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（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．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、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

３．当社の発行済普通株式について、平成22年12月１日付で10株を１株に併合しております。 

４．第55期及び第56期第１四半期連結累計期間の１株当たり四半期（当期）純損益の各数値の算出の際には、Ｂ

種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、期中平均株式数に含め

ております。 

５．第55期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 

６．第56期第１四半期連結累計期間より金額の表示単位を変更したため、経営指標等に記載されている事項の金

額について、従来、千円単位で表示していた事項を百万円単位に組替え表示しております。 

  

 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。 

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55期 

第１四半期連結 
累計期間 

第56期 
第１四半期連結 

累計期間 
第55期 

会計期間 
自平成22年４月１日 
至平成22年６月30日 

自平成23年４月１日 
至平成23年６月30日 

自平成22年４月１日 
至平成23年３月31日 

売上高（百万円）  1,501  3,005  6,220

経常損益（△は損失）（百万円）  △349  125  △2,920

四半期（当期）純損益（△は損

失）（百万円） 
 △355  156  △4,757

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 △360  194  △4,860

純資産額（百万円）  164  4,296  4,101

総資産額（百万円）  17,027  22,276  21,388

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（△は損失）（円） 
 △44.32  50.92  △3,236.31

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（％）  0.5  19.0  18.9

２【事業の内容】

－ 1 －



 本文の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結会社）が

判断したものであります。 

  

(1）当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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）継続企業の前提に関する重要事象等 

  当社グループは、当第１四半期連結累計期間において、営業利益及び経常利益並びに四半期純利益を計上したも

のの、当連結会計年度における通期業績予想としましては、営業損失800百万円、経常損失900百万円、当期純損失

900百万円と見込んでおります。 

  これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在

しております。   

  

１．当社が技術援助等を与えている契約 

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又は締結等はありません。 

  

 本文の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結会社）が

判断したものであります。 

  

１．提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容  

(1）業績の状況 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした経済成長による需要増等により、緩や

かながら企業収益の改善や個人消費に持ち直しの兆しも見られましたが、欧州諸国の財政危機や急激な円高の進行

により、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、管理体制をより一層強化する事により個別案件の採算性

向上に努めたほか、前連結会計年度末に実施した希望退職等による固定費の削減、製造工程見直し等による原価低

減を進めてまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は3,005百万円（前年同期比100.2％増）、営業利益は91

百万円（前年同期営業損失293百万円）となりました。営業外損益においては、海外関連会社における持分法によ

る投資利益83百万円を計上した結果、経常利益125百万円（前年同期経常損失349百万円）、四半期純利益156百万

円（前年同期四半期純損失355百万円）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

①自動車用プレス金型事業 

当事業におきましては、当第１四半期連結累計期間において、海外案件の出荷増加により、売上高は2,070百万

円(前年同期比44.9％増)の増収となりました。また、固定費削減や原価低減等により、セグメント利益は64百万円

（前年同期セグメント損失178百万円）となりました。 

②自動車用溶接治具事業 

当事業におきましては、当第１四半期連結累計期間において、海外案件の出荷増加により、売上高は935百万円

(前年同期売上高72百万円)となり、セグメント利益は12百万円（前年同期セグメント損失107百万円）となりまし

た。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

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】
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(2）財政状態の分析 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比して888百万円増加の22,276百万円とな

りました。これは主として、現金及び預金が1,044百万円増加したことによるものであります。負債については、

前連結会計年度末に比して693百万円増加の17,980百万円となりました。これは主として、前受金が1,356百万円増

加した一方で、流動負債その他が551百万円及び長期借入金が297百万円それぞれ減少したことによるものでありま

す。純資産については、前連結会計年度末に比して194百万円増加の4,296百万円となり、自己資本比率は前連結会

計年度末に比して0.1ポイント増加の19.0％となりました。 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。 

(4）研究開発活動 

 該当事項はありません。 

(5）主要な設備 

 当第１四半期連結累計期間において、倉庫として賃貸していた建物及び構築物、土地を売却しております。その

主要な設備は、次のとおりであります。  

  

２．重要事象等について  

  当社グループは、当第１四半期連結累計期間において、営業利益及び経常利益並びに四半期純利益を計上したも

のの、当連結会計年度における通期業績予想としましては、営業損失800百万円、経常損失900百万円、当期純損失

900百万円と見込んでおります。 

  これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在

しております。   

 当社グループは、当該状況を解消すべく、平成22年12月15日付で株式会社企業再生支援機構及び株式会社静岡銀

行からの第三者割当増資8,437百万円を受け、12月16日付で株式会社宮津製作所からの事業譲受を完了したこと

で、従前、大きく棄損した純資産は改善され、財務状況は大きく回復しております。これを基盤に事業統合による

金型事業における安定的な収益の維持に向けた事業再生計画を実施することで、継続企業の前提に関する重要な不

確実性は認められないと判断しております。 

事業所名 
（所在地） 

セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額 売却年月 

 新潟工場 

（新潟県西蒲原郡弥彦村） 
自動車用プレス金型事業 賃貸用倉庫 281百万円 平成23年６月 
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成23年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。 

２．Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

(1) Ａ種優先期末配当金 

① 優先配当金 

 当会社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の 終の株主名簿に記載

又は記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式

質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」と

いう。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）及びＢ種優先株式の株主

（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」

という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ａ種優

先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切

に調整される。）に、下記(2) に定める配当年率（以下「Ａ種優先配当年率」という。）を乗じて算出した

額の金銭（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を切上げる。（以下「Ａ種優先期末配当金」と

いう。））の剰余金の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先

登録株式質権者に対して(2)に定めるＡ種優先中間配当金又は(3)に定めるＡ種優先臨時配当金を支払ったと

きは、その額を控除した額をＡ種優先期末配当金とする。 

第３【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  29,000,000

Ａ種優先株式   750,000

Ｂ種優先株式   2,300,000

計  32,050,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成23年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成23年８月11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  804,341  804,341

大阪証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

単元株式数100株 

Ａ種優先株式  736,111  736,111 非上場 
単元株式数100株

（注２） 

Ｂ種優先株式  2,278,258  2,278,258 非上場 
単元株式数100株

（注３） 

計  3,818,710  3,818,710 － － 
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② Ａ種優先配当年率 

 Ａ種優先配当年率 ＝ 日本円ＴＩＢＯＲ（12か月物） ＋ 0.5％ 

 なお、Ａ種優先配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。上記の算

式において「日本円ＴＩＢＯＲ（12か月物）」とは、各事業年度の初日（但し、当該日が銀行休業日の場合

は前営業日）（以下「Ａ種優先配当年率決定日」という。）の午前11時における日本円12か月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行協会によって公表される

数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとし、Ａ種優先配当年率決定日に日本円ＴＩＢＯＲ

（12か月物）が公表されていない場合は、これに代えて同日（当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合

は前営業日）ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インターバンク・オファード・レ

ートとして英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値とす

る。 

③ 非累積条項 

  ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の期末配当の額

がＡ種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

④ 非参加条項 

  Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先期末配当金を超えて配当は行わない。

但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに

規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同

法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

(2) Ａ種優先中間配当金 

 当会社は、中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種

優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及びＢ種優先株主又はＢ種優

先登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先期末配当金の額の２分の１を上限とする金銭

（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払う。 

(3) Ａ種優先臨時配当金 

 当会社は、中間配当及び期末配当以外に普通株主若しくは普通登録株式質権者又はＢ種優先株主若しくはＢ

種優先登録株式質権者に剰余金の配当を行う場合には、当該剰余金の配当に係る基準日の 終の株主名簿に記

載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及びＢ

種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、当該基準日が属する事業年度に

係るＡ種優先期末配当金として支払われるべき金額に、当該事業年度の初日（同日を含む。）から当該基準日

（同日を含む。）までの日数を乗じ、365で除して得られる額（円未満小数第４位まで算出し、その小数第４位

を切上げる。以下「Ａ種優先臨時配当金」という。）を金銭により配当する。但し、当該事業年度の初日から

当該基準日までの期間に属する基準日に係るＡ種優先中間配当金又は先行するＡ種優先臨時配当金がある場合

には、かかるＡ種優先中間配当金及びＡ種優先臨時配当金の合計額を控除した額とする。 

(4) 残余財産 

① 残余財産の分配 

 当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は

普通登録株式質権者及びＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株当たりの払

込金額相当額（但し、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する

事由があった場合には、適切に調整される。）に下記③ に定めるＡ種優先株式１株当たりのＡ種経過優先

配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。 

② 非参加条項 

 Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記① のほか残余財産の分配は行わない。 

③ Ａ種経過優先配当金相当額 

 Ａ種優先株式１株当たりのＡ種経過優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」

という。）において、分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含む。）までの

日数にＡ種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額（円位未満小数第４位まで算出し、

その小数第４位を切上げる。）をいう。但し、分配日の属する事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先

登録株式質権者に対してＡ種優先中間配当金又はＡ種優先臨時配当金を支払ったときは、その額を控除した

額とする。 
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(5) 議決権 

 Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。 

(6) 種類株主総会における決議 

 当会社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除

き、Ａ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。  

(7) 普通株式を対価とする取得請求権 

 Ａ種優先株主は、平成23年12月15日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）以降平成26年12月15日

（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）までの間（以下「転換請求期間」という。）いつでも、当会

社に対して、その有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会

社はＡ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するのと引換えに、下記に定める算定方法に従って

算出される数の当会社の普通株式を、当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。 

① 取得と引換えに交付する普通株式の数 

 Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るＡ種優先株式の数にＡ種優先株

式１株当たりの払込金額相当額を乗じて得られる額を、下記② 以下に定める取得価額で除して得られる数

とする。なお、Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、

これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。 

② 当初取得価額 

 取得価額は、当初、400円とする。 

③ 取得価額の調整 

(a) Ａ種優先株式の発行後に以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整す

る。 

1. 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。な

お、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行

済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」

は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞ

れ読み替える。 

 調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当てに

係る基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。 

2. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価

額を調整する。 

3. 下記(d) に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合又は当

会社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される

株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③ において同じ。）の取得

による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割に

より普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額

を調整する。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の 終日）の翌日以

降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌

日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、取得価額調整式における

「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普

通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

調整後取得価額 ＝ 調 整 前 取 得 価 額 × 
分割前発行済普通株式数 

分割後発行済普通株式数 

調 整 後 取 得 価 額 ＝ 調 整 前 取 得 価 額 × 
併合前発行済普通株式数 

併合後発行済普通株式数 

        (発行済普通株式の数－当会

社が保有する普通株式の数)
＋

新たに発行する

普 通 株 式 の 数
× 

１ 株 当 た り

払 込 金 額

調 整 後

取 得 価 額
＝ 

調 整 前

取得価額
× 

調整前取得価額 

(発行済普通株式の数－当会社が保有する普通株式の数)＋新たに発行す

る普通株式の数 

－ 6 －



4. 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d) に定める普通株式１株

当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式

を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた

場合には当該払込期間の 終日。以下本4.において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生

ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本4.において同じ。）に、また株

主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付

されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算

される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合に

はその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

5. 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額

と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d) に定める普通株式１株当たりの時価を下

回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当

ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる

日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本5.において同じ。）に、また

株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが当初の条件で行使され又は取得されて

普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１

株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価

額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の

割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日が

ある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本5.による取得価額の調整は、当会社の取締役、監

査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適

用されないものとする。 

(b) 上記(a) に掲げた事由によるほか、下記1.又は2.のいずれかに該当する場合には、当会社はＡ種優先株主

及びＡ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、

適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。 

1. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収

分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために

取得価額の調整を必要とするとき。 

2. 前1.のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又

は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五

入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日

目に始まる連続する30取引日の株式会社大阪証券取引所ジャスダック市場における当会社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどま

るときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、

取得価額を算出する場合には、本(e) の調整前取得価額はこの差額を差し引いた額とする。 

(8) 金銭を対価とする取得請求権 

① Ａ種優先株主は、平成24年12月15日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）以降いつでも、当会社

に対して、その有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし（以下

「金銭対価取得請求」という。）、当会社は、Ａ種優先株主が金銭対価取得請求をしたＡ種優先株式を取得

するのと引換えに、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」という。）にお

ける取得上限額（下記② において定義される。）を限度として法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求日

に、金銭を当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。この場合において、取得上限額を超えて金銭対

価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＡ種優先株式は、金銭対価取得請求がなされた株数に

応じた比例按分の方法により決定する。 
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② 取得対価 

 金銭対価取得請求が行われた場合におけるＡ種優先株式１株当たりの取得対価は、Ａ種優先株式１株当た

りの払込金額相当額（但し、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに

類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、金銭対価取得請求日におけるＡ種優先株式１株当

たりのＡ種経過優先配当金相当額（(4)③ に準じて算定される。）を加えた金額とする。なお、「取得上限

額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以下「分配可能額計算日」とい

う。）における分配可能額（会社法第461条第２項に定めるものをいう。以下同じ。）を基準とし、分配可

能額計算日の翌日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない。）までの間において、（ⅰ）当会社株式

に対してなされた剰余金の配当、並びに（ⅱ）本項に基づき金銭対価取得請求が行われ又は第10項に基づき

当会社取締役会において取得することを決議されたＡ種優先株式の取得価額の合計額を減じた額とする。但

し、取得上限額がマイナスの場合は０円とする。 

(9) 普通株式を対価とする取得条項 

 当会社は、転換請求期間の末日の翌日以降いつでも、当会社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」

という。）が到来することをもって、普通株式の交付と引換えに、転換請求期間中に取得請求のなかったＡ種

優先株式の全部を取得することができる。この場合、当会社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換え

に、かかるＡ種優先株式の数にＡ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ａ種優先株式につき、株式

の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗

じて得られる額を、強制転換日における取得価額（(7)③ に準じて調整される。）で除して得られる数の普通

株式をＡ種優先株主に対して交付するものとする。Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に

１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。 

(10) 金銭を対価とする取得条項 

① 当会社は、いつでも、当会社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することを

もって、金銭の交付と引換えに、Ａ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当会社

は、強制償還日における取得上限額（(8)② に準じて算定される。）を限度として、法令上可能な範囲で、

Ａ種優先株式の全部又は一部の取得と引換えに、下記② に定める額（以下「強制償還価額」という。）の金

銭をＡ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ａ種優先株式の一部を取得する場合は、当会社が取

得すべきＡ種優先株式は強制償還日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株式の保有株式数に応

じた比例按分の方法により決定する。 

② 強制償還価額 

 強制償還価額は、Ａ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ａ種優先株式につき、株式の分割、

株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、強制償

還日におけるＡ種優先株式１株当たりのＡ種経過優先配当金相当額（(4)③ に準じて算定される。）を加え

た金額とする。 

(11) 譲渡制限 

 譲渡によるＡ種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。 
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３．Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

  なお、Ｂ種優先株式は、現物出資（当社借入金3,143百万円）によって発行されたものであります。  

(1) 剰余金の配当 

 Ｂ種優先株式に係る剰余金の配当については、当会社が普通株主又は普通株式の登録株式質権者に対する剰

余金の期末配当、中間配当又は臨時配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の 終の株主名簿に記

載又は記録されたＢ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式

質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。）に対し、Ｂ種優先株式１株につき普通株式１株当たりの

配当額と同額の剰余金を支払うものとする。 

(2) 残余財産 

① 残余財産の分配 

 当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は

普通株式の登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ｂ種優先株式につ

き、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整され

る。）に下記③ に定めるＢ種優先株式１株当たりの経過配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。 

② 非参加条項 

 Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、上記① のほか残余財産の分配は行わない。 

③ 経過配当金相当額 

 Ｂ種優先株式１株当たりの経過配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」とい

う。）において、分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含む。）までの日数

にＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対する期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる

額（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を切上げる。）をいう。但し、分配日の属する事業年

度においてＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して中間配当金又は臨時配当金を支払ったとき

は、その額を控除した額とする。 

(3) 議決権 

 Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

(4) 種類株主総会における決議 

 当会社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除

き、Ｂ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。 

(5) 普通株式を対価とする取得条項 

 当会社は、平成23年12月15日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）以降いつでも、当会社取締役会

が別に定める日が到来することをもって、普通株式の交付と引換えに、Ｂ種優先株式の全部を取得することが

できる。この場合、当会社は、かかるＢ種優先株式１株を取得するのと引換えに、普通株式１株を当該Ｂ種優

先株主に対して交付するものとする。 

(6) 譲渡制限 

 譲渡によるＢ種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

該当事項はありません。 

（２）【新株予約権等の状況】

（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】

（４）【ライツプランの内容】
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（注）会社法第447条及び第448条に基づき、資本金を2,050百万円、資本準備金を4,956百万円それぞれ減少し、その他資

本剰余金に振り替えたものであります。 

 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。 

 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23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】 

  

②【自己株式等】 

  

 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23年６月30日（注）  －  3,818,710  △2,050  3,081  △4,956  －

（６）【大株主の状況】

（７）【議決権の状況】

  平成23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 Ｂ種優先株式    2,278,200 － － 

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        1,400 － － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式       

Ａ種優先株式     

799,300

736,100

普通株式     

Ａ種優先株式   

7,993

7,361
－ 

単元未満株式 

普通株式        

Ａ種優先株式         

Ｂ種優先株式        

3,641

11

58

－ 
１単元（100株）

未満の株式 

発行済株式総数  3,818,710 － － 

総株主の議決権 － 
普通株式     

Ａ種優先株式   

7,993

7,361
－ 

  平成23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（％） 

株式会社富士テクニカ宮津 
静岡県駿東郡清水町

的場20番地 
 1,400  －  1,400  0.03

計 －  1,400  －  1,400  0.03

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

（1）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。）に基づいて作成しております。 

（2）当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しており

ましたが、当第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結累計期間より百万円単位をもって記載することに変

更しました。  

  

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、当第１四半期連結会計期間（平成23年４月１日から

平成23年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について監査法人アリアによる四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,214 5,258

受取手形及び売掛金 3,631 3,362

仕掛品 4,976 5,471

その他 403 254

貸倒引当金 △83 △74

流動資産合計 13,142 14,272

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,099 1,959

土地 2,425 2,240

その他（純額） 783 723

有形固定資産合計 5,308 4,923

無形固定資産   

のれん 844 833

その他 171 168

無形固定資産合計 1,015 1,001

投資その他の資産   

その他 2,015 2,173

貸倒引当金 △94 △94

投資その他の資産合計 1,920 2,078

固定資産合計 8,245 8,004

資産合計 21,388 22,276

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,362 2,700

前受金 1,766 3,122

工事損失引当金 784 701

事業構造改善引当金 310 271

その他 1,372 820

流動負債合計 6,596 7,616

固定負債   

長期借入金 8,575 8,277

退職給付引当金 1,581 1,577

事業構造改善引当金 264 264

その他 268 244

固定負債合計 10,690 10,363

負債合計 17,286 17,980
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,132 3,081

資本剰余金 4,956 13

利益剰余金 △5,962 1,188

自己株式 △13 △13

株主資本合計 4,113 4,269

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3 0

為替換算調整勘定 △72 △31

その他の包括利益累計額合計 △69 △31

新株予約権 57 57

純資産合計 4,101 4,296

負債純資産合計 21,388 22,276
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,501 3,005

売上原価 1,573 2,617

売上総利益又は売上総損失（△） △71 388

販売費及び一般管理費 221 297

営業利益又は営業損失（△） △293 91

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 0 1

持分法による投資利益 78 83

不動産賃貸料 37 33

その他 40 15

営業外収益合計 159 136

営業外費用   

支払利息 73 49

為替差損 130 42

その他 11 10

営業外費用合計 214 101

経常利益又は経常損失（△） △349 125

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 －

退職給付引当金戻入額 27 －

固定資産売却益 － 29

投資有価証券売却益 － 5

その他 0 －

特別利益合計 30 35

特別損失   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 0 －

特別損失合計 0 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△319 158

法人税、住民税及び事業税 5 2

法人税等調整額 30 △0

法人税等合計 36 2

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△356 156

少数株主損失（△） △0 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △355 156
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△356 156

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20 △3

持分法適用会社に対する持分相当額 15 41

その他の包括利益合計 △4 37

四半期包括利益 △360 194

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △360 194

少数株主に係る四半期包括利益 △0 －
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 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期連結累計期間に係る四半期

連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除

く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

１．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

２．株主資本の金額の著しい変動 

 該当事項はありません。 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

２．株主資本の金額の著しい変動  

 当社は、平成23年６月27日開催の定時株主総会において、資本金及び準備金の額の減少並びに剰余金の処

分を決議し、平成23年６月30日付で、資本金を2,050百万円、資本準備金を4,956百万円それぞれ減少し、そ

の他資本剰余金に振り替え、さらにその他資本剰余金のうち6,993百万円を損失の填補に充当しておりま

す。この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本金が3,081百万円、資本剰余金が13百万円となっ

ております。 

【継続企業の前提に関する事項】

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

【会計方針の変更等】

【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】

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

減価償却費 百万円 99 百万円 107

のれんの償却額  －  10

（株主資本等関係）
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Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22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  

（注）１．セグメント損失の調整額△7百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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  

（注）１．セグメント利益の調整額14百万円には、セグメント間消去23百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△9百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費であります。 

２．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。 

  ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  
自動車用 
プレス金型 

事業  

自動車用 
溶接治具 
事業  

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高  1,428  72  1,501  －  1,501

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  2  2  (2)  －

計  1,428  75  1,504  (2)  1,501

セグメント損失（△）  △178  △107  △285  (7)  △293

  （単位：百万円）

  
自動車用 
プレス金型 

事業  

自動車用 
溶接治具 
事業  

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高  2,070  935  3,005  －  3,005

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,070  935  3,005  －  3,005

セグメント利益  64  12  77  14  91
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 該当事項はありません。 

 １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）１．当社は、平成22年12月１日付で株式10株を１株にする株式併合を行っております。当該株式併合が前連結会計

年度の開始の日に行われたと仮定した場合における前第１四半期連結累計期間に係る１株当たり四半期純損失

金額は443.20円であります。 

２．Ｂ種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式

としております。  

 該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（企業結合等関係）

（１株当たり情報）

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△） 
円 銭 △44 32 円 銭 50 92

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（百万円） 
 △355  156

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又は四半期純

損失金額（△）（百万円） 
 △355  156

期中平均株式数（株） 

 普通株式 

 普通株式と同等の株式：Ｂ種優先株式  

 

8,029,965 

－  

8,029,965  

802,735 

2,278,258  

3,080,993

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

－ － 

（重要な後発事象）

２【その他】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年８月９日

株式会社富士テクニカ宮津 

取締役会 御中 

監査法人アリア 

  
代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士 茂木 秀俊   印 

  
代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士 山中 康之   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」に掲げられている株式会社富士テ

クニカ宮津の平成23年4月1日から平成24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23年4月1日から平

成23年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成23年4月1日から平成23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、株式会社富士テクニカ宮津及び連結子会社の平成23年6月30日現在の

財政状態及び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、その原本は当社が四半期連

結財務諸表に添付する形で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。 




