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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57期

第１四半期連結
累計期間

第58期
第１四半期
累計期間

第57期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（百万円） 4,544 2,943 11,534

経常利益（百万円） 380 396 992

四半期（当期）純利益（百万円） 371 442 1,100

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
－ 91 －

資本金（百万円） 3,081 3,081 3,081

発行済株式総数（株） 11,245,262 11,245,262 11,245,262

純資産額（百万円） 4,229 3,866 3,423

総資産額（百万円） 19,623 16,449 17,785

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
33.95 40.47 100.54

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
22.76 27.12 67.38

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） 21.3 23.5 19.2

（注）１．第57期第１四半期については四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、第57期

第１四半期累計期間に代えて、第57期第１四半期連結累計期間について記載しております。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、第57期第１四半期及び第57期は連結財務諸表を作成している

ため、記載しておりません。

３．売上高には消費税等は含まれておりません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、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、重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】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約は次のとおりであります。

１．借入金の一部期限前弁済

　平成25年４月30日開催の取締役会において、既存借入金の一部について期限前弁済を行うこと及びその方針を

決議し、平成25年５月13日開催の取締役会において、弁済額の決定決議を行い、平成25年５月30日に弁済を完了

しております。

　

(1) 決定の理由

　直近の現預金の残高に鑑み、期限前弁済をすることで利息支払いを軽減し財務体質の一層の強化を図るため

であります。

(2) 一部期限前弁済の方針

①借入先

株式会社静岡銀行

株式会社十六銀行

株式会社地域経済活性化支援機構

②期限前弁済額

　当社の平成25年４月30日終了時点の現預金残高から2,600百万円を控除した額（但し、当該金額が2,900百

万円を超える場合には、2,900百万円）を弁済額とし、各借入先への個別の弁済額は、借入先との合意に基づ

く金額とする。

※平成25年４月30日終了時点現預金残高は、4,564百万円となり、これに基づく確定弁済額は1,964百万円とな

りました。

③弁済実行日

平成25年５月30日

　

２．固定資産の譲渡

　平成25年５月23日開催の取締役会において、固定資産の譲渡を決議し、同日、契約を締結し、平成25年６月28日に

決済を完了しております。

(1) 譲渡の理由

資産圧縮および財務健全化の観点から、事業外資産を譲渡するものであります。

(2) 譲渡資産の内容

①譲渡資産の概要

資産の名称及び所在地 帳簿価額 譲渡価額 譲渡前の使途

関第１～第４工場（自動車溶接治具製造工場）

岐阜県関市新迫間71

土地　258百万円

建物　209百万円
530百万円

事業外資産

（賃貸資産）

②決済方法

　一括払い（平成25年６月28日）

(3) 譲渡先の概要

　譲渡先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いただきます。なお、譲渡先と当社との

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、譲渡先は反社会

的勢力との関係がないことを確認しております。
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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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社は前

年同四半期の四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較については記載しておりませ

ん。

　

(1）業績の状況

　当第１四半期累計期間における世界経済は、米国において雇用や住宅問題の改善などを背景に緩やかな回復基調

が見られたものの、新興国の景気減速感が見られ、また欧州での金融・債務問題の拡大など、先行きは不透明な状況

にあります。一方、わが国経済は、新政権による金融・経済対策の効果に対する期待感から円安、株高が進行し、景気

回復への期待が高まっているものの、海外景気に対する不安感や円安進行による原材料価格の上昇など国内景気の

下振れ懸念があり、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１四半期累計期間における売上高は2,943百万円、営業利益は255百万円となりました。営業外損益

においては、海外関連会社からの配当等利益120百万円を計上した結果、経常利益396百万円、四半期純利益442百万

円となりました。

　　

(2）財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比して1,336百万円減少の16,449百万円となりまし

た。これは主として、現金及び預金が1,326百万円減少したことによるものであります。負債については、前事業年度

末に比して1,779百万円減少の12,583百万円となりました。これは主として、短期借入金が2,494百万円減少したこ

とによるものであります。純資産については、前事業年度末に比して442百万円増加の3,866百万円となり、自己資本

比率は前事業年度末に比して4.3ポイント増加の23.5％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１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。

(5）主要な設備

前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第１四半期

累計期間に実施したものは、次のとおりであります。

平成25年５月23日開催の取締役会において、下記固定資産の譲渡について決議し、平成25年６月28日に決済を完

了しております。

事業所名

（所在地）

セグメントの

名称
設備の内容

期末帳簿価額

(百万円)
売却年月 売却による減少能力

関工場

（岐阜県関市）　
その他 賃貸工場 467 平成25年６月 ─
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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１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８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

東京証券取引所

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。

　

（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。
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（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25年４月１日～

平成25年６月30日　
－ 11,245,262 － 3,081 － －

　

（６）【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。

（７）【議決権の状況】

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25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】

平成25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     　  1,600 － －

完全議決権株式（その他）
普通株式　  10,940,900

Ａ種優先株式   299,200

普通株式    109,409

Ａ種優先株式  2,992
－

単元未満株式
普通株式     　  3,507

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    109,409

Ａ種優先株式  2,992
－

　

②【自己株式等】

 平成25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
1,600 － 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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　また、前第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）は四半期財務諸表を作成していない

ため、四半期損益計算書に係る比較情報は記載しておりません。

　

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１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、太陽ＡＳＧ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。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

　　第57期事業年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査法人アリア

　　第58期第１四半期会計期間及び第１四半期累計期間　　　太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

　

３．四半期連結財務諸表について

　「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）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、

四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,505 3,179

受取手形及び売掛金 2,234 2,901

仕掛品 4,859 4,757

貯蔵品 16 16

その他 202 158

貸倒引当金 △177 △189

流動資産合計 11,641 10,823

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,470 1,247

機械及び装置（純額） 271 265

土地 1,901 1,643

リース資産（純額） 76 69

その他（純額） 80 75

有形固定資産合計 3,799 3,300

無形固定資産

のれん 758 747

ソフトウエア 251 245

リース資産 37 33

その他 11 13

無形固定資産合計 1,058 1,039

投資その他の資産

投資有価証券 114 114

関係会社株式 493 493

関係会社出資金 670 670

長期貸付金 282 275

その他 7 6

貸倒引当金 △282 △275

投資その他の資産合計 1,286 1,285

固定資産合計 6,144 5,625

資産合計 17,785 16,449
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,079 1,714

短期借入金 6,856 4,362

リース債務 49 47

未払金 162 43

未払法人税等 8 6

未払費用 785 701

前受金 1,752 2,014

賞与引当金 379 289

工事損失引当金 219 220

事業構造改善引当金 139 122

その他 63 199

流動負債合計 11,498 9,721

固定負債

長期借入金 1,038 1,153

関係会社長期借入金 115 －

リース債務 71 60

繰延税金負債 15 15

退職給付引当金 1,623 1,632

固定負債合計 2,863 2,861

負債合計 14,362 12,583

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 342 784

自己株式 △13 △13

株主資本合計 3,423 3,866

純資産合計 3,423 3,866

負債純資産合計 17,785 16,449
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 2,943

売上原価 2,481

売上総利益 462

販売費及び一般管理費 207

営業利益 255

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 120

為替差益 39

その他 18

営業外収益合計 180

営業外費用

支払利息 36

その他 2

営業外費用合計 38

経常利益 396

特別利益

固定資産売却益 71

特別利益合計 71

特別損失

固定資産売却損 3

固定資産除却損 0

特別損失合計 3

税引前四半期純利益 464

法人税、住民税及び事業税 22

法人税等調整額 △0

法人税等合計 21

四半期純利益 442
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

　

（四半期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。

　

（四半期貸借対照表関係）

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。　

　
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

烟台三井富士汽車模具有限公司 189百万円 189百万円

計 189 189

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・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。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

減価償却費 73百万円

のれんの償却額 10

 

（株主資本等関係）

当第１四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25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。

　

（持分法損益等）

　
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

関連会社に対する投資の金額 1,033百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 2,219

　

　
当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

持分法を適用した場合の投資利益の金額 91百万円

　

（企業結合等関係）

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１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

　四半期財務諸表を作成していないため、記載しておりません。

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

　当社は、前事業年度において自動車用溶接治具事業を営む唯一の連結子会社１社の全株式を売却してお

ります。よって、当第１四半期会計期間において自動車用プレス金型事業の単一セグメントとなったため、

記載を省略しております。

　

（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。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

(1)１株当たり四半期純利益金額 40円47銭

（算定上の基礎）  

四半期純利益金額（百万円） 442

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（百万円） 442

期中平均株式数（株）

　普通株式

10,944,346

10,944,346　

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 27円12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）　

　

5,386,590

(5,386,590)

　

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、前事業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）

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25年８月８日

株式会社富士テクニカ宮津

取締役会　御中

太陽ＡＳＧ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 大木　智博　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 齋藤　　哲　　　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25年４月１日から平成26年３月31日までの第58期事業年度の第１四半期会計期間（平成25年４月１日か

ら平成25年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務

諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

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の平成25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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