的な企業価値向

上に努めております。

また、最大市場である関東圏における出荷能力増強や物流生産性向上等を目的として、平成26年４月に「（仮）

ＲＤＣ埼玉」（埼玉県白岡市）の建設に着手いたしました。

これらの結果、当第１四半期累計期間の売上高は2,002億55百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益は18億55百

万円（前年同期比17.1％減）、経常利益は32億71百万円（前年同期比11.2％減）、四半期純利益は17億84百万円

（前年同期比21.8％減）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、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動等があったものの、取引先との取組み強化によるインス

トアシェア拡大に加え、夏物季節商材が順調に推移したことにより、売上高は堅調に推移いたしました。

これらの結果、売上高は1,970億46百万円（前年同期比2.0％減）、営業利益は21億15百万円（前年同期比8.4％

減）となりました。

 

物流受託事業

物流受託事業は、一部受託先で取扱高が増加したことにより、売上高は堅調に推移いたしました。

これらの結果、売上高は32億８百万円（前年同期比3.5％増）、営業利益は３億56百万円（前年同期比25.8％

減）となりました。
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(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54億57百万円減少し、3,197億31百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が65億48百万円増加したことや、受取手形及び売掛金が90億66百万円減少したこと

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69億32百万円減少し、1,858億28百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金が20億27百万円、短期借入金が30億円、長期借入金が23億37百万円減少した

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14億75百万円増加し、1,339億２百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金が11億83百万円増加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65

億48百万円増加し、199億50百万円となりました。

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116億52百万円（前年同期比82億11百万円の増加）となりました。これは主に、

税引前四半期純利益29億90百万円、減価償却費12億22百万円、売上債権の減少額90億66百万円、仕入債務の減少額

15億96百万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）

投資活動の結果得られた資金は３億18百万円（前年同期は１億35百万円の支出）となりました。これは主に、有

形固定資産の売却による収入６億15百万円、投資有価証券の取得による支出２億42百万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54億22百万円（前年同期比30億30百万円の増加）となりました。これは主に、短

期借入金の純減少額30億円、長期借入金の返済による支出10億15百万円、配当金の支払額13億83百万円によるもの

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26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月12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 63,553,485 63,553,485
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数　100株

計 63,553,485 63,553,485 － －

 

（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26年４月１日～
平成26年６月30日

－ 63,553,485 － 15,869 － 16,597

 

（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26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26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　　　 4,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　63,357,600 633,576 －

単元未満株式 普通株式　　 191,485 － －

発行済株式総数 63,553,485 － －

総株主の議決権 － 633,576 －

 

②【自己株式等】

平成26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
4,400 － 4,400 0.01

計 － 4,400 － 4,400 0.01
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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。
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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26年４月１日から平成26

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26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　　　　 0.3％

利益剰余金基準　 0.2％
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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26年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,402 19,950

受取手形及び売掛金 158,898 149,831

商品及び製品 37,683 37,715

その他 17,242 14,659

貸倒引当金 △22 △21

流動資産合計 227,203 222,135

固定資産   

有形固定資産   

土地 39,235 38,674

その他（純額） ※ 46,353 ※ 45,195

有形固定資産合計 85,588 83,869

無形固定資産 655 618

投資その他の資産   

投資その他の資産 11,804 13,323

貸倒引当金 △62 △215

投資その他の資産合計 11,741 13,108

固定資産合計 97,985 97,595

資産合計 325,189 319,731

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 127,616 125,589

短期借入金 25,500 22,500

1年内返済予定の長期借入金 5,426 6,748

未払法人税等 2,885 1,308

賞与引当金 2,020 2,675

返品調整引当金 300 327

その他 14,851 14,600

流動負債合計 178,601 173,749

固定負債   

長期借入金 8,832 6,495

退職給付引当金 2,025 1,718

その他 3,302 3,865

固定負債合計 14,160 12,079

負債合計 192,761 185,828
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,869 15,869

資本剰余金 27,827 27,827

利益剰余金 86,000 87,184

自己株式 △4 △4

株主資本合計 129,692 130,875

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,734 3,029

繰延ヘッジ損益 1 △3

評価・換算差額等合計 2,735 3,026

純資産合計 132,427 133,902

負債純資産合計 325,189 319,731
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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25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 204,149 200,255

売上原価 ※ 183,376 ※ 179,951

売上総利益 20,772 20,304

販売費及び一般管理費 18,536 18,449

営業利益 2,236 1,855

営業外収益   

受取配当金 85 93

仕入割引 967 1,001

情報提供料収入 317 314

その他 163 103

営業外収益合計 1,533 1,511

営業外費用   

支払利息 65 62

休止固定資産減価償却費 16 22

その他 4 9

営業外費用合計 85 95

経常利益 3,684 3,271

特別利益   

固定資産売却益 － 66

その他 － 1

特別利益合計 － 68

特別損失   

固定資産売却損 20 14

固定資産除却損 3 3

減損損失 84 －

投資有価証券評価損 0 331

その他 － 0

特別損失合計 109 348

税引前四半期純利益 3,574 2,990

法人税、住民税及び事業税 1,441 1,236

法人税等調整額 △147 △29

法人税等合計 1,293 1,206

四半期純利益 2,280 1,784
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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25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26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 3,574 2,990

減価償却費 1,163 1,222

減損損失 84 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 151

賞与引当金の増減額（△は減少） 715 655

返品調整引当金の増減額（△は減少） 46 26

退職給付引当金の増減額（△は減少） 82 96

受取利息及び受取配当金 △85 △93

支払利息 65 62

売上債権の増減額（△は増加） △8,452 9,066

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,065 △32

仕入債務の増減額（△は減少） 12,145 △1,596

未収消費税等の増減額（△は増加） 343 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 393 844

その他 740 975

小計 7,754 14,371

利息及び配当金の受取額 85 93

利息の支払額 △61 △59

法人税等の支払額 △4,337 △2,753

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,440 11,652

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 △145 △57

有形固定資産の売却による収入 71 615

無形固定資産の取得による支出 △39 △10

投資有価証券の取得による支出 △44 △242

投資有価証券の売却による収入 － 3

その他 23 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △135 318

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） △19 △3,000

長期借入金の返済による支出 △969 △1,015

リース債務の返済による支出 △25 △23

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △1,377 △1,383

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,392 △5,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 913 6,548

現金及び現金同等物の期首残高 20,556 13,402

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 21,470 ※ 19,950
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げた定め

について当第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期

間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均

残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映し

た単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお

ります。

この結果、当第１四半期会計期間の期首の退職給付引当金が371百万円減少し、前払年金費用が867百万円及び利

益剰余金が797百万円増加しております。なお、この変更による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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（四半期貸借対照表関係）

※　前事業年度（平成26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17百万円であ

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26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。

 

（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25年４月１日
至 平成25年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

返品調整引当金戻入額 287百万円 300百万円

返品調整引当金繰入額 333 327

 

（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25年４月１日
至 平成25年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

現金及び預金勘定 21,470百万円 19,950百万円

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 21,470 19,950
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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25年４月１日　至　平成25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25年５月９日

取締役会
普通株式 1,398 22 平成25年３月31日 平成25年６月７日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26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26年５月９日

取締役会
普通株式 1,398 22 平成26年３月31日 平成26年６月９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25年４月１日　至　平成25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 201,048 3,101 204,149

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － －

計 201,048 3,101 204,149

セグメント利益 2,308 480 2,788

 

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 　2,788

全社費用（注） 　△552

四半期損益計算書の営業利益 　2,236

（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26年４月１日　至　平成26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 197,046 3,208 200,255

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － －

計 197,046 3,208 200,255

セグメント利益 2,115 356 2,471

 

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 2,471

全社費用（注） △616

四半期損益計算書の営業利益 1,855

（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25年４月１日

　　至　平成25年６月30日）

　当第１四半期累計期間
（自　平成26年４月１日

　　至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 35円89銭 28円08銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 　2,280 1,784

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） 　2,280 1,784

普通株式の期中平均株式数（千株） 　63,550 63,549

（注）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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成26年５月９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…………………………………1,398百万円

（ロ）１株当たりの金額……………………………22円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……平成26年６月９日

（注）平成26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26年８月11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 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26年４月１日から平成27年３月31日までの第87期事業年度の第１四半期会計期間（平成26年４月１日から平成26年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26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26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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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