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 （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。 

         

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63期 

第３四半期 
連結累計期間 

第64期 
第３四半期 

連結累計期間 

第63期 
第３四半期 

連結会計期間 

第64期 
第３四半期 

連結会計期間 
第63期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成21年 
４月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成20年 
10月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成21年 
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成20年 
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

売上高（百万円）  72,025  63,019  21,813  25,024  86,455

経常利益（百万円）  2,152  1,674  244  871  2,605

四半期（当期）純利益（百万円）  1,329  1,016  198  567  1,666

純資産額（百万円） － －  23,453  26,216  23,705

総資産額（百万円） － －  45,224  52,318  38,592

１株当たり純資産額（円） － －  1,272.80  1,243.82  1,288.22

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 72.60  52.98  10.89  26.94  91.10

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（％） － －  51.3  49.7  60.9

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 2,204  1,277 － －  3,645

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 442  560 － －  931

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △1,076  △490 － －  △1,167

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ －  6,771  10,777  8,563

従業員数（人） － －  920  1,124  899



 当第３四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。 

 なお、当第３四半期連結会計期間において、大西電気株式会社と合併したため、「３ 関係会社の状況」に記載

のとおり、関係会社３社を当第３四半期連結会計期間より連結子会社としております。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 （注）主要な事業の内容欄には、主な事業の目的を記載しております。  

   

（注）１. 当社グループは、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりますので、従業員数は連結会社の

合計で記載しております。 

      ２. 従業員数は就業人員であります。（当社グループからグループ外への出向者及びグループ外から当社グ

ループへの出向者はありません。また、パートタイマー・契約社員18名は含まれておりません。） 

     ３．従業員数が当第３四半期連結会計期間において137名増加いたしました。これは、主として平成21年10

月１日付で大西電気株式会社と合併したことによるものであります。  

  

（注）１. 従業員数は就業人員であります。（当社から社外への出向者47名及びパートタイマー・契約社員11名は

含まれておりません。） 

   ２．従業員数が当第３四半期会計期間において83名増加いたしました。これは、主として平成21年10月１日

付で大西電気株式会社と合併したことによるものであります。  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

名称 住所 資本金 主要な事業の内容 

議決権の
所有割合
又は被所
有割合
（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

大西電氣（香港）  

有限公司 

中華人民共和国  

香港  

  100千

香港ドル 
電気材料等の販売  100

当社グループが販売する商品

の一部を相互に供給     

役員の兼任あり      

資金援助あり        

大喜貿易（上海）  

有限公司 

中華人民共和国 

上海市 

   600千

USドル 
電気材料等の販売  100

当社グループが販売する商品

の一部を相互に供給     

役員の兼任あり      

資金援助あり  

大西国際貿易（大連

保税区）有限公司 

中華人民共和国 

遼寧省大連市 

  140千

USドル 
電気材料等の販売  100

当社グループが販売する商品

の一部を相互に供給     

役員の兼任あり 

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 1,124  

(2) 提出会社の状況 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 365  



（1）仕入実績 

  当第３四半期連結会計期間における商品の仕入実績は、次のとおりであります。 

   （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ２．金額は仕入価格によっております。 

３．第１四半期連結会計期間より、従来の商品区分を一部変更しており、前年同四半期比については、前年

同四半期の仕入高を変更後の商品区分にて再集計し、算定しております。 

（2）販売実績 

  当第３四半期連結会計期間における商品の販売実績は、次のとおりであります。 

  （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

      ２．第１四半期連結会計期間より、従来の商品区分を一部変更しており、前年同四半期比については、前年

同四半期の売上高を変更後の商品区分にて再集計し、算定しております。 

   ３．前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間における主な販売先グループ（主な販売先と

その子会社）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。 

当第３四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、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の重要な変更はありません。 

  

該当事項はありません。  

第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

区分 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日） 

  
前年同四半期比（％） 

  

電気材料（百万円） 12,219  103.0

電子部品（百万円） 5,638  148.5

機構部品（百万円） 3,942  155.0

その他（百万円） 1,269  101.9

合計（百万円） 23,069  118.6

区分 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日） 

  
前年同四半期比（％） 

  

電気材料（百万円）  13,308  101.6

電子部品（百万円）  5,996  138.2

機構部品（百万円）  4,328  147.6

その他（百万円）  1,391  96.2

合計（百万円）  25,024  114.7

相手先 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

㈱東芝グループ  3,710  17.0  4,392  17.6

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】



文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 

(1) 業績の状況 

①全般の概況 

  当第３四半期連結会計期間の当社グループを取り巻く経済情勢は、一部緩やかな持ち直しの動きが見られたも

のの、自律性に乏しく、厳しい状況が続きました。 

  エレクトロニクス業界におきましては、「エコポイント」制度対象の省エネ家電の販売は堅調でしたが、その

他の製品やデバイス等の生産や販売は回復の兆しが見えつつも、前年同四半期と比べると、依然として低調に推

移いたしました。 

  このような状況の中、平成21年10月１日に、旧高千穂電気株式会社（存続会社）と旧大西電気株式会社（消滅

会社）は合併し、商号変更のうえエレマテック株式会社が誕生いたしました。 

  当社グループは、合併による統合効果を追求するとともに、特に液晶テレビや液晶デバイス等関連部材の販売

に努めました。その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同四半期比14.7％増の250億24百万円と

なりました。 

利益面につきましては、売上高の増加と売上総利益率の向上により売上総利益が増加したため、営業利益は、

前年同四半期比128.1％増の８億６百万円となりました。 

  なお、当第３四半期連結会計期間の販売費及び一般管理費には、一部合併費用を含んでおりますが、両社の前

年同四半期における販売費及び一般管理費の単純合算値と比較すると、１億16百万円減少しております。 

  経常利益は、営業利益が増加したことに加え、為替差損の計上が減少したことにより、前年同四半期比

257.0％増の８億71百万円となりました。 

  税金等調整前四半期純利益は、前年同四半期比246.6％増の８億72百万円に、四半期純利益は、前年同四半期

比185.8％増の５億67百万円となりました。 

  

セグメント別の概況 

当社グループは事業の種類別セグメント情報は作成しておりませんが、当第３四半期連結会計期間の商品の区

分別の概況は以下のとおりであります。なお、第１四半期連結会計期間より、従来の商品区分を一部変更してお

り、前年四半期比については、前年同四半期の売上高を変更後の商品区分にて再集計し、算定しております。 

  

電気材料 

携帯電話用等のディスプレイ部品・材料の販売が減少したものの、国内外での絶縁材料の販売が増加した結

果、売上高は前年同四半期比1.6％増の133億８百万円となりました。 

  

電子部品 

パソコン用等の電気部品の販売が増加した結果、売上高は前年同四半期比38.2％増の59億96百万円となりま

した。 

  

機構部品 

液晶テレビ用の機構部品の販売が増加した結果、売上高は前年同四半期比47.6％増の43億28百万円となりま

した。 

  

その他 

ハードディスク用の関連部材等の販売が増加したものの、医療機器用の関連部材等の販売が減少した結果、

売上高は前年同四半期比3.8％減の13億91百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの概況 

  

日本 

売上高は、「電子部品」の販売が増加した結果、前年同四半期比18.4％増の223億円となりました。営業利益

は、前年同四半期比53.6％増の４億45百万円となりました。 

  

中国 

売上高は、「電気材料」の販売が増加した結果、前年同四半期比5.9％増の58億56百万円となりました。営業

利益は、前年同四半期比14.9％減の２億９百万円となりました。 

  

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】



その他アジア 

売上高は「機構部品」の販売が増加した結果、前年同四半期比46.2％増の29億38百万円となりました。営業

利益は、前年同四半期比207.8％増の66百万円となりました。 

  

欧米 

売上高は、「機構部品」の販売が増加した結果、前年同四半期比132.2％増の５億４百万円となりました。営

業利益は、37百万円となりました。 

  

(2) 財政状態の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比35.6％増の523億18百万円となりました。 

 流動資産は「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」が増加したこと等により、前連結会計年度末比43.1％増の

463億42百万円となりました。なお、合併による増加額は52億65百万円であります。 

 固定資産は、合併により４億62百万円増加しましたが、「投資有価証券」が減少したこと等により、前連結会計

年度末比3.7％減の59億76百万円となりました。 

 流動負債は、「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75.1％増の255億17百万円

となりました。なお、合併による増加額は30億60百万円であります。 

 固定負債は、合併により「負ののれん」が増加したこと等により、前連結会計年度末比84.7％増の５億84百万円

となりました。 

 純資産は「利益剰余金」が増加したほか、合併により「資本剰余金」が増加したため、前連結会計年度末比

10.6％増の262億16百万円となり、自己資本比率は、49.7％となりました。  

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末と比べ、現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）が

22億13百万円増加（内、合併による増加額８億94百万円）し、107億77百万円となりました。 

 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、４億33百万円（前年同四半期比17億49百万円増加）となりま

した。主な内訳としては、税金等調整前四半期純利益が８億72百万円、仕入債務の増加による資金獲得が29億25百

万円、売上債権の増加による資金流出が23億75百万円、法人税等の支払による資金流出が３億54百万円でありま

す。 

 投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、57百万円（前年同四半期比10百万円増加）となりました。主な内

訳としては、有形固定資産の取得による資金流出が41百万円、無形固定資産の取得による資金流出が27百万円であ

ります。 

 財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、４億65百万円（前年同四半期比２億74百万円増加）となりまし

た。主な内訳としては、自己株式の取得による資金流出が２億31百万円、配当金の支払による資金流出が２億21百

万円であります。 

  

(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 

国内の景気は、欧米向けの輸出の低迷、企業の設備投資の減少と芳しくない状況が続いております。それらを含

めた国内全体の景況感及び所得水準の悪化等の要因により、消費マインドも冷え込みをみせ、景気全体の回復力は

依然として脆弱であると思われます。 

当社グループの主要顧客である日系のエレクトロニクスメーカーも厳しい状況が続いておりますが、日本の省エ

ネルギー家電に対する「エコポイント」制度や、中国政府の「家電下郷」政策（農村部において家電製品の購入

代金の13％を補助する政策）及び「以旧換新」政策（指定都市部における老朽家電等の買い換えを促進する政

策）の継続が、家電製品や液晶テレビ向けの液晶パネル等の電子デバイスの需要回復に寄与していくものと思わ

れます。 

  

このような厳しい状況にあっても、当社グループは「ものづくりのパートナー企業」として、顧客の「ものづ

くり」のためにあらゆるサービスを提供することを旨とし、以下の諸施策を推進してまいります。 

a． 国内外の販売拠点等の機能や情報の連携をさらに強化し、得意先の開発拠点や生産拠点に関する体制の変

化に機動的に対応してまいります。また、得意先の国際的な部品調達及び物流ニーズに対するサービスの充

実をめざし、今後とも販売拠点及びそのネットワークの整備拡充を推進してまいります。 

b． 永年培ってきた信頼関係を基に開示された得意先の新技術や新製品の開発状況を分析し、情報提供力の維 



持向上をめざします。特に得意先のニーズに代表される機能及びコスト面、環境基準、品質基準の観点等か 

ら、量産される製品に対して、 適な商品や部品モジュール等の提案を推進してまいります。その前提とし

て、開発本部、環境・品質保証室の機能を活用し、技術力、コスト競争力、環境基準、品質基準対応力を有

する国内外の新規仕入先メーカーの発掘をしてまいります。 

c． 仕入先メーカー等との取引関係を、業務提携や資本提携等に発展させることによって、事業基盤の拡大を

図り、より一層の収益力の向上をめざしてまいります。 

d． 管理面においては、より一層のコスト抑制と為替をはじめとした各種リスク管理を継続強化してまいりま

す。また、当社基幹システム及び子会社システム等の改善、増強、共通化を行い、業務の効率化を進めてま

いります。併せて海外子会社も含め人材の育成を図ることで、効率的で適正な事業推進体制、管理体制の充

実に努めてまいります。 

e． 大西電気株式会社と合併したことにより、統合効果を 大限に発揮し、互いに重複しない得意先に対して

相互の取扱商品を販売することで売上の増加を図るとともに、営業利益率の向上に努めてまいります。 

また、輸送機器、エネルギー及び環境関連機器、RFID（※）関連機器などの今後新たに電気電子部材の需

要が見込まれる分野における情報を共有化することで、効率的なマーケティングを推進いたします。 

  

※RFIDとはRadio Frequency Identificationの略で、微小な無線チップにより人やモノを識別、管理する仕組みのことをいい 

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、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。 

          一方、仕入先に対しては、得意先に関する情報を収集、分析し提供することで当社グループがマーケティン

グ及び営業機能を代替するなどして、得意先への商材の安定的な供給を確保しております。 

          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 大限に配慮することも必要であると考えております。 

          このように、当社グループの企業価値は、ステークホルダーとの強固な信頼の基に成り立っており、各事業

の有機的な結合によって確保・向上されるべきものと考えております。このような観点から、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、株主や得意先、仕入先、地域、社会、従業員等のステーク

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。 

ところで、わが国においても、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大規模な株式の買

い付けを強行するという事例が見られるようになっております。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、 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いただくため、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．得意先の様々なニーズを捉えるマーケティング力のさらなる強化を図る 

得意先の 終消費者の多様な要求、嗜好にもとづく、得意先からの製品設計上の様々なニーズを満たす

べく営業各部門が得た情報を「開発本部」を中心に分析したうえで共有化し、全社的戦略・戦術の策定力

の強化を図ってまいります。 

      ロ．得意先を取り巻く環境の変化をいち早く察知し営業展開を図る 

得意先エレクトロニクスメーカーの生産体制のグローバル化に対応して、販売拠点及びその他ネットワ

ークの整備拡充を推進し、海外現地法人の販売子会社や加工子会社等も含めた販売体制の連携及び強化を

図っていく必要があると考えております。中国を中心としたアジア地区での販売活動には引き続き注力し

ながらも、欧米地区においても強化を図ってまいります。 



      ハ．業務管理の画一化 

各海外現地法人のオペレーションの安定による業務管理の画一化を図り、内部統制の強化ならびに販売

費及び一般管理費等のコスト削減努力を継続するとともに、外貨取引の増加に対応した為替管理等の各種

リスク管理を強化し、基幹システム等の改善や増強、人材の育成にも注力してまいります。   

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、買収防衛策（以下「本施策」という。)を導入しております。 

  本施策は、特定株主グループの議決権保有割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等（注１）の 

買付行為、または結果として特定株主グループの議決権保有割合が20％以上となる当社株券等の買付行為

（取引所有価証券市場における買い付け、公開買付け、その他具体的な買付方法の如何を問わず、当社取締

役会があらかじめ同意したものを除く。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行

為を行う者を「大規模買付者」という。）が、当社グループの企業価値に重大な影響を及ぼす場合におい

て、当社グループの企業価値を確保しまたは向上させるため、大規模買付行為に適切な対応を行うことを目

的としております。 

 ここでいう特定株主グループとは、(ⅰ)当社株券等の保有者（注２）及びその共同保有者（注３）、また

は(ⅱ)当社株券等の買い付け等（注４）を行う者及びその特別関係者（注５）をいい、議決権保有割合と

は、特定株主グループが上記(ⅰ)の場合においては当該保有者の株券等保有割合（注６）をいい、特定株主

グループが上記(ⅱ)の場合においては当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合（注７）の合

計をいいます。 

          （注１）金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。 

          （注２）金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項にもとづき保有者とみなされる者を含みます。 

         （注３）金融商品取引法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項にもとづき共同保有者とみなされる者を含みま

         す。 

          （注４）金融商品取引法第27条の２第１項に規定する買い付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。 

          （注５）金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。 

          （注６）金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。 

          （注７）金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等保有割合をいいます。 

 イ．本施策の概要 

本施策は、大規模買付者が従うべき大規模買付ルールと、大規模買付行為に対して当社がとりうる大規

模買付対抗措置から構成されております。 

 本施策においては、まず、大規模買付ルールとして、大規模買付者に対し、株主及び当社取締役会によ

る判断のための情報提供と、当社取締役会による検討及び評価の期間の付与を要請しております。 

 次に、当社取締役会が、大規模買付対抗措置として、会社法その他の法令及び当社定款によって認めら

れる相当な対抗措置の発動を決議するための要件を、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

または大規模買付行為によって当社グループの企業価値または株主共同の利益が著しく毀損される場合に

限定することといたしました。 

 ロ．大規模買付ルール 

大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、当社株主の判断及び当社取締役会

としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本情報」という。)を書面で提供していただきま

す。十分な本情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。また、大規模買付者が提出した

本情報は、株主の判断に必要かつ適切と認められる範囲において、必要かつ適切と認められる時点で、そ

の全部または一部を開示いたします。 

          これは、当該大規模買付行為に関し、株主が適切な判断を行い、かつ当社取締役会が適切な検討及び評

価を行うことを目的としております。 

次に、大規模買付者には、当社取締役会に対する本情報の提供を完了した日から60日間（大規模買付行

為が、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買い付けの場合）または90日間（その他の大

規模買付行為の場合）（以下「取締役会評価期間」という。）が経過するまでは、大規模買付行為を行わ

ないこととしていただきます。これは、株主共同の利益のため、当社取締役会に、本情報の検討及び評

価、大規模買付者との交渉及び協議、大規模買付行為に関する意見形成、株主に対する代替提案の作成及

び提示等を行う機会を与えていただくためです。 

当社取締役会は、取締役会評価期間中、外部専門家等の助言を受けながら、提供された本情報の検討及

び評価を行い、当該大規模買付行為または当該大規模買付者の提案にかかる経営方針等について検討し、 

      

      



独立委員会の勧告を 大限尊重して、大規模買付対抗措置発動の是非について決議します。 

当社取締役会は大規模買付ルールを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防

止するための機関として、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は３名以上５名以下とし、公正で

中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外監査役または社

外有識者のなかから選任します。取締役会評価期間中、当社取締役会は、本情報及び本情報の取締役会に

よる評価及び分析結果を独立委員会に提供します。独立委員会は、取締役会の諮問にもとづき、取締役会

による評価、分析結果及び外部専門家の意見を参考にし、また、判断に必要と認める情報等を自ら入手、

検討して、取締役会に勧告します。 

当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を取り纏めて 

公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉及

び協議を行い、当社取締役会として、株主に対し、当社グループの経営方針等についての代替的提案を提

示することもあります。  

 ハ．大規模買付対抗措置 

大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続に従うことなく大規模買付行為を行った場合や、大規模

買付ルールを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、真に会社経営に

参加する意思がないにもかかわらず、株価をつりあげて高値で株券等を会社関係者に引き取らせることに

ある場合（いわゆるグリーンメイラーの場合）、当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、主とし

て、当社グループの事業経営上必要な不動産、動産、知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引

先、顧客等その他の当社グループの資産を当該大規模買付行為にかかる特定株主グループ（大規模買付者

を含む。）に移譲させること（いわゆる焦土化経営）にある場合等、当社グループの企業価値または株主

共同の利益を著しく毀損すると独立委員会が判断したときは、当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大

限尊重し、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法令及び当社定款によって認められる相当な大規模

買付対抗措置を決議することができるものとします。 

具体的な大規模買付対抗措置の一つとして株主に対する無償割当の方法によって発行される新株予約権

の募集事項の概要ですが、この新株予約権には、一定割合以上の議決権保有割合の特定株主グループに属

さないことなどの行使条件及び当社が特定株主グループ以外の者から当社株式と引き換えに新株予約権を

取得する旨の取得条項を付する場合があります。なお、機動的に新株予約権の発行ができるよう、新株予

約権の発行登録書を提出する場合があります。  

d．本施策が基本方針に沿い、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地

位の維持を目的とするものではないことについての取締役会の判断及びその判断にかかわる理由 

 イ．企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的 

          前記c.に述べたとおり、本施策は、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断

を可能ならしめ、かつ当社グループの企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、

大規模買付者が従うべき大規模買付ルール、ならびに当社が発動しうる大規模買付対抗措置の要件及び内

容をあらかじめ設定するものであり、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上を目的

とするものです。 

          また、前記c.に述べた大規模買付ルールの内容ならびに大規模買付対抗措置の内容及び発動要件は、当

社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上という目的に照らして合理的であり、当社グル

ープの企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上に資するような大規模買付行為までも不当に制限する

ものではないと考えます。 

 ロ．事前開示 

          本施策における大規模買付ルールの内容ならびに大規模買付対抗措置の内容及び発動要件は、いずれも

前記c.において明確に示したところであり、株主、投資家及び大規模買付者にとって十分な予見可能性を

与えるものであると考えます。 

 ハ．株主意思の反映  

前記c.に述べたとおり、本施策は第61回定時株主総会にて導入し、第62回定時株主総会においても、本

施策の継続等に関して株主の皆様の意思を確認させていただき、有効期間を平成23年６月開催予定の定時

株主総会の終結時とさせていただきました。今後につきましても、当社株主総会において本施策の継続等

に関して株主の皆様の意思を確認させていただくことを予定しております。また、本施策は、当社の株券

等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により廃止することができるとされてお

り、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止で

きない買収防衛策）ではありません。 

            従って、本施策の継続、廃止または変更の是非の判断には、株主総会における決議を通じて株主の意思

が反映されるものと考えます。  

 ニ．取締役会の判断の客観性・合理性の確保  

  本施策においては、前記c.のとおり、大規模買付対抗措置の発動の要件として、客観的かつ明確な要件

を定めており、発動の要件に該当するか否かの判断に当社取締役会の恣意的判断の介入する余地を可及的



に排除しております。 

  また、本施策においては、前記c.のとおり、大規模買付対抗措置の発動の手続を定め、当社取締役会の

恣意的な判断を排除しております。 

  したがって、本施策においては、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたり、その

判断の客観性・合理性を担保するための十分な仕組みが確保されているものと考えます。  

(5) 研究開発活動 

当社グループは、ユーザー、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。 



(1）主要な設備の状況 

 当第３四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３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 

  

第３【設備の状況】



①【株式の総数】 

  

      ②【発行済株式】 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（注）発行済株式総数の増加は、平成21年10月１日付で大西電気株式会社と合併（合併比率 当社１：大西電気株式会社

1.4）したことによるものであります。 

  

平成21年12月31日現在の株主名簿により、平成21年９月30日において大株主であった高千穂電気株式会社

（現 エレマテック株式会社）は大株主でなくなり、以下の大西俊一氏が大株主になったことが判明いたしま

した。 

 平成21年12月31日現在

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数 (株) 

普通株式  84,000,000

計  84,000,000

種類 
第３四半期会計期間末 

現在発行数 (株) 
（平成21年12月31日） 

提出日現在発行数 (株) 
（平成22年２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  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】

(3)【ライツプランの内容】

(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） 

 平成21年10月１日 

 （注） 
 2,316,673  21,152,473  －  2,142  －  2,017

(5)【大株主の状況】

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対す
る所有株式数の割合 

（％） 

大西 俊一       神奈川県藤沢市   624  2.95



  

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

 【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

  （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

(6)【議決権の状況】

  平成21年12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   241,200 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 20,899,200  208,992 － 

単元未満株式 普通株式     12,073 － － 

発行済株式総数  21,152,473 － － 

総株主の議決権 －  208,992 － 

  平成21年12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 

（％） 

エレマテック株式会社 

東京都港区三田3-5-27 

住友不動産三田ツイン

ビル西館25階 

 241,200  －  241,200  1.14

計 －  241,200  －  241,200  1.14

２【株価の推移】

月別 
平成21年 

４月 
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

高（円）  760  922  1,055  1,115  1,146  1,071  1,056  1,015  1,026

低（円）  655  732  891  937  1,020  982  901  881  922



 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

        新任役員 

 （注）１．上記新任役員は、平成21年６月19日開催の定時株主総会において承認可決した大西電気株式会社との合

併契約により、合併の効力発生を以って就任した役員であります。 

    ２．任期は、就任の時から平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。  

３【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式
数 
（千株） 

就任年月
日 

取締役副会長

（代表取締役） 
  － 大西 俊一 昭和23年８月10日

昭和47年３月 大西電気株式会社入社

昭和51年11月 同社常務取締役

昭和61年９月

平成元年８月

平成21年10月

同社代表取締役副社長

同社代表取締役社長 
当社代表取締役副会長（現任） 

（注）２ 624
平成21年

10月１日

取締役専務執行

役員 
営業 
本部長 

内田 裕史 昭和24年11月３日

昭和48年３月 大西電気株式会社入社

平成４年２月 同社営業部 本部長

平成11年８月

平成15年９月

平成21年10月

同社取締役営業本部長

同社常務取締役営業本部長 
当社取締役専務執行役員営業

本部長（現任） 

（注）２ 91
平成21年

10月１日



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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12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３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年12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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から

平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期

連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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。 

  

第５【経理の状況】



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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,777 8,563

受取手形及び売掛金 30,890 20,197

たな卸資産 ※1  3,863 ※1  2,675

未収消費税等 487 590

その他 487 461

貸倒引当金 △164 △102

流動資産合計 46,342 32,385

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,261 2,213

減価償却累計額 △1,439 △1,391

建物及び構築物（純額） 822 822

機械装置及び運搬具 676 657

減価償却累計額 △270 △222

機械装置及び運搬具（純額） 405 435

土地 1,743 1,660

その他 631 553

減価償却累計額 △429 △389

その他（純額） 202 163

有形固定資産合計 3,173 3,080

無形固定資産   

ソフトウエア 153 136

その他 16 16

無形固定資産合計 170 152

投資その他の資産   

投資有価証券 841 1,346

保険積立金 370 310

投資不動産 ※4  433 ※4  441

その他 1,109 902

貸倒引当金 △123 △27

投資その他の資産合計 2,632 2,972

固定資産合計 5,976 6,206

資産合計 52,318 38,592



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,755 13,507

短期借入金 277 124

未払法人税等 373 186

賞与引当金 193 198

役員賞与引当金 27 －

その他 890 553

流動負債合計 25,517 14,570

固定負債   

退職給付引当金 37 29

役員退職慰労引当金 － 150

負ののれん 388 48

その他 158 87

固定負債合計 584 316

負債合計 26,102 14,886

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,142 2,142

資本剰余金 3,335 2,018

利益剰余金 21,778 21,125

自己株式 △231 △733

株主資本合計 27,025 24,552

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19 △100

為替換算調整勘定 △1,034 △959

評価・換算差額等合計 △1,015 △1,060

少数株主持分 206 214

純資産合計 26,216 23,705

負債純資産合計 52,318 38,592



(2)【四半期連結損益計算書】 
  【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 72,025 63,019

売上原価 64,631 56,245

売上総利益 7,394 6,773

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,693 1,764

役員報酬 153 163

運賃及び荷造費 610 583

法定福利費 223 211

旅費及び交通費 340 276

保険料 71 －

減価償却費 163 147

賞与引当金繰入額 354 179

役員賞与引当金繰入額 59 27

退職給付費用 117 145

役員退職慰労引当金繰入額 17 －

貸倒引当金繰入額 － 159

その他 1,406 1,364

販売費及び一般管理費合計 5,212 5,022

営業利益 2,181 1,751

営業外収益   

受取利息 75 17

受取配当金 14 15

負ののれん償却額 12 44

持分法による投資利益 14 －

仕入割引 34 －

賃貸収入 98 94

その他 38 49

営業外収益合計 288 220

営業外費用   

支払利息 2 1

持分法による投資損失 － 2

賃貸費用 18 18

為替差損 279 226

その他 18 47

営業外費用合計 318 297

経常利益 2,152 1,674

特別損失   

投資有価証券償還損 139 93

特別損失合計 139 93

税金等調整前四半期純利益 2,013 1,581

法人税等 695 569

少数株主損失（△） △12 △5

四半期純利益 1,329 1,016



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 21,813 25,024

売上原価 19,741 22,267

売上総利益 2,071 2,757

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 536 671

役員報酬 51 66

運賃及び荷造費 206 243

法定福利費 77 81

旅費及び交通費 111 113

保険料 23 －

減価償却費 55 55

賞与引当金繰入額 135 96

役員賞与引当金繰入額 10 9

退職給付費用 39 54

役員退職慰労引当金繰入額 5 －

貸倒引当金繰入額 － 56

その他 465 503

販売費及び一般管理費合計 1,718 1,951

営業利益 353 806

営業外収益   

受取利息 26 1

受取配当金 4 3

負ののれん償却額 4 36

持分法による投資利益 7 7

仕入割引 12 －

賃貸収入 32 30

その他 14 23

営業外収益合計 101 102

営業外費用   

支払利息 0 1

賃貸費用 6 6

為替差損 197 24

その他 6 4

営業外費用合計 210 36

経常利益 244 871

特別損失   

投資有価証券償還損 △7 △0

特別損失合計 △7 △0

税金等調整前四半期純利益 251 872

法人税等 49 305

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △0

四半期純利益 198 567



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 2,013 1,581

減価償却費 232 211

投資有価証券償還損益（△は益） 139 93

持分法による投資損益（△は益） △14 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 156

受取利息及び受取配当金 △90 △32

売上債権の増減額（△は増加） 3,733 △6,844

たな卸資産の増減額（△は増加） △186 △986

仕入債務の増減額（△は減少） △3,267 7,526

未払金の増減額（△は減少） 202 －

未収消費税等の増減額（△は増加） 171 102

その他 21 △16

小計 2,953 1,793

利息及び配当金の受取額 95 46

利息の支払額 △2 △1

法人税等の支払額 △842 △560

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,204 1,277

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 △379 △131

無形固定資産の取得による支出 △58 △55

投資有価証券の売却及び償還による収入 845 718

その他 34 29

投資活動によるキャッシュ・フロー 442 560

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） 60 144

自己株式の取得による支出 △392 △231

配当金の支払額 △745 △403

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,076 △490

現金及び現金同等物に係る換算差額 △482 △29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,087 1,319

現金及び現金同等物の期首残高 5,684 8,563

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 894

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  6,771 ※  10,777



【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３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

連結の範囲に関する事項の変更 （1）連結の範囲の変更 

  第２四半期連結会計期間より、連結子会社であるタカチホエイブル株

式会社は、株式会社高千穂技研（現 エレマテックロジサーブ株式会

社）と合併したため、連結の範囲から除外しております。 

また、当第３四半期連結会計期間より、大西電気株式会社と合併した

ため、大西電気株式会社の連結子会社であった大西電氣(香港)有限公

司、大喜貿易(上海)有限公司、大西国際貿易(大連保税区)有限公司を新

たに連結範囲に含めております。 

（2）変更後の連結子会社の数 

19社  

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日） 

（四半期連結損益計算書） 

前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「保険料」及び「役員退職慰労引当金繰入額」は、

金額的重要性が低下したため、当第３四半期連結累計期間においては販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表

示しております。なお、当第３四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費の「その他」に含まれる「保険料」は51

百万円、「役員退職慰労引当金繰入額」は３百万円であります。 

前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「仕入割引」は、金額的重要性が低下したため、当

第３四半期連結累計期間においては営業外収益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結累

計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「仕入割引」は22百万円であります。  

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しており

ました「貸倒引当金の増減額」は、当第３四半期連結累計期間において金額的重要性が増したため区分掲記しており

ます。なお、前第３四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「貸倒引

当金の増減額」は△18百万円であります。また、前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」に表示しておりました「未払金の増減額」は、金額的重要性が低下したため、当第３四半期連結累計期

間においては「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期

連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「未払金の増減額」は154百万円で

あります。 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日） 

（四半期連結損益計算書） 

前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「保険料」は、金額的重要性が低下したため、当第

３四半期連結会計期間においては販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半

期連結会計期間の販売費及び一般管理費の「その他」に含まれる「保険料」は17百万円であります。 

 前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「仕入割引」は、金額的重要性が低下したため、当

第３四半期連結会計期間においては営業外収益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結会

計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「仕入割引」は９百万円であります。  



【簡便な会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

たな卸資産の評価方法  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略

し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出す

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】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

税金費用の計算  税金費用については、当第３四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。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

（役員退職慰労引当金） 

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成21年

６月19日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止することが決議されました。同制度廃止に伴い、定

時株主総会日以前の在職期間分の役員退職慰労金について、打ち切り支給することとしました。 

 このため、役員退職慰労引当金の残高は全額取崩し、打ち切り支給額の長期未払い分148百万円については、固定

負債の「その他」に含めて計上しております。      



  

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１．たな卸資産について、その内訳科目及び金額は次の

とおりであります。 

※１．たな卸資産について、その内訳科目及び金額は次の

とおりであります。 

商品及び製品 3,746百万円

原材料及び貯蔵品 116百万円

商品及び製品 2,579百万円

原材料及び貯蔵品 95百万円

 ２．連結会計期間末日満期手形  

 連結会計期間末日満期手形の会計処理については、

当連結会計期間の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。 

 ２．       ────── 

受取手形 155百万円

支払手形 595百万円

 ３．受取手形裏書譲渡高 77百万円  ３．受取手形裏書譲渡高 400百万円

※４．投資不動産の減価償却累計額 20百万円 ※４．投資不動産の減価償却累計額  13百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12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 

※ 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20年12月31日現在） （平成21年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 7,006百万円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△235百万円

現金及び現金同等物 6,771百万円 

現金及び預金勘定 10,777百万円 

現金及び現金同等物 10,777百万円 



  当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至

平成21年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式   21,152千株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式     241千株 

３．配当に関する事項 

 配当金支払額 

４．株主資本の金額の著しい変動 

 当社（旧 高千穂電気株式会社）は、平成21年10月１日付で大西電気株式会社と合併したため、資本剰余金

が13億17百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において33億35百万円となりました。 

 保有していた自己株式７億33百万円（600,045株）は、合併時の株式の割当に充当したことにより、減少い

たしましたが、平成21年10月30日開催の取締役会決議に基づき、新たに241,000株を取得したこと等により、

当第３四半期連結会計期間末においては、２億31百万円（241,218株）となっております。 

  

(株主資本等関係)

  
（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21年５月14日 

取締役会 
普通株式  182  10 平成21年３月31日 平成21年６月22日 利益剰余金 

平成21年10月30日 

取締役会 
普通株式  182  10 平成21年９月30日 平成21年12月２日 利益剰余金 



前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20

年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 当社グループは電気材料、電子部品及び機構部品等の販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないた

め、該当事項はありません。 

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

    ① 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度による。 

    ② 各区分に属する主な国又は地域……中国（香港を含む） 

その他アジア：台湾、韓国、東南アジア 

欧米：USA、チェコ、ポーランド 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

    ① 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度による。 

    ② 各区分に属する主な国又は地域……中国（香港を含む） 

                                           その他アジア：台湾、韓国、東南アジア 

                      欧米：USA、チェコ、ポーランド 

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

  
日本 

（百万円） 
中国

（百万円） 

その他
アジア 

（百万円） 

欧米
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1) 外部顧客に対する売上高  15,466  4,845  1,323  178  21,813  －  21,813

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,361  685  686  38  4,771 (4,771)  －

計  18,827  5,530  2,009  217  26,584 (4,771)  21,813

営業利益（又は営業損失）  290  246  21 (19)  538 (184)  353

  
日本 

（百万円） 
中国

（百万円） 

その他
アジア 

（百万円） 

欧米
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1) 外部顧客に対する売上高  17,518  4,904  2,125  476  25,024  －  25,024

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,781  952  813  28  6,574 (6,574)  －

計  22,300  5,856  2,938  504  31,599 (6,574)  25,024

営業利益  445  209  66  37  758  47  806



前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

    ① 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度による。 

    ② 各区分に属する主な国又は地域……中国（香港を含む） 

その他アジア：台湾、韓国、東南アジア 

欧米：USA、チェコ、ポーランド 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

① 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度による。 

② 各区分に属する主な国又は地域……中国（香港を含む） 

                                    その他アジア：台湾、韓国、東南アジア 

欧米：USA、チェコ、ポーランド 

  

  
日本 

（百万円） 
中国

（百万円） 

その他
アジア 

（百万円） 

欧米
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1) 外部顧客に対する売上高  48,967  16,808  5,560  689  72,025  －  72,025

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 12,819  1,580  1,335  136  15,872 (15,872)  －

計  61,787  18,389  6,895  825  87,897 (15,872)  72,025

営業利益（又は営業損失）  1,189  793  229 (33)  2,178  3  2,181

  
日本 

（百万円） 
中国

（百万円） 

その他
アジア 

（百万円） 

欧米
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1) 外部顧客に対する売上高  44,069  12,712  5,169  1,067  63,019  －  63,019

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 12,006  2,081  1,679  111  15,879 (15,879)  －

計  56,076  14,794  6,848  1,179  78,898 (15,879)  63,019

営業利益  1,069  322  146  58  1,597  154  1,751



前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

    ①  国又は地域の区分の方法……………地理的近接度による。 

    ②  各区分に属する主な国又は地域……中国（香港を含む） 

                                            その他アジア：台湾、韓国、東南アジア 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

    ①  国又は地域の区分の方法……………地理的近接度による。 

    ②  各区分に属する主な国又は地域……中国（香港を含む） 

                                            その他アジア：台湾、韓国、東南アジア 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

    ①  国又は地域の区分の方法……………地理的近接度による。 

    ②  各区分に属する主な国又は地域……中国（香港を含む） 

                                            その他アジア：台湾、韓国、東南アジア 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

① 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度による。 

② 各区分に属する主な国又は地域……中国（香港を含む） 

                                    その他アジア：台湾、韓国、東南アジア 

【海外売上高】

  中国 その他アジア その他  合計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,466  1,680  190  7,336

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  21,813

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割

合（％） 
 25.1  7.6  0.9  33.6

  中国 その他アジア その他  合計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,897  2,182  482  8,562

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  25,024

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割

合（％） 
 23.6  8.7  1.9  34.2

  中国 その他アジア その他  合計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  19,175  6,293  729  26,198

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  72,025

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割

合（％） 
 26.6  8.8  1.0  36.4

  中国 その他アジア その他  合計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  15,098  5,344  1,093  21,536

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  63,019

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割

合（％） 
 24.0  8.5  1.7  34.2



  当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

大西電気株式会社との合併 

 当社は、平成21年10月１日に大西電気株式会社と合併し、エレマテック株式会社に商号変更いたしました。

  パーチェス法の適用 

   １.被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形

式並びに結合後企業の名称及び取得した議決権比率 

     （1）被取得企業の名称及びその事業の内容 

       被取得企業の名称  大西電気株式会社 

       事業の内容     エレクトロニクス専門商社 

     ・電気材料、電子部品等の販売 

     ・上記部材の輸出入及び加工 

    （2）企業結合を行った主な理由 

        両社の強みを結合し、お客様である日系エレクトロニクスメーカーのニーズへの対応力を強化す

ることで、収益機会を広げ、中長期的に高い成長を持続する企業をめざすためであります。 

     （3）企業結合日 

        平成21年10月１日 

     （4）企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称 

     企業結合の法的形式   高千穂電気株式会社を合併存続会社とする吸収合併方式を採用し、大

西電気株式会社は解散いたしました。 

      結合後企業の名称    エレマテック株式会社 

     （5）取得した議決権比率 

        100％ 

  

２.四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業

績の期間 

平成21年10月１日から平成21年12月31日まで 

  

   ３.被取得企業の取得原価及びその内訳 

  

   ４.株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数及びその評価額 

    （1）株式の種類別の交換比率 

       当社の普通株式１株 ： 大西電気株式会社の普通株式1.4株 

     （2）株式交換比率の算定方法 

       高千穂電気株式会社は野村證券株式会社を、大西電気株式会社は大和証券株式会社をそれぞれ第

三者機関として選定して株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果をもとに当事者間で協議の

上、算定いたしました。 

    （3）交付した株式数及びその評価額 

       交付した株式数     2,916,718株 

        交付した株式の評価額  2,050百万円 

  

   ５.発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

    （1）発生した負ののれんの金額 

      383百万円 

    （2）発生原因 

       企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったことによるものであります。  

    （3）償却方法及び償却期間 

       ３年間にわたる均等償却 

   

(企業結合等関係)

取得の対価 当社の普通株式 2,050百万円

  現金 162百万円

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 97百万円

取得原価   2,311百万円



６．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間に係る四

半期連結損益計算書に及ぼす影響の概算額 

売上高     6,000百万円 

経常利益     325百万円 

四半期純利益   181百万円 

 なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額 

 （注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

   

(１株当たり情報)

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,243.82円 １株当たり純資産額 1,288.22円

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 円72.60 １株当たり四半期純利益金額 円52.98

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

四半期純利益（百万円）  1,329  1,016

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（百万円）  1,329  1,016

期中平均株式数（千株）  18,317  19,183

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 円10.89 １株当たり四半期純利益金額 円26.94

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

四半期純利益（百万円）  198  567

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（百万円）  198  567

期中平均株式数（千株）  18,235  21,068

(重要な後発事象)



  平成21年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ) 配当金の総額………………………………………182百万円 

(ロ) １株当たりの金額…………………………………10円00銭 

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成21年12月２日 

(注) 平成21年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。 

  

２【その他】



該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】



  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年２月12日

高千穂電気株式会社 

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 大田原 吉隆  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 鈴 木 裕 司  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」に掲げられている高千穂電気株

式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２０年１０

月１日から平成２０年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年１２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、高千穂電気株式会社及び連結子会社の平成２０年１２月３１日現在の

財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結

累計期間のキャッシュ・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。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大西電気株式会社は合併契約書を締結した。 

  

 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。 



  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年２月12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 山 本 禎 良  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 鈴 木 裕 司  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（旧社名 高千穂電気株式会社）の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第３四

半期連結会計期間（平成２１年１０月１日から平成２１年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２１年

４月１日から平成２１年１２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、エレマテック株式会社（旧社名 高千穂電気株式会社）及び連結子会

社の平成２１年１２月３１日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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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