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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73期

第１四半期
連結累計期間

第74期
第１四半期
連結累計期間

第73期

会計期間
自2018年４月１日
至2018年６月30日

自2019年４月１日
至2019年６月30日

自2018年４月１日
至2019年３月31日

売上高 （百万円） 42,561 42,562 183,399

経常利益 （百万円） 1,356 1,093 6,188

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（百万円） 995 818 3,364

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,120 211 3,443

純資産額 （百万円） 48,347 49,530 50,056

総資産額 （百万円） 92,186 94,049 95,667

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 24.30 19.99 82.17

自己資本比率 （％） 52.4 52.7 52.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,250 1,942 1,009

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △31 △22 74

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △653 △663 △1,401

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 26,532 26,497 25,714

　（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。

４．当社は、2019年４月25日開催の取締役会決議により、2019年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で

株式分割を行っておりますが、第73期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。

 

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【経営者による財政状態、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判断したものであります。

 

(1）経営成績等の状況の概要

①　財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりであります。

 

a.　財政状態

　総資産は、「受取手形及び売掛金」が減少したこと等により、前連結会計年度末比1.7％減の940億49百万円と

なりました。

　負債は、「支払手形及び買掛金」が減少したこと等により、前連結会計年度末比2.4％減の445億19百万円とな

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1.1％減の495億30百万円とな

りました。なお、自己資本比率は、52.7％となりました。

 

b.　経営成績

　当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出や生産に弱さがみられるものの、雇用・所得環境の改善が進

み、緩やかな回復基調が続きました。一方、米中貿易摩擦の長期化や中国経済の減速等により、世界経済の先行

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、IoT関連機器の需要増加、自動車の電装化比率の拡大が進みましたが、

スマートフォン市場の主に中国での普及一巡に伴う需要停滞の影響により、電子部品等の生産は低調に推移しま

した。

　このような状況の中、当社グループは、自動車向け各種関連部材に注力した販売活動に努めましたが、スマー

トフォンの普及一巡に伴う需要停滞の影響を受け、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比0.0％増の

425億62百万円となりました。

　利益面につきましては、売上総利益率の低下により売上総利益は減少し、営業利益は、前年同期比17.8％減の

11億66百万円となりました。

　経常利益は、営業利益が減少したことから、前年同期比19.4％減の10億93百万円となりました。

　親会社株主に帰属する四半期純利益は、経常利益が減少したことから、前年同期比17.7％減の８億18百万円と

なりました。

 

　セグメント別の概況

　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、自動車向け各種関連部材の販売は増加したものの、スマートフォン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0.1％減の220億30百万円となりました。営業利益は、前年同期比14.7％減の４億92百

万円となりました。

 

（中国）

　売上高は、スマートフォン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10.0％減の88億79百万円

となりました。営業利益は、前年同期比22.2％減の２億80百万円となりました。

 

（その他アジア）

　売上高は、医療機器向け各種関連部材の販売が増加したことから、前年同期比3.6％増の84億22百万円となりま

した。営業利益は、前年同期比1.7％減の２億53百万円となりました。

 

（欧米）

　売上高は、白物家電向け各種関連部材の販売が増加したことから、前年同期比27.9％増の32億31百万円となり

ました。営業利益は、前年同期比14.0％減の83百万円となりました。
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②　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７億82百万円増加し、264億97百

万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、19億42百万円の収入（前年同期は12億50百万円の収入）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10億99百万円、売上債権の減少による資金獲得が26億

53百万円、たな卸資産の増加による資金流出が７億15百万円、仕入債務の減少による資金流出が４億91百万円、

法人税等の支払による資金流出が７億51百万円であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、22百万円の支出（前年同期は31百万円の支出）となりました。主な要

因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が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、６億63百万円の支出（前年同期は６億53百万円の支出）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７億16百万円であります。

 

（2）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。

 

②　会社の支配に関する基本方針

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの会社の支配に関する基本方針については重要な変更はあ

りません。

 

（3）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。

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。
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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 168,000,000

計 168,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2019年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2019年７月26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 42,304,946 42,304,946
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 42,304,946 42,304,946 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の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)【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）

　2019年４月１日～

　2019年６月30日
21,152,473 42,304,946 － 2,142 － 2,017

（注）2019年４月25日開催の取締役会決議により、2019年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っ

ております。これに伴い、発行済株式総数は21,152,473株増加し、42,304,946株となっております。なお、当該株

式分割に際しては、資本金残高及び資本準備金残高に変更はありません。

 

(5)【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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(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2019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 1,358,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 40,937,300 409,373 －

単元未満株式 普通株式 9,046 － －

発行済株式総数  42,304,946 － －

総株主の議決権  － 409,373 －

 

②【自己株式等】

    2019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
1,358,600 － 1,358,600 3.21

計 － 1,358,600 － 1,358,600 3.21

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

 

 

EDINET提出書類

エレマテック株式会社(E02941)

四半期報告書

 6/18



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（2019年４月１日から2019

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表について、ＰｗＣあらた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
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,714 26,497

受取手形及び売掛金 ※２ 52,801 ※２ 49,583

たな卸資産 ※１ 10,886 ※１ 11,426

その他 1,121 1,154

貸倒引当金 △28 △27

流動資産合計 90,495 88,633

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,228 2,221

減価償却累計額 △1,508 △1,503

建物及び構築物（純額） 720 718

土地 1,222 1,222

その他 1,749 2,131

減価償却累計額 △1,301 △1,331

その他（純額） 448 799

有形固定資産合計 2,390 2,740

無形固定資産   

ソフトウエア 326 332

販売権 364 311

その他 0 0

無形固定資産合計 691 644

投資その他の資産   

投資有価証券 420 396

繰延税金資産 732 704

投資不動産 342 340

破産更生債権等 3,590 3,423

退職給付に係る資産 165 160

その他 447 448

貸倒引当金 △3,608 △3,440

投資その他の資産合計 2,090 2,031

固定資産合計 5,172 5,416

資産合計 95,667 94,049

 

EDINET提出書類

エレマテック株式会社(E02941)

四半期報告書

 8/18



 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※２ 41,371 ※２ 40,259

短期借入金 83 177

未払法人税等 759 367

賞与引当金 322 344

役員賞与引当金 - 12

その他 1,754 2,013

流動負債合計 44,291 43,174

固定負債   

繰延税金負債 1,160 1,045

退職給付に係る負債 83 83

その他 74 215

固定負債合計 1,318 1,344

負債合計 45,610 44,519

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 44,209 44,290

自己株式 △694 △694

株主資本合計 48,992 49,074

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 91 105

為替換算調整勘定 857 240

退職給付に係る調整累計額 114 110

その他の包括利益累計額合計 1,063 456

純資産合計 50,056 49,530

負債純資産合計 95,667 94,049
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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　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

売上高 42,561 42,562

売上原価 38,114 38,316

売上総利益 4,446 4,246

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,011 1,035

役員報酬 38 47

運賃及び荷造費 494 478

法定福利費 188 198

旅費及び交通費 205 182

減価償却費 42 97

賞与引当金繰入額 240 267

役員賞与引当金繰入額 10 12

退職給付費用 50 46

貸倒引当金繰入額 △4 △0

その他 751 713

販売費及び一般管理費合計 3,028 3,080

営業利益 1,418 1,166

営業外収益   

受取利息 9 21

賃貸収入 19 20

その他 7 4

営業外収益合計 35 46

営業外費用   

支払利息 1 5

賃貸費用 5 6

為替差損 89 106

その他 0 0

営業外費用合計 97 118

経常利益 1,356 1,093

特別利益   

投資有価証券売却益 - 5

特別利益合計 - 5

税金等調整前四半期純利益 1,356 1,099

法人税等 361 280

四半期純利益 995 818

親会社株主に帰属する四半期純利益 995 818

 

EDINET提出書類

エレマテック株式会社(E02941)

四半期報告書

10/18



【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　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

四半期純利益 995 818

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12 13

為替換算調整勘定 139 △610

退職給付に係る調整額 △1 △4

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △6

その他の包括利益合計 125 △607

四半期包括利益 1,120 211

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,120 211
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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　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019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 1,356 1,099

減価償却費 54 113

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △0

売上債権の増減額（△は増加） 372 2,653

たな卸資産の増減額（△は増加） △467 △715

仕入債務の増減額（△は減少） △311 △491

その他 781 16

小計 1,781 2,676

利息及び配当金の受取額 10 23

利息の支払額 △1 △5

法人税等の支払額 △540 △751

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,250 1,942

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 △34 △65

無形固定資産の取得による支出 △0 △12

投資不動産の賃貸による収入 18 18

その他 △14 37

投資活動によるキャッシュ・フロー △31 △22

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） 144 99

配当金の支払額 △797 △716

その他 － △47

財務活動によるキャッシュ・フロー △653 △663

現金及び現金同等物に係る換算差額 72 △474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 638 782

現金及び現金同等物の期首残高 25,893 25,714

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 26,532 ※ 26,497
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【注記事項】

(会計方針の変更)

（IFRS第16号「リース」）

国際財務報告基準を適用している子会社は、当第１四半期連結会計期間の期首より、国際財務報告基準第16号

「リース」（以下「IFRS第16号」という。）を適用しております。これにより、借り手のリース取引については、

原則すべてのリースについて使用権資産及びリース債務を認識するとともに、使用権資産の減価償却とリース債務

に係る支払利息を計上しております。

IFRS第16号の適用については、経過的な取扱いに従って、リース債務は、適用開始日現在の借手の追加借入利

子率を用いて割り引いた現在価値で測定しており、使用権資産はリース債務と同額を計上する方法を採用しており

ます。

本基準の適用に伴い、当第１四半期連結会計期間の期首において、有形固定資産の「その他（純額）」に含ま

れる使用権資産が386百万円、流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含まれるリース債務の合計が386

百万円それぞれ増加しております。

なお、この変更に伴う当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

(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)

（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。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　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

（2019年３月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2019年６月30日）

商品及び製品 10,658百万円 11,166百万円

原材料 227 259

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日でした

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。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとお

りであります。

 
前連結会計年度

（2019年３月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2019年６月30日）

受取手形 72百万円 72百万円

支払手形 5 2

 

(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　2018年４月１日
至　2018年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

現金及び預金勘定 26,532百万円 26,497百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 26,532 26,497
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018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

2018年５月25日

取締役会
普通株式 818 40 2018年３月31日 2018年６月25日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019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

2019年５月23日

取締役会
普通株式 737 36 2019年３月31日 2019年６月27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 2018年４月１日　至 2018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

22,042 9,865 8,126 2,526 42,561 － 42,561

（2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

10,367 2,644 2,535 136 15,684 (15,684) －

計 32,409 12,510 10,662 2,663 58,245 (15,684) 42,561

セグメント利益 576 360 257 97 1,292 125 1,418

（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…韓国、インド、東南アジア等

（３）欧米……………米国、メキシコ、チェコ

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 2019年４月１日　至 2019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

22,030 8,879 8,422 3,231 42,562 - 42,562

（2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

10,435 2,098 1,864 371 14,770 (14,770) -

計 32,465 10,977 10,286 3,602 57,332 (14,770) 42,562

セグメント利益 492 280 253 83 1,109 56 1,166

（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…韓国、インド、東南アジア等

（３）欧米……………米国、メキシコ、チェコ

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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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、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

 １株当たり四半期純利益金額 24円30銭 19円99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）
995 818

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）
995 818

普通株式の期中平均株式数（千株） 40,946 40,946

（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、2019年４月25日開催の取締役会決議により、2019年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株

        式分割を行っておりますが、前連結会計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】

2019年５月23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……………………………………737百万円

（ロ）１株当たりの金額………………………………36円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………2019年６月27日

（注）　2019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。

EDINET提出書類

エレマテック株式会社(E02941)

四半期報告書

17/18



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2019年７月26日

エ レ マ テ ッ ク 株 式 会 社

取　締　役　会 　御　中

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山 田　雅 弘　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 齊 藤　　 剛　　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2019年４月１日から2020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（2019年４月１日から2019年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019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2019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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