
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年７月29日

【四半期会計期間】 第71期第１四半期（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

【会社名】 エレマテック株式会社

【英訳名】 Elematec Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　加藤　潤

【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目５番27号

【電話番号】 03（3454）3526

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員　磯上　篤生

【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目５番27号　住友不動産三田ツインビル西館25階

【電話番号】 03（3454）3526

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員　磯上　篤生

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
 

EDINET提出書類

エレマテック株式会社(E02941)

四半期報告書

 1/21



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70期

第１四半期
連結累計期間

第71期
第１四半期
連結累計期間

第70期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成28年４月１日
至平成28年６月30日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （百万円） 63,415 44,255 216,824

経常利益 （百万円） 2,307 849 6,880

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（百万円） 1,669 640 5,048

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,867 △1,202 3,271

純資産額 （百万円） 43,857 42,523 44,442

総資産額 （百万円） 87,752 82,251 80,572

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 81.52 31.28 246.58

自己資本比率 （％） 50.0 51.7 55.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 2,148 1,424 7,573

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △214 △277 △1,387

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 400 △713 △2,837

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 12,528 11,919 12,477

　（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．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。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第１四半期連結累計期間において、新たに発生したリスク及び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」について変更した重要な事項はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。
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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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

 

（1）業績の状況

全般の概況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が進む中、緩やかな回復基調が続い

ているものの、円高の進行、中国をはじめとするアジア新興国や資源国等の景気減速などの影響により、先行き

は不透明な状況で推移しました。

　エレクトロニクス業界におきましては、スマートフォン生産の減少に起因して、電子部品等の生産は低調でし

たが、白物家電の販売は製品ごとにばらつきはあるものの総じて堅調に推移しました。

　このような状況の中、当社グループは、スマートフォン向けデバイス関連部材の販売が低調となったものの、

ディスプレイ関連部材やゲーム機器向け関連部材及び物流業界向け関連製品に注力した販売活動に努めました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は442億55百万円(前年同期比30.2％減)、営業利益は８億15百万

円(前年同期比63.5％減)、経常利益は８億49百万円(前年同期比63.2％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益

は６億40百万円(前年同期比61.6％減)となりました。

 

　当社グループの報告セグメントを基にした、当第１四半期連結累計期間における地域別販売状況の概要は、以

下のとおりであります。

 

（日本）

　売上高は、スマートフォン向けディスプレイ関連部材の販売が増加したことから、前年同期比6.3％増の224億

60百万円となりました。営業利益は、前年同期比72.4％減の１億64百万円となりました。

 

　　　 （中国）

　　　 　売上高は、スマートフォン向けデバイス及びディスプレイ関連部材の販売が減少したことから、前年同期比

　　　 61.3％減の126億67百万円となりました。営業利益は、前年同期比61.8％減の４億69百万円となりました。

 

　　　 （その他アジア）

　　　 　売上高は、スマートフォン及びOA機器向け各種関連部材の販売が減少したことから、前年同期比2.0％減の76億

　　　 ７百万円となりました。営業利益は、前年同期比25.7％減の１億71百万円となりました。

 

　　　 （欧米）

　　　 　売上高は、自動車向け各種関連部材の販売が減少したことから、前年同期比16.5％減の15億20百万円となりま

　　　 した。営業利益は、前年同期比55.6％減の36百万円となりました。

 

 

 

（2）財政状態の状況

　総資産は、「受取手形及び売掛金」及び「たな卸資産」が増加したこと等により、前連結会計年度末比2.1％増

の822億51百万円となりました。

　負債は、「支払手形及び買掛金」が増加したこと等により、前連結会計年度末比10.0％増の397億28百万円とな

りました。

　純資産は、「為替換算調整勘定」が減少したこと等により、前連結会計年度末比4.3％減の425億23百万円とな

りました。なお、自己資本比率は、51.7％となりました。
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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の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より５億57百万円減少し、119億19百

万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、14億24百万円の収入（前年同期は21億48百万円の収入）となりました。

主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が８億51百万円、売上債権の増加による資金流出が36億86百万

円、たな卸資産の増加による資金流出が12億59百万円、仕入債務の増加による資金獲得が60億72百万円、法人税等

の支払による資金流出が１億42百万円であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、２億77百万円の支出（前年同期は２億14百万円の支出）となりました。

主な要因としましては、定期預金の預入による資金流出が１億65百万円であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、７億13百円の支出（前年同期は４億円の収入）となりました。主な要因

としましては、配当金の支払による資金流出が７億４百万円であります。

　また、現金及び現金同等物に係る換算差額により、９億91百万円減少しております。

 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

①当社グループの現状認識及び対処すべき課題の内容

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの対処すべき課題については重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

は、以下のとおりであります。

 

②会社の支配に関する基本方針

a．基本方針の内容

当社グループは、エレクトロニクス業界において、伝統的商社機能のほか、情報収集機能、物流機能等を活

用し、得意先、仕入先双方に、新たな付加価値を提供しつつ商材の販売活動を展開しております。

         また、当社グループの事業活動においては、株主、得意先、仕入先、従業員にとどまらず、社会的責任をも

たらすものとして、地域社会の調和、環境への配慮など、事業を進めるにあたり広範囲のステークホルダーの

利益を最大限に配慮することも必要であると考えており、当社グループの財務及び事業の方針の決定を支配す

る者としては、これらステークホルダーの利益に資することに配慮し、当社の企業価値及び株主共同の利益を

中長期的に確保、向上させていく立場にあるべきものと考えております。

         一方、上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様の自由な取引が認められており、当社の株式に対

する大規模な買付行為があったとしても、一概にこれを否定するものではなく、最終的には、株主の自由な意

思により判断されるべきであると考えております。

しかしながら、大規模買付行為は、それが成就すれば、当社の経営に直ちに大きな影響を与える支配権を取

得するものであり、当社の企業価値及び株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包しております。

 このうち、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模買付行為は不適切と考えざる

を得ず、また、その行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適当であると考

えております。

 

b．基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社グループは、日々の事業活動を通じて、企業としての社会的責任を果たし、健全な事業成長を遂げるこ

とにより、社会の発展に貢献することをめざしております。また、多数の株主、投資家の皆様に長期的に継続

して当社に投資して頂くため、中長期的に当社の企業価値及び株主共同の利益を向上させるため、以下の点を

重点施策として、取り組んでおります。

　 　イ．顧客のニーズにマッチした最適なソリューションを提供し、さらなる収益力の向上を図るため、仕入先と

の信頼関係や独自の企画開発、設計機能を強化してまいります。

　　　  ロ．今後も顧客の成長が見込まれる自動車分野に対して、経営資源の重点配分を行い、豊田通商株式会社との

業務提携を活かして事業拡大を図ってまいります。

　　　  ハ．「チャイナ・プラスワン」として注目されるASEAN市場を、中国事業と同水準の規模に拡大させるため、積

極的な事業展開を行ってまいります。

        ニ．健全な財務体質の維持を図りつつ、事業規模拡大と企画開発、設計機能の強化を目的として、積極的な成

長戦略投資を実行してまいります。

ホ．豊田通商グループとのシナジー効果である物流網の相乗りによるコスト削減や人材交流も含め、コスト及

びリスク管理を強化し、システム整備や人材育成を行うことで、グローバルな事業体制及び管理体制を強

化してまいります。
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c．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

　　の具体的な取り組み

当社は、前記a.記載の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取り組みとして、平成19年６月22日開催の第61回定時株主総会で買収防衛策を導

入し、平成20年６月20日開催の第62回定時株主総会の決議による承認を得て、これを更新致しました（更新

後の買収防衛策を、以下、「本施策」という。)。

しかしながら、その後、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模買付行為の脅

威も相対的に低くなってきていると考えられ、また、金融商品取引法等の改正等に伴う、大規模買付行為に

対する手続の整備、変更の浸透により、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保する

という本施策の目的は、一定程度担保されることとなりました。

このような事情を総合的に勘案し、当社は、平成23年５月10日開催の取締役会において、平成23年６月開

催の定時株主総会の終結時に有効期間の満了を迎える本施策の見直しにつき慎重に検討を行った結果、平成

23年６月17日開催の当社第65回定時株主総会の終結時をもって本施策を継続しないことを決議致しました。

なお、当社株式の大規模買付行為が行われた場合は、当該大規模買付行為が当社の企業価値または株主共

同の利益を毀損するおそれがないかどうか、積極的な情報収集とその適切な開示に努めるとともに、会社法

その他関係法令及び定款の許容する範囲において、当社取締役会が必要かつ適切であると判断する措置を講

じます。また、今後の社会的な趨勢も考慮し、当社取締役会が買収防衛策を再導入する必要があると判断し

た場合には、定款の定めに従い、株主総会にその是非をお諮り致します。

d. 特別な取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　　当社は、前記a.の基本方針を踏まえ、当社の企業価値を向上させ、株主共同の利益を確保するため、前記

b.を重点施策として策定しており、これはまさに当社の基本方針に沿うものであります。これら取り組み

は、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の確保を目的とするものであり、当社の会社役員の地位の維

持を目的とするものではありません。

 

（5）研究開発活動

当社グループは、得意先、仕入先と共同で商品開発に取り組んでおりますが、技術開発の主体は相手方にあ

るため、特記すべき事項はありません。
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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 84,000,000

計 84,000,000

 

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28年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年７月29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 21,152,473 21,152,473
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 21,152,473 21,152,473 － －

 

(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28年４月１日～

　平成28年６月30日
－ 21,152,473 － 2,142 － 2,017

 

(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】

①【発行済株式】

平成28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 679,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 20,466,100 204,661 －

単元未満株式 普通株式 7,173 － －

発行済株式総数 21,152,473 － －

総株主の議決権 － 204,661 －

 

②【自己株式等】

平成28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（％）

エレマテック株式会社
東京都港区三田三丁目

５番27号
679,200 － 679,200 3.21

計 － 679,200 － 679,200 3.21

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【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、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・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１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人に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：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,551 12,141

受取手形及び売掛金 50,599 51,686

たな卸資産 ※ 9,377 ※ 10,117

繰延税金資産 279 230

その他 2,217 2,674

貸倒引当金 △91 △104

流動資産合計 74,935 76,746

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,218 2,188

減価償却累計額 △1,466 △1,432

建物及び構築物（純額） 751 756

土地 1,243 1,243

その他 1,709 1,600

減価償却累計額 △1,239 △1,157

その他（純額） 470 443

有形固定資産合計 2,465 2,443

無形固定資産   

ソフトウエア 416 393

販売権 933 931

その他 0 0

無形固定資産合計 1,349 1,325

投資その他の資産   

投資有価証券 533 458

繰延税金資産 27 13

投資不動産 372 369

退職給付に係る資産 171 164

その他 860 866

貸倒引当金 △142 △135

投資その他の資産合計 1,821 1,736

固定資産合計 5,636 5,505

資産合計 80,572 82,251
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,419 37,060

短期借入金 466 416

未払法人税等 218 225

賞与引当金 290 244

役員賞与引当金 － 16

その他 1,497 1,564

流動負債合計 35,892 39,527

固定負債   

退職給付に係る負債 69 65

その他 168 135

固定負債合計 238 201

負債合計 36,130 39,728

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,142 2,142

資本剰余金 3,335 3,335

利益剰余金 38,196 38,120

自己株式 △694 △694

株主資本合計 42,980 42,904

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 145 98

繰延ヘッジ損益 △0 1

為替換算調整勘定 1,275 △525

退職給付に係る調整累計額 41 44

その他の包括利益累計額合計 1,461 △381

純資産合計 44,442 42,523

負債純資産合計 80,572 82,251
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 63,415 44,255

売上原価 57,957 40,623

売上総利益 5,458 3,632

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,157 938

役員報酬 43 39

運賃及び荷造費 457 431

法定福利費 166 167

旅費及び交通費 231 168

減価償却費 57 58

賞与引当金繰入額 242 183

役員賞与引当金繰入額 16 16

退職給付費用 44 54

貸倒引当金繰入額 △4 13

その他 814 744

販売費及び一般管理費合計 3,226 2,816

営業利益 2,231 815

営業外収益   

受取利息 11 6

賃貸収入 19 19

為替差益 38 14

その他 32 6

営業外収益合計 101 47

営業外費用   

支払利息 7 1

持分法による投資損失 7 3

賃貸費用 4 5

その他 6 2

営業外費用合計 26 12

経常利益 2,307 849

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1

特別利益合計 － 1

税金等調整前四半期純利益 2,307 851

法人税等 638 210

四半期純利益 1,669 640

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,669 640
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

四半期純利益 1,669 640

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 71 △46

繰延ヘッジ損益 2 1

為替換算調整勘定 126 △1,800

退職給付に係る調整額 △1 2

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △1

その他の包括利益合計 198 △1,842

四半期包括利益 1,867 △1,202

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,867 △1,202
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30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 2,307 851

減価償却費 95 70

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 13

売上債権の増減額（△は増加） △418 △3,686

たな卸資産の増減額（△は増加） 840 △1,259

仕入債務の増減額（△は減少） 1,086 6,072

その他 △895 △501

小計 3,010 1,560

利息及び配当金の受取額 11 8

利息の支払額 △7 △1

法人税等の支払額 △866 △142

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,148 1,424

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △81 △165

有形固定資産の取得による支出 △74 △48

無形固定資産の取得による支出 △147 △6

投資有価証券の売却による収入 － 7

投資不動産の賃貸による収入 18 18

その他 70 △83

投資活動によるキャッシュ・フロー △214 △277

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） 1,285 △9

配当金の支払額 △885 △704

財務活動によるキャッシュ・フロー 400 △713

現金及び現金同等物に係る換算差額 188 △991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,523 △557

現金及び現金同等物の期首残高 10,004 12,477

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 12,528 ※ 11,919
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【注記事項】

(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)

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。但

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。

 

(追加情報)

 　　　前第１四半期連結会計期間より、連結子会社９社（依摩泰（上海）国際貿易有限公司 他８社）については、連結

 　　決算日に本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎とする方法に変更しております。

 　　　この変更に伴い、前第１四半期連結累計期間は平成27年１月１日から６月30日までの６ヶ月間を連結し、連結損

 　　益計算書を通して調整しております。

 　　　この結果、前第１四半期連結累計期間の売上高が11,714百万円、売上総利益が834百万円、営業利益が335百万

 　　円、経常利益が349百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が259百万円それぞれ増加しております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※　たな卸資産の内訳科目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成28年６月30日）

商品及び製品 9,101百万円 9,914百万円

原材料 276 202

 

(四半期連結キャッシュ・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連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおり

であります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

現金及び預金勘定 12,611百万円 12,141百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △83 △221

現金及び現金同等物 12,528 11,919

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27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27年５月22日

取締役会
普通株式 921 45 平成27年３月31日 平成27年６月22日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28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28年５月20日

取締役会
普通株式 716 35 平成28年３月31日 平成28年６月17日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日　至 平成27年６月30日）

　報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報

      (単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額 日本 中国

その他
アジア

欧米 計

売上高        

（1）外部顧客に対する
売上高

21,137 32,692 7,764 1,821 63,415 － 63,415

（2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

12,792 4,846 1,529 347 19,516 (19,516) －

計 33,930 37,539 9,294 2,168 82,932 (19,516) 63,415

セグメント利益 595 1,230 230 82 2,139 92 2,231

（注）１．セグメント利益（営業利益）の調整額は、セグメント間の消去額を記載しております。

２．日本以外の各セグメントに属する国または地域は、次のとおりであります。

（１）中国……………中国（香港を含む）

（２）その他アジア…台湾、韓国、インド、東南アジア

（３）欧米……………米国、メキシコ、チェコ

３．当第１四半期連結会計期間より、連結子会社９社（依摩泰（上海）国際貿易有限公司 他８社）につい

ては、連結決算日に本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎とする方法に変更しております。

この変更に伴い、当第１四半期連結累計期間の売上高は、「中国」で10,599百万円、「その他アジア」

で696百万円、「欧米」で420百万円それぞれ増加しております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日　至 平成28年６月30日）

　報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報

      (単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額 日本 中国

その他
アジア

欧米 計

売上高        

（1）外部顧客に対する
売上高

22,460 12,667 7,607 1,520 44,255 － 44,255

（2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

11,659 4,451 1,566 455 18,133 (18,133) －

計 34,120 17,118 9,173 1,975 62,388 (18,133) 44,255

セグメント利益 164 469 171 36 842 △26 815

（注）１．セグメント利益（営業利益）の調整額は、セグメント間の消去額を記載しております。

２．日本以外の各セグメントに属する国または地域は、次のとおりであります。

（１）中国……………中国（香港を含む）

（２）その他アジア…台湾、韓国、インド、東南アジア

（３）欧米……………米国、メキシコ、チェコ
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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、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27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

 １株当たり四半期純利益金額 81円52銭 31円28銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
1,669 640

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（百万円）
1,669 640

普通株式の期中平均株式数（千株） 20,473 20,473

（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。
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２【その他】

平成28年５月20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致しました。

（イ）配当金の総額……………………………………716百万円

（ロ）１株当たりの金額………………………………35円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………平成28年６月17日

（注）　平成28年３月31日現在の株主名簿に記載また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２８年７月２９日

エ レ マ テ ッ ク 株 式 会 社

取　締　役　会 　御　中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柳 井　浩 一　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井 澤　依 子　　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」に掲げられているエレマテック

株式会社の平成２８年４月１日から平成２９年３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２８年４

月１日から平成２８年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２８年４月１日から平成２８年６月３０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、四半期連結包括利益計算

書、四半期連結キャッシュ・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。

 

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

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連結財務諸表を

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、エレマテック株式会社及び連結子会社の平成２８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。

 

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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