
平成 21 年９月 29 日 

 

各      位 

 

会 社 名  北陸電気工業株式会社 

代表者名  代表取締役社長 津田信治 

（コード番号 6989  東証第 1 部） 

問合せ先  取締役財務部長 野村 哲 

（TEL．  076－467－1111      ） 

 

資本・業務提携に関するお知らせ 

 

 当社と住友金属工業株式会社（以下、「住友金属工業」といいます。）の１００％出資子会社である

株式会社住友金属マイクロデバイス（以下、「住友金属マイクロデバイス」といいます。）は、平成 21

年９月 29 日開催の各社取締役会において、下記のとおり資本・業務提携を行うことを決議しましたの

でお知らせいたします。 

 

記 

 

１．資本・業務提携の趣旨 

 当社は、その組織上、製造分野においては４つの事業本部で構成されております。 

 そのうち、システム事業本部では電子モジュール製品の製造・開発を行っております。 

 一方、住友金属マイクロデバイスは、国内外において電子モジュール製品の製造・開発・販売を

行っております。 

 米国サブプライムローン問題に端を発した景気の後退局面への移行にともない、世界的な消費の

減退や企業間競争の激化により、今後も厳しい事業環境が続くものと予想されます。このような状

況に対し、電子モジュール製品分野において、両社の強みと特徴を相互に生かすことにより、顧客

基盤・顧客ニーズへの対応力・製品競争力の強化を狙いとして提携をいたすこととしました。この

資本・業務提携の成果の早期発揮により事業基盤の安定・強化を目指してまいります。 

 

２．資本・業務提携の内容 

 当社は、住友金属工業が保有する住友金属マイクロデバイスの発行済株式総数の 19.0％にあたる

1,710 株（取得価額 51,489,810 円）を本年 11 月２日に取得いたします。 



 当社と住友金属マイクロデバイスは本件資本提携を第一ステップと位置付け、来年８月を目処に、

法的規制等に抵触しないことを前提に、電子モジュール製品分野での顧客対応力の強化、並びに仕

入・製品開発の共同化、製造拠点の相互補完を目指して、当社システム事業本部および住友金属マ

イクロデバイスを統合し、当社が 80％の株式を保有する新会社を設立することといたしました。 

 

３．当事会社の概要 

（1）北陸電気工業株式会社（平成 21 年３月 31 日現在） 

①名称 北陸電気工業株式会社 

②所在地 富山県富山市下大久保 3158 番地 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 津田 信治 

④事業内容 抵抗器､ﾓｼﾞｭｰﾙ製品､電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ､その他電子部品の製造･販売 

⑤資本金 5,200 百万円 

⑥設立年月 昭和 18 年４月 

⑦従業員数 2,212 人（連結） 

⑧大株主及び持株比率(％) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4G) 4.24

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 2.94

 株式会社北陸銀行 2.50

 株式会社北國銀行 2.36

 北電工取引先持株会 1.82

⑨当事会社間の関係 

 資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありませ

ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び

関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 

 人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありませ

ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び

関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 

 取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありませ

ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び

関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 

 関連当事者への該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該

会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しま

せん。 

⑩最近３年間の経営成績および財政状態 （単位：百万円。特記しているものを除く。）

 決算期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 

 連結純資産 14,976 14,800 9,965

 連結総資産 44,276 41,457 33,245

 
１株当たり 

 連結純資産(円) 
144.42 149.77 108.74

 連結売上高 53,087 52,578 39,825

 連結営業損益 3,407 2,481 △81

 連結経常損益 3,015 1,578 △374

 連結当期純損益 1,704 1,585 △1,723

 
１株当たり 

 連結当期純損益(円) 
18.53 17.42 △20.56

 １株当たり配当金(円) 3.00 3.00 3.00

 



＜ご参考＞ 

   北陸電気工業株式会社システム事業本部（平成 21 年３月 31 日現在） 

主な事業内容 電子モジュール製品の製造 

工場所在地 富山県富山市下冨居 2-12-15 

売上高 15,655 百万円（単独） 

従業員数 155 人（単独） 

 

（2）株式会社住友金属マイクロデバイス（平成 21 年３月 31 日現在） 

①名称 株式会社住友金属マイクロデバイス 

②所在地 兵庫県尼崎市東向島東之町１番地 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 北村 悦夫 

④事業内容 電子モジュール製品の製造・販売 

⑤資本金 450 百万円 

⑥設立年月 平成 13 年 10 月 

⑦従業員数 138 人（単独） 

⑧大株主及び持株比率(％) 住友金属工業株式会社 100.00

⑨当事会社間の関係 

 資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありませ

ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び

関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 

 人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありませ

ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び

関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 

 取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありませ

ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び

関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 

 関連当事者への該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該

会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しま

せん。 

⑩最近３年間の経営成績および財政状態 （単位：百万円。特記しているものを除く。）

 決算期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 

 純資産 2,804 2,426 1,662

 総資産 6,417 6,830 4,532

 １株当たり純資産(円) 311,619.26 269,649.92 184,761.78

 売上高 9,689 11,250 9,981

 営業損益 △391 △376 △145

 経常損益 △422 △456 △84

 当期純損益 △386 △377 △763

 
１株当たり 

   当期純損益(円) 
△42,932.17 △41,969.34 △84,888.14

 １株当たり配当金(円) － － －

 

 なお、２項「資本・業務提携の内容」に記載の新会社の具体的な設立要綱は、今後双方協議の上

策定しますので、「新会社の概要」は判明次第お知らせします。 

 



４．資本・業務提携の日程 

平成21年９月29日 取締役会決議 

平成21年９月29日 資本・業務提携契約締結 

平成21年11月２日 住友金属マイクロデバイス株式払込期日 

なお、平成21年11月２日以降の日程は未定でありますが、決定次第お知らせします。 

 

５．今後の見通し 

 本件資本・業務提携は、当事会社各社の業績向上に寄与するものと見込んでおりますが、具体的

な数値算定にいたっておりません。 

 また、２項「資本・業務提携の内容」に記載の来年８月を目処にしております新会社設立の際に

は、互いの信頼・協力関係をさらに強固なものにしてその実効性を高めるために、当社が新会社の

株式を取得することに対応して、当社の自己株式を住友金属工業に譲渡する予定でありますが、そ

の処分要領は未定であります。なお、この譲渡により住友金属工業の当社株式の持株比率は５％を

超える可能性があります。 

 この第三者割当自体は、その希薄化効果が 25％未満であり、かつ、これによる支配株主の異動は

ない見込みであり、当社の業績への影響も軽微であると予想されます。 

 今後の業績に与える影響等開示すべき事項につきましては、本件資本・業務提携の進捗に応じ、

確定次第適宜お知らせします。 

 

＜本件に対するお問い合わせ先＞ 

北陸電気工業株式会社 

  取締役財務部長 野村 哲 TEL. 076-467-1111 

 

以  上 


