
【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】 東海財務局長

【提出日】 平成24年11月９日

【四半期会計期間】 第57期第２四半期（自　平成24年７月１日　至　平成24年９月30日）

【会社名】 株式会社富士テクニカ宮津

【英訳名】 Fuji Technica & Miyazu Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　和久田　俊一

【本店の所在の場所】 静岡県駿東郡清水町的場20番地

【電話番号】 ０５５（９７７）２３００（代表）

【事務連絡者氏名】 企画部長　　伊藤　仁

【最寄りの連絡場所】 静岡県駿東郡清水町的場20番地

【電話番号】 ０５５（９７７）０４０１

【事務連絡者氏名】 企画部長　　伊藤　仁

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

　

EDINET提出書類

株式会社富士テクニカ宮津(E01450)

四半期報告書

 1/27



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56期
第２四半期
連結累計期間

第57期
第２四半期
連結累計期間

第56期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年９月30日

自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（百万円） 6,212 7,717 12,673

経常損益（百万円） 135 745 238

四半期（当期）純損益（△は損

失）（百万円）
241 △133 △269

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
291 △102 △319

純資産額（百万円） 4,393 3,621 3,778

総資産額（百万円） 21,901 19,084 20,514

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（△は損失）（円）
78.42 △12.19 △47.23

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
14.80 － －

自己資本比率（％） 19.8 19.0 18.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
423 732 67

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
367 △406 274

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△442 △47 △483

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
4,555 4,369 4,074

　

回次
第56期
第２四半期
連結会計期間

第57期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成23年７月１日
至平成23年９月30日

自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

１株当たり四半期純損益金額

（△は損失）（円）
27.51 △46.15

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第56期、第57期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式

は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため、記載しておりません。

３．第56期、第56期第２四半期連結累計期間及び連結会計期間の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。

　

２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社は、当社連結子会社であり自動車用溶接治具事業を営んでいた株式会社富

士アセンブリシステムの当社所有の全株式を譲渡しました。

　この結果、当社グループ（当社及び関係会社）は、当社（株式会社富士テクニカ宮津）、子会社２社及び関連会社４

社により構成され、自動車用プレス金型事業を主たる業務としております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当社は、平成24年７月31日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社富士アセンブリシステム（以下

「ＦＡＳ」といいます。）の当社所有の全株式を譲渡すること、およびＦＡＳに対する債権の一部を放棄することを

決議し、同日、第三者（以下、「新スポンサー」といいます。）及びＦＡＳとの間で合意書を締結しました。さらに、平

成24年８月10日にＦＡＳ株式の譲渡及びＦＡＳに対する債権の一部放棄を実施しました。

　その主な内容は、次のとおりであります。
　
（１）子会社株式の譲渡及び子会社に対する債権放棄の理由

当社は、ＦＡＳが新スポンサーの下でＦＡＳの事業基盤を拡充することを企図して、当社とＦＡＳの親子会社関

係を解消し、当社の保有するＦＡＳの全株式をＦＡＳが無償で取得すること、およびＦＡＳの事業に必要な財務基

盤を構築するべく、当社のＦＡＳに対する債権の一部を放棄することと致しました。
　
（２）子会社株式の譲渡の概要

平成24年９月末日までに、新スポンサーがＦＡＳに対して出資を行うこと等を条件として、ＦＡＳが、当社の保有

するＦＡＳ全株式を無償で取得し、同時に、ＦＡＳは、取得した自己株式の一部を新スポンサーに対して処分し、新

スポンサーがこれを引き受けることを三社間で合意しており、新スポンサーからの出資が実行され、平成24年８月

10日にこれらの取引が完了しました。
　
（３）譲渡及び債権放棄する連結子会社（ＦＡＳ）の概要　

① 商号 株式会社富士アセンブリシステム

② 本店所在地 岐阜県関市新迫間71番地

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長　渡辺　博

④ 事業内容 自動車用溶接治具製造販売

⑤ 資本金、発行済株式数 資本金　60百万円、発行済株式　1,200株

⑥ 設立年月日 平成12年７月11日

⑦ 当該子会社が含まれていた

報告セグメントの名称
自動車用溶接冶具事業

⑧ 当社との取引内容

資本関係：当社所有株式数　1,000株（所有割合83.3％）

人的関係：役員の兼任４名、役員派遣１名

取引関係：主に自動車用溶接治具の購入、資金の貸付

⑨ 最近の経営成績及び財政状態

平成24年３月期：

売上高　2,813百万円、経常利益　△107百万円、当期純利益　△32百万円

総資産　1,597百万円、純資産　△1,549百万円

　　
（４）新スポンサーの概要

新スポンサーの概要につきましては、契約上の都合により公表を控えさせて頂きます。なお、新スポンサーと当社

との間には、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として記載すべき事項はありません。また、新スポンサーは

反社会的勢力との関係がないことを確認しております。
　
（５）譲渡株式数、譲渡価額、譲渡後の持分比率、譲渡日　

① 譲渡株式数 1,000株（所有割合：83.3％）

② 譲渡価額

譲渡価額：　０円

算定根拠：ＦＡＳは平成24年３月末時点で債務超過額が1,549百万円のため、

株式の価額は０円であると評価し、譲渡価額を算定しました。

③ 譲渡後の持分比率 持分比率　０．０％（所有株式数０株）

④ 譲渡日 平成24年８月10日

　
（６）債権放棄の内容　

① 債権の種類、金額
関係会社長期貸付金（総額2,807百万円）

なお、個別財務諸表で貸倒引当金2,499百万円を設定済みです。

② 放棄金額 2,207百万円

③ 債権放棄日 平成24年８月10日
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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】

　本文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）が判断したものであ

ります。

　

（１）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間における世界経済は、新興国において景気の減速感がみられ、また欧州での金融・債務

問題の拡大、米国での雇用環境の改善の遅れなど、先行きは不透明な状況にあります。一方、わが国経済は、東日本大

震災からの復興需要等もあり緩やかながら景気回復の兆しが見られますが、不安定な海外経済情勢、円高・株安の

継続や電力不足懸念など、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ことにより個別案件の採算性

向上に努めたほか、全社挙げての更なる固定費の削減、製造工程見直し等による原価低減を進めるとともに、生産性

および品質の更なる向上に努めてまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は7,717百万円（前年同期比24.2％増）、営業利益は725百

万円（前年同期比308.5％増）となりました。また、営業外損益において、海外関連会社における持分法による投資

利益85百万円等を計上した結果、経常利益は745百万円（前年同期比449.9％増）となりましたが、特別損益におい

て、当社連結子会社の株式会社富士アセンブリシステムの当社所有全株式の譲渡および同社に対する債権の一部放

棄にかかる事業分離における移転損失935百万円等を計上した結果、四半期純損失は133百万円（前年同期四半期純

利益241百万円）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２四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7,351百万円

(前年同期比62.7％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731百万円

（前年同期比536.3％増）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２四半期連結会計期間において、当社連結子会社であり自動車用溶接治具事業を営

んでいた株式会社富士アセンブリシステムの当社所有の全株式を譲渡しており、当第２四半期連結累計期間（第１

四半期連結会計期間のみ連結）の売上高は365百万円、セグメント損失は５百万円となりました。

　

（２）財政状態の分析

　当第２四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1,429百万円減少の19,084百万円とな

りました。これは主として、仕掛品が1,068百万円減少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1,272百万円減少の15,463百万円となりました。これは主として、前受金が1,187百万円減少したこ

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157百万円減少の3,621百万円となり、自己

資本比率は前連結会計年度末に比して0.8ポイント増加の19.0％となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、4,369百万円（前年同期は

4,555百万円）となりました。

　営業活動の結果、資金は732百万円の増加（前年同期は423百万円の増加）となりました。これは主として、税金等

調整前四半期純損失が119百万円となる中、前受金の減少額が1,138百万円あった一方で、たな卸資産の減少額が901

百万円及び事業分離における移転損失が935百万円あったことによるものであります。

　投資活動の結果、資金は406百万円の減少（前年同期は367百万円の増加）となりました。これは主として、事業分

離による支出が404百万円あったことによるものであります。

　財務活動の結果、資金は47百万円の減少（前年同期は442百万円の減少）となりました。これは主として、リース債

務返済による支出が47百万円あったことによるものであります。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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。
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（５）研究開発活動

　該当事項はありません。

　

（６）従業員数

　当第２四半期連結会計期間において、当社は、当社連結子会社であり当社グループにおいて自動車用溶接治具事業

を営んでいた、株式会社富士アセンブリシステムの当社所有の全株式を譲渡しました。これにより、当社グループに

おける自動車用溶接治具事業の従業員数（就業人員数）は０名となりました（平成24年３月31日現在85名）。

　なお、当社（提出会社）の従業員数（就業人員数）の著しい増減はありません。

　

（７）生産、受注及び販売の実績

　当第２四半期連結会計期間において、当社連結子会社であり自動車用溶接治具事業を営んでいた株式会社富士ア

センブリシステムの当社所有の全株式を譲渡したことにより、当第２四半期連結会計期間においては、自動車用溶

接治具事業にかかる生産、受注及び販売は発生しておりません。
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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 29,000,000

Ａ種優先株式 750,000

Ｂ種優先株式 2,300,000

計 29,000,000

（注）定款において種類別の発行可能株式総数は普通株式は29,000,000株、Ａ種優先株式は750,000株、Ｂ種優先株式は

2,300,000株と定めております。但し、発行可能株式総数と種類別の発行可能株式総数の合計との一致については会

社法上要求されていないため、発行可能株式総数は29,000,000株と定めております。

　　

②【発行済株式】

種　類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月９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 10,946,007 10,946,007
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 299,255 299,255 非上場
単元株式数100株

（注１）

計 11,245,262 11,245,262 － －

（注）１．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最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。
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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最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最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 ＝ 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。

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

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最終日）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。

　 　 　 　 (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
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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最終日。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最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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（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24年７月１日～

平成24年９月30日
－ 11,245,262 － 3,081 － －
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（６）【大株主の状況】

 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社企業再生支援機構 東京都千代田区大手町1-6-1 8,792,371 78.19

株式会社静岡銀行 静岡県静岡市葵区呉服町1-10 1,675,940 14.90

有限会社ロータストレーディング 静岡県沼津市本字下一丁田889－36 104,000 0.92

高橋　登志雄 静岡県三島市 68,316 0.61

株式会社小松製作所 東京都港区赤坂2-3-6 64,347 0.57

MIZUHO SECURITIES ASIA

LIMITED-CLIENT A/C 69250601

12TH FLOOR, CHATER HOUSE, 8

CONNAUGHT ROAD, CENTRAL, HONGKONG
32,700 0.29

高橋　孝子 静岡県三島市 26,600 0.24

みずほ信託銀行株式会社退職給付

信託みずほ銀行口再信託受託者資

産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランド

トリトンスクエアオフィスタワーZ棟
25,200 0.22

高橋　みどり 静岡県沼津市 21,310 0.19

片野　忠彦 東京都世田谷区 18,700 0.17

計 － 10,829,484 96.30

（注）上記株式会社企業再生支援機構の所有株式数には、Ａ種優先株式299,255株が含まれております。

　

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
（個）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

株式会社企業再生支援機構 東京都千代田区大手町1-6-1 87,923 78.22

株式会社静岡銀行 静岡県静岡市葵区呉服町1-10 16,759 14.91

有限会社ロータストレーディング 静岡県沼津市本字下一丁田889－36 1,040 0.93

高橋　登志雄 静岡県三島市 683 0.61

株式会社小松製作所 東京都港区赤坂2-3-6 643 0.57

MIZUHO SECURITIES ASIA

LIMITED-CLIENT A/C 69250601

12TH FLOOR, CHATER HOUSE, 8

CONNAUGHT ROAD, CENTRAL, HONGKONG
327 0.29

高橋　孝子 静岡県三島市 266 0.24

みずほ信託銀行株式会社退職給付

信託みずほ銀行口再信託受託者資

産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランド

トリトンスクエアオフィスタワーZ棟
252 0.22

高橋　みどり 静岡県沼津市 213 0.19

片野　忠彦 東京都世田谷区 187 0.17

計 － 108,293 96.34
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（７）【議決権の状況】

　　

①【発行済株式】

平成24年９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  　　　1,600 － －

完全議決権株式（その他）
普通株式 　10,941,000

Ａ種優先株式　299,200

普通株式   　 109,410

Ａ種優先株式 　 2,992
－

単元未満株式
普通株式 　 　　3,407

Ａ種優先株式　　　 55
－

１単元（100株）未満

の株式　

発行済株式総数 11,245,262 － －

総株主の議決権 －
普通株式 　　 109,410

Ａ種優先株式 　 2,992
－

 

②【自己株式等】

 平成24年９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
1,600 － 1,600 0.01

計 － 1,600 － 1,600 0.01

 

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）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、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９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。
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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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,091 4,369

受取手形及び売掛金 3,290 3,121

仕掛品 5,673 4,605

その他 408 119

貸倒引当金 △195 △64

流動資産合計 13,268 12,150

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,673 1,629

機械装置及び運搬具（純額） 398 307

土地 1,940 1,940

その他（純額） 159 122

有形固定資産合計 4,172 3,999

無形固定資産

のれん 801 779

その他 230 241

無形固定資産合計 1,031 1,021

投資その他の資産

投資有価証券 928 930

関係会社出資金 990 938

その他 122 343

貸倒引当金 － △300

投資その他の資産合計 2,042 1,912

固定資産合計 7,246 6,933

資産合計 20,514 19,084

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,208 1,705

未払法人税等 12 9

前受金 2,961 1,774

工事損失引当金 476 443

事業構造改善引当金 368 287

賞与引当金 51 344

その他の引当金 18 －

その他 516 877

流動負債合計 6,615 5,442

固定負債

長期借入金 8,199 8,199

退職給付引当金 1,641 1,611

繰延税金負債 104 115

その他 175 95

固定負債合計 10,120 10,021

負債合計 16,735 15,463
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,081 3,081

資本剰余金 13 13

利益剰余金 762 628

自己株式 △13 △13

株主資本合計 3,843 3,710

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 △30 6

為替換算調整勘定 △89 △95

その他の包括利益累計額合計 △119 △88

新株予約権 54 －

純資産合計 3,778 3,621

負債純資産合計 20,514 19,084
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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２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 6,212 7,717

売上原価 5,367 6,534

売上総利益 844 1,182

販売費及び一般管理費 ※
 667

※
 456

営業利益 177 725

営業外収益

持分法による投資利益 106 85

その他 74 81

営業外収益合計 180 166

営業外費用

支払利息 92 88

為替差損 108 38

その他 22 19

営業外費用合計 222 147

経常利益 135 745

特別利益

固定資産売却益 110 17

投資有価証券売却益 5 －

新株予約権戻入益 － 54

特別利益合計 116 72

特別損失

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 1 0

事業分離における移転損失 － 935

特別損失合計 3 936

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（△）

248 △119

法人税、住民税及び事業税 8 3

法人税等調整額 △2 10

法人税等合計 6 14

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（△）

241 △133

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 241 △133
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９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（△）

241 △133

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 －

繰延ヘッジ損益 24 36

持分法適用会社に対する持分相当額 28 △6

その他の包括利益合計 49 30

四半期包括利益 291 △102

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 291 △102

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

248 △119

減価償却費 215 157

のれん償却額 21 21

持分法による投資損益（△は益） △106 △85

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7 35

賞与引当金の増減額（△は減少） 33 292

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30 △92

工事損失引当金の増減額（△は減少） △92 △32

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △84 △81

受取利息及び受取配当金 △4 △13

支払利息 92 88

有形固定資産売却損益（△は益） △110 △17

事業分離における移転損失 － 935

売上債権の増減額（△は増加） 193 △331

たな卸資産の増減額（△は増加） △955 901

未収消費税等の増減額（△は増加） 164 72

仕入債務の増減額（△は減少） 71 △368

未払費用の増減額（△は減少） △590 478

前受金の増減額（△は減少） 1,427 △1,138

為替差損益（△は益） 8 －

その他 △46 111

小計 522 813

利息及び配当金の受取額 4 13

利息の支払額 △92 △88

法人税等の支払額 △11 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー 423 732

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 △78 △34

無形固定資産の取得による支出 △45 △101

有形固定資産の売却による収入 491 19

投資有価証券の売却による収入 11 －

貸付金の回収による収入 33 115

関係会社株式の取得による支出 △39 －

関係会社出資金の払込による支出 △29 －

事業分離による支出 － △404

その他 22 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 367 △406

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △401 －

リース債務の返済による支出 △40 △47

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △442 △47

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 340 277

現金及び現金同等物の期首残高 4,214 4,091

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,555

※
 4,369
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　当第２四半期連結会計期間において、当社連結子会社であり自動車用溶接治具事業を営んでいた株式会社富士アセ

ンブリシステムの当社所有の全株式を譲渡したため、同社を連結の範囲から除外しております。

　なお、当該連結の範囲の変更については、当第２四半期連結累計期間の属する連結会計年度に重要な影響を与えま

す。影響の概要については、「注記事項　企業結合等関係」に記載のとおりであります。

 

【会計方針の変更】

 （減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税等に基づく減価償却方法に変更しております。これによる損益への影響は

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】

該当事項はありません。

【追加情報】

　該当事項はありません。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

偶発債務

　　当社は、関連会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第2四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

烟台三井富士汽車模具有限公司 203百万円 192百万円

計 203 192

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

  
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

貸倒引当金繰入額 40百万円 △72百万円

給料手当 255 212

賞与引当金繰入額 4 37

退職給付費用　 14 16

　

（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２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

現金及び預金勘定 4,555百万円 4,369百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 4,555 4,369

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９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２四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。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９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。　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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

　 （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 4,519 1,693 6,212 － 6,212

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 4,519 1,693 6,212 － 6,212

セグメント利益 115 36 151 26 177

（注）１．セグメント利益の調整額26百万円には、セグメント間消去46百万円及び各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△20百万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。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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

　 （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 7,351 365 7,717 － 7,717

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 7,351 365 7,717 － 7,717

セグメント利益又は損失

（△）
731 △5 726 △0 725

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△0百万円には、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△23百万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．セグメント利益又は損失（△）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。
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（金融商品関係）

　前連結会計年度の末日に比較して著しい変動が認められないため記載を省略しています。

　

（有価証券関係）

前連結会計年度の末日に比較して著しい変動が認められないため記載を省略しています。

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引はすべてヘッジ会計を適用しているため、記載しておりません。

（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間（自平成24年７月１日　至平成24年９月30日）

（事業分離）

　当社は、平成24年７月31日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社富士アセンブリシステム

（以下「ＦＡＳ」といいます。）の当社所有の全株式を譲渡すること、及びＦＡＳに対する債権の一部を放棄す

ることを決議し、同日、第三者である新スポンサー（以下、「分離先企業」といいます。）及びＦＡＳとの間で合

意書を締結しました。さらに、平成24年８月10日にＦＡＳ株式の譲渡及びＦＡＳに対する債権の一部放棄を実施

しました。
　
１．事業分離の概要

(1)分離先企業の名称

　分離先企業の名称につきましては、契約上の都合により公表を控えさせて頂きます。なお、分離先企業と当社

との間には、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として記載すべき事項はありません。また、分離先企業

は反社会的勢力との関係がないことを確認しております。

(2)分離した事業の内容

　自動車用溶接治具製造販売

(3)事業分離を行った主な理由

当社は、ＦＡＳが分離先企業の下でＦＡＳの事業基盤を拡充することを企図して、当社とＦＡＳの親子会社

関係を解消し、当社の保有するＦＡＳの全株式をＦＡＳが無償で取得すること、及びＦＡＳの事業に必要な財

務基盤を構築するべく、当社のＦＡＳに対する債権の一部を放棄することと致しました。

(4)事業分離日

　平成24年８月10日

(5)法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

平成24年９月末日までに、分離先企業がＦＡＳに対して出資を行うこと等を条件として、ＦＡＳが、当社の

保有するＦＡＳ全株式を無償で取得し、同時に、ＦＡＳは、取得した自己株式の一部を分離先企業に対して処

分し、分離先企業がこれを引き受けることを三社間で合意しており、分離先企業からの出資が実行され、平成

24年８月10日にこれらの取引が完了しました。

　法的形式：株式譲渡

　譲渡した株式の数：1,000株

　譲渡価額：０円

　譲渡後の持分比率：－％

　債権放棄金額：2,207百万円（債権総額2,807百万円、個別財務諸表で貸倒引当金2,499百万円を設定済）
　

２．実施した会計処理の概要

　「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づき、当第

２四半期連結累計期間において、事業分離における移転損失として特別損失に935百万円計上しております。

　移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳は以下のとおりであります。

流動資産 1,264百万円 　 流動負債 220百万円

固定資産 279百万円 　 固定負債 387百万円

資産合計 1,544百万円 　 負債合計 608百万円

３．分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称

　自動車用溶接冶具事業
　
４．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

売上高 365百万円

営業損失 5百万円
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（１株当たり情報）

　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並びに潜在株式調整後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２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

(1)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（△）
78円42銭 △12円19銭

（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）
241 △133

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）
241 △133

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　

3,080,993

802,735

2,278,258　

10,944,386

10,944,386

－　

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 14円80銭　 －

（算定上の基礎） 　 　

　四半期純利益調整額（百万円） －　 －　

　普通株式増加数（株）

  　(うち、Ａ種優先株式)　

13,249,998

(13,249,998)

－

(－)　

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

－

新株予約権

平成19年６月28日

定時株主総会決議

ストック・オプション

上記の新株予約権は、平成24

年８月15日付で権利行使期

間満了により失効しており

ます。　

（注）１．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。

２．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり四半期純損失金額である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。 

　

２【その他】

該当事項はありません。
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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24年11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24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９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、株式会社富士テクニカ宮津及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四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。

 

EDINET提出書類

株式会社富士テクニカ宮津(E01450)

四半期報告書

27/27


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	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

	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
	②発行済株式

	（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
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４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
	（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２四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	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
	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
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

