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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 895,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式です。
なお、単元株式数は1,000株です。

 

(注) １　平成27年２月６日開催の取締役会決議によります。

２　本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法（平成17年法律第86号）第199条第１項の規定に基づいて、

当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり（以下「本自己株式処分」とい

います。）、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み

または買付けの申込みの勧誘となります。

３　振替機関の名称および住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 895,000株 153,940,000 ―

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 895,000株 153,940,000 ―
 

(注) １　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象

とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

(2) 【募集の条件】

 

発行価格（円）
資本組入額
（円）

申込株数
単位

申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

172 ― 1,000株 平成27年３月５日 ― 平成27年３月５日
 

(注) １　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集

は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３　上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の

総額を払込むものとします。
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(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

池上通信機株式会社　経営管理本部総務部 東京都大田区池上五丁目６番16号
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　蒲田支店 東京都大田区蒲田五丁目38番１号
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

153,940,000 ― 153,940,000
 

(注)　新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途です。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額153,940,000円につきましては、平成27年３月５日以降、今後の成長戦略を視野に入れた事業

運営資金等として充当する予定です。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

池上通信機株式会社(E01819)

有価証券届出書（組込方式）

 3/21



第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

ａ　割当予定先の概要（平成27年２月６日現在）

 

名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(従業員持株ＥＳＯＰ信託口)

本店の所在地 東京都港区浜松町二丁目11番３号

代表者の役職及び氏名 代表取締役社長　　和地　薫

資本金 10,000百万円

事業の内容 有価証券等の管理業務、資産管理に係る管理業務・決済業務

主たる出資者及びその出資比率

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　　46.5％
日本生命保険相互会社　　　　　33.5％
明治安田生命保険相互会社　　　10.0％
農中信託銀行株式会社　　　　　10.0％

 

 

ｂ　提出者と割当予定先との間の関係（平成27年２月６日現在）

 

出資関係
当社と当該会社との間には、該当事項はありません。ただし、当該会
社の主たる出資者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、当社の普通
株式654,775株を保有しています。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係
当社と当該会社との間には、信託銀行取引があります。また、当該会
社の主たる出資者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社とも信託銀行取
引があります。

 

 

イ) 従業員持株ＥＳＯＰ信託の内容

当社は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とする従

業員持株ＥＳＯＰ信託契約（以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」とい

う。）を締結し、本信託を設定します。

また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、共同受託に関する覚書を締結し、日本マス

タートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者として本信託に係る信託事務を行い、信託財産の保管・決済につい

ても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、割当予定先を日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）とします。

当社の従業員持株会である「池上通信機従業員持株会」（以下「当社持株会」という。）の仕組みを応用した信

託型の従業員インセンティブ・プラン（以下「本プラン」という。）は従業員株式所有制度（日本版ＥＳＯＰ）に

該当しますので、以下、本プランの内容を記載します。

 

ロ) 概要

本プランは、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用

した当社グループ従業員の財産形成を促進する制度の拡充（福利厚生制度の拡充）を図ることを目的としていま

す。

本プランでは、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）が、本信託の設定後５年

間にわたり当社持株会が取得すると合理的に見込まれる数の当社株式を、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの借入

金により、当社からの第三者割当によって取得します。
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第三者割当については、有価証券届出書の効力発生後に、当社と共同受託者である日本マスタートラスト信託銀

行株式会社との間で締結予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、５年間の信託期間内において、毎月

一定日にその時々の時価で当社持株会に売却します。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）は、当社からの第三者割当によって取得

した当社株式の売却による売却代金および保有株式に対する配当金を原資として、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社か

らの借入金の元本・利息を返済します。本信託の終了後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託

費用や未払の借入元利金などを支払い、信託収益が存在する場合は、当該金銭を本信託契約で定める受益者要件を

充足する当社グループ従業員（下記「※受益者の範囲」をご参照下さい。）に分配します。当該分配については、

当社または信託管理人から受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に請求し、受益者確定手続完了後遅延なく、

当該受益者に対し、受益者の預金口座に振込入金する方法で金銭を支払います。なお、借入金が完済できない場合

は、金銭消費貸借契約に基づき保証人である当社が保証債務を履行します。また、本信託の信託財産に属する当社

株式に係る議決権行使については、信託管理人が本信託契約の細則であるＥＳＯＰ運営規程に従って定められた議

決権行使の指図を書面にて受託者に提出し、共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社はその指図

に従い議決権を行使します。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、分担して本信託の財産管理業務を実

施します。その具体的な分担については、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が、本プランについてのスキーム管理なら

びに当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、本

プラン実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡業務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・決済、信

託財産に関する租税・報酬・諸費用の支払いおよび信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」（以下「具体的信

託事務」という。）について担当します。

この具体的信託事務を日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行う旨は、当社・三菱ＵＦＪ信託銀行株式会

社・日本マスタートラスト信託銀行株式会社および信託管理人にて合意することにより、実施されることを確認し

ており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社と、共同受託者としてその業務

を実施します。また、本合意に基づき、信託財産の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実施す

ることから、割当予定先の信託財産の名義については受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社ではなく、日本マ

スタートラスト信託銀行株式会社とします。

なお、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本マ

スタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本プランにおいて生じる信託の財産管理業務

についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が構築

できるためです。

　

ハ) 参考（本プランの概要）

①信託の種類 特定単独運用の金銭信託（他益信託）

②信託の目的

 

当社持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給および受益者要件を充足する当社グ

ループ従業員に対する福利厚生制度の拡充

③委託者 当社

④受託者

 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（共同受託者　日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

⑤受益者 当社持株会に加入する当社グループ従業員のうち一定の要件を充足する者

⑥信託管理人 当社と利害関係のない第三者（公認会計士）

⑦信託契約日 平成27年３月２日

⑧信託の期間 平成27年３月２日～平成32年３月19日（予定）

⑨議決権行使

 

受託者は、当社持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の

議決権を行使します。

⑩取得株式の種類 当社普通株式

⑪取得株式の総額 153,940,000円

⑫株式の取得方法 当社自己株式の第三者割当により取得
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ニ) 当社持株会に売り付ける予定の株式の総数

895,000株（下記「ｄ　割り当てようとする株式の数」と同数です。）

 

ホ) 受益者の範囲

本信託の受益者となり得る者は、

(1)信託終了時に当社持株会の会員であった者

(2)信託期間中に当社持株会の会員であり、当社もしくは当社グループ会社からの定年退職を理由として、当社

持株会を退会した者

(3)信託期間中に当社持株会の会員であり、当社もしくは当社グループ会社の役員への昇格を理由として、当社

持株会を退会した者

(4)信託期間中に当社持株会の会員であり、当社もしくは当社グループ会社以外への転籍等を理由として、当社

持株会を退会した者

とします。

ただし、退会後の連絡先等が不明であるため受益者確定手続において受益者として確定することができなかった

者は、この限りではありません。

 

ヘ) 本信託の仕組み

 

①当社は当社持株会に加入する当社グループ従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする本信託を設定し

ます。

②本信託は貸付人である銀行（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）から当社株式の取得に必要な資金を借入れます。当

該借入にあたっては、当社が本信託の借入について保証を行い、本信託は当社に保証料を支払います。

③本信託は上記②の借入金をもって、信託期間内に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、当社から

一括して取得します。
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④本信託は信託期間を通じ、毎月一定日までに当社持株会に拠出された金銭をもって譲渡可能な数の当社株式を、

時価で当社持株会に譲渡します。

⑤本信託は当社の株主として、分配された配当金を受領します。

⑥本信託は、当社持株会への当社株式の売却による売却代金および保有株式に対する配当金を原資として、銀行か

らの借入金の元本・利息を返済します。

⑦信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、本信託はこれに

従って株主としての権利を行使します。

⑧信託終了時に、株価の上昇により信託内に残余の当社株式がある場合には、換価処分の上、受益者に対し金銭が

分配されます。

⑨信託終了時に、株価の下落により信託内に借入金が残る場合には、上記②の保証に基づき、当社が銀行に対して

一括して弁済します。

※当社持株会への売却により本信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了しま

す。

 

ｃ　割当予定先の選定理由

当社では、当社グループ従業員に対する福利厚生の拡充と従業員持株会の活性化を図るための方策を検討してい

ました。

このような状況のもと、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社より本信託の提案を受け、制度の導入および事務手続コス

ト等も含めて総合的に勘案した結果、同社を本信託の委託先に選定しました。本信託においては前述「ｂ　提出者

と割当予定先との間の関係　イ) 従業員持株ＥＳＯＰ信託の内容」に記載したとおり、日本マスタートラスト信託

銀行株式会社は共同受託者として本信託の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信

託銀行株式会社が行うことから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）が割当予

定先となります。

 

ｄ　割り当てようとする株式の数

895,000株

 

ｅ　株券等の保有方針

割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）は本信託契約に従っ

て、当社株式の売買について合意した上で、信託管理人からの指図に基づき、毎月、当社株式を当社持株会に対し

その時々の時価で売却することになっています。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）は、当該売却する当社株式の売却代金と

して当社持株会の会員からの給与等天引きによって拠出される金銭を当社持株会から受取り、当該売却代金を三菱

ＵＦＪ信託銀行株式会社からの借入金の元本・利息の返済に充当します。

当該借入金等完済後の当該売却代金の残額は信託財産として蓄積され、本信託の終了後、本信託契約で定める受

益者適格要件を満たす当社グループ従業員※に分配されます。

なお、借入金額の残高、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社から、信託期

間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定です。

また、当社は日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）から、割当日より２年間に

おいて、当該処分株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式

数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を株式会

社東京証券取引所に報告すること、ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することについて、確

約書を受領する予定です。

※前述「ｂ　提出者と割当予定先との間の関係　ホ) 受益者の範囲」をご参照下さい。
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ｆ　払込みに要する資金等の状況

当社は、本信託契約の受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が、借入金によって払込みを行う旨ならびに割

当てを受けた株式を日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）名義にする旨を、平成

27年３月２日付で締結予定の本信託契約、共同受託に関する合意書および金銭消費貸借契約によって確認していま

す。なお、本信託契約および当該金銭消費貸借契約は、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれない

場合は、保証人である当社が保証履行する内容となっています。また、当社は、借入人に対する上記保証に対し、

本信託契約に基づき借入人から保証料を受取ります。

割当予定先：日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）

借入人　　：従業員持株ＥＳＯＰ信託受託者　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

保証人　　：当社

貸付人　　：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

 

ｇ　割当予定先の実態

割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）は、本信託契約の共同

受託者として、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全および行使について、当社持株

会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い当社株式の議決権を行使するなどの具体的信託事務を担当

します。

その他の包括的管理業務については、本信託契約の受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が行います。

信託管理人は、(1)弁護士、公認会計士その他の専門実務家（委託者が顧問契約を締結している者を除く。）であ

ること、(2)委託者、その役員、重要な管理職（以下「役員等」という。）、役員等であった者、またはそれらの者

の親族、その他特別な利害関係を有する者以外の者であることを要件としており、いずれの要件にも該当する者か

ら、委託者（当社）、受託者（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）が協議の上、選任するものとし、信託管理人１名を

常置することとします。

なお、本信託においては、当初の信託管理人は公認会計士 三宅秀夫氏とします。

信託管理人は、本信託の信託財産に属する本件株式に係る議決権の行使（以下「議決権行使」という。）を行う

ため、本信託契約の細則であるＥＳＯＰ運営規程に従って定められた議決権行使の指図（信託財産である本株式の

議決権の総数に当社持株会から示された賛成または反対の比率をそれぞれ乗じて、賛成の議決権行使をする数と反

対の議決権行使をする数を算出し行使する。）を、書面にて受託者に提出するものとします。

割当予定先、当該割当予定先の役員または主要株主（主な出資者）が暴力若しくは威力を用い、または詐欺その

他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下「特定団体等」とい

う。）であるか否かおよび割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先で

ある日本マスタートラスト信託銀行株式会社のホームページおよびディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査

によって割当予定先が特定団体等でないことおよび割当予定先が特定団体等と何ら関係を有していないことを確認

しています。

また、当社はその旨の確認書を東京証券取引所に提出しています。

 

２ 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

 

３ 【発行条件に関する事項】

ａ　払込金額の算定根拠および合理性に関する考え方

本自己株式処分は、従業員持株ＥＳＯＰ信託の導入を目的として行います。

払込金額は恣意性を排除した価額とするため、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（以

下、日証協指針という）に準拠し、本自己株式処分に係る取締役会決議日前日（平成27年２月５日）の東京証券取

引所における当社株式の終値である172円（円未満切捨て）としました。

本自己株式処分に係る取締役会決議日前日（平成27年２月５日）の東京証券取引所における当社株式の終値を採

用しましたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的であると考えています。
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また、当該株価は東京証券取引所における当該取締役会決議前日から直前１カ月間（平成27年１月６日から平成

27年２月５日まで）の終値の平均値である180円（円未満切捨て）に95.56％（ディスカウント率4.44％）を乗じた

額であり、直前３カ月間（平成26年11月６日から平成27年２月５日）の終値の平均値である152円（円未満切捨て）

に113.16％（プレミア率13.16％）を乗じた額、あるいは同直前６ヶ月間（平成26年８月６日から平成27年２月５日

まで）の終値の平均値である137円（円未満切捨て）に125.55％（プレミア率25.55％）を乗じた額となりますが、

日証協指針に鑑み前日終値が当社の客観的な株価を形成しているものと判断されることから、当社としましては特

に有利な払込金額には該当しないものと判断しました。

なお、上記払込金額については、取締役会に出席した監査役全員（２名、うち１名は社外監査役）が、日証協指

針にも準拠していることから、会社法199条３項に規定される有利発行に該当せず適法である旨の意見を表明してい

ます。

 

ｂ　処分数量および株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

処分数量については、現在の当社持株会の年間買付実績をもとに、今後約５年間の信託期間中に当社持株会が日

本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）より購入する予定数量に相当するものであ

り、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し1.23％（小数点第３位を四捨五入、平成26年９月30日現在の総議決

権個数62,551個に対する割合1.43％）と小規模なものです。

また、本自己株式処分により割当てられた当社株式は、毎月一定日に当社持株会に対し売却されるものであり、

流通市場への影響は軽微であると考えています。

以上により、本自己株式処分による影響は極めて軽微であり、合理的であると判断しています。

 

４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

 

５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

総議決権数
に対する

所有議決権数
の割合
（％）

割当後の
所有株式数
（千株）

割当後の
総議決権数に
対する所有

議決権数の割合
（％）

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（株式付与Ｅ
ＳＯＰ信託口）

東京都港区浜松町２-11-
３

3,620 5.79 3,620 5.71

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場
町１-２-10

1,793 2.87 1,793 2.83

富士フイルム株式会社
東京都港区西麻布２-26-
30

1,329 2.12 1,329 2.09

岡三証券株式会社
東京都中央区日本橋１-
17-６

1,127 1.80 1,127 1.78

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（従業員持株
ＥＳＯＰ信託口）

東京都港区浜松町２-11-
３

― ― 895 1.41

斉藤輝久 東京都中野区 870 1.39 870 1.37

池上通信機取引先持株会
東京都大田区池上５-６-
16

861 1.38 861 1.36

豊嶋利夫 東京都大田区 801 1.28 801 1.26

株式会社東芝 東京都港区芝浦１-１-１ 726 1.16 726 1.14

松井証券株式会社
東京都千代田区麹町１-
４

711 1.14 711 1.12

計 ― 11,839 18.93 12,734 20.07
 

(注) １　平成26年９月30日現在の株主名簿を基準として記載をしています。
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２　上記のほか、当社所有の自己株式9,792,810株（平成26年９月30日現在）があります。

なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が保有する当社株式3,620,000

株は、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」の導入により、日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が所有しており、自己株式9,792,810株には含まれていません。

今回の895,000株の自己株式処分後は、8,897,810株（ただし、平成26年10月１日以降の単元未満株式の買取

り分は含んでいません。）となります。

３　従業員持株ＥＳＯＰ信託は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社との共

同受託となり、当社株主名簿においては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信

託口）として記載されます。割当後の大株主の状況については、平成26年９月30日現在の株主名簿を基準と

して、本自己株式処分による増減株式数を考慮したものです。

４　所有議決権数の割合は小数点第３位を四捨五入しています。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

 

該当事項はありません。

 

第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 

第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

 

該当事項はありません。

 

 
第三部 【追完情報】

 

第１　事業等のリスクについて

「第四部　組込情報」に掲げた第73期有価証券報告書および第74期第２四半期報告書（以下、「有価証券報告書

等」といいます。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券

届出書提出日現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変

更の必要はないと判断しています。

 

第２　臨時報告書の提出

「第四部　組込情報」に掲げた第73期有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日現在までに、以下

の臨時報告書を平成26年７月２日に関東財務局長に提出しています。

その内容は以下のとおりです。

 

（平成26年７月２日提出　臨時報告書）

１　提出理由

平成26年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項

および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

す。

 

２　報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．配当財産の種類

金銭

２．配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき２円　総額126,150,290円

３．効力発生日

平成26年６月30日
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第２号議案　資本金の額の減少の件

１．減少する資本金の額

当社の資本金の額10,022,646,880円のうち3,022,646,880円を減少し、その他資本剰余金に振り替え、減

少後の資本金の額を7,000,000,000円とします。

２．効力発生日

平成26年６月30日

 

第３号議案　定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役が、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項

の責任限定に関する規定に基づき、定款第29条（社外取締役の責任限定契約）および定款第38条（社外監査役

の責任限定契約）の規定を新設するものです。

なお、定款第29条（社外取締役の責任限定契約）の新設に関しましては、監査役全員の同意を得ています。

 

第４号議案　取締役７名選任の件

取締役に清森洋祐、鈴木玉生、茂手木千秋、駒野目裕久、樫村直樹、青木隆明、山﨑雅彦を選任するもので

す。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
（個）

反対数
（個）

棄権数
（個）

可決要件
決議の結果および
賛成割合 (％)

第１号議案
剰余金の処分の件

34,060 167 0 (注)１ 可決 93.78

第２号議案
資本金の額の減少の件

33,142 1,083 0 (注)２ 可決 91.25

第３号議案
定款一部変更の件

34,045 182 0 (注)２ 可決 93.74

第４号議案
取締役７名選任の件

   

(注)３

  

清 森 洋 祐 33,938 287 0 可決 93.44

鈴 木 玉 生 33,969 256 0 可決 93.53

茂 手 木 千 秋 33,946 279 0 可決 93.47

駒 野 目 裕 久 33,992 233 0 可決 93.59

樫 村 直 樹 34,001 224 0 可決 93.62

青 木 隆 明 33,982 243 0 可決 93.57

山 﨑 雅 彦 33,981 244 0 可決 93.56
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成によります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成によります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと

により、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄

権の確認ができていない議決権数は加算していません。
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第３　最近の業績の概要について

平成27年２月６日開催の取締役会において決議された第74期第３四半期（自平成26年10月１日　至平成26年12月

31日）に係る四半期連結財務諸表は以下のとおりです。

なお、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の四半期レビューを終了していませんので、四

半期レビュー報告書は受領していません。
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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26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,319 2,139

  受取手形及び売掛金 12,729 6,515

  商品及び製品 1,854 2,309

  仕掛品 5,208 8,601

  原材料及び貯蔵品 2,149 2,799

  その他 260 774

  貸倒引当金 △12 △8

  流動資産合計 24,509 23,131

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,112 1,091

   土地 1,633 1,642

   その他（純額） 865 962

   有形固定資産合計 3,611 3,696

  無形固定資産 574 595

  投資その他の資産   

   投資有価証券 963 1,119

   その他 206 316

   貸倒引当金 △123 △123

   投資その他の資産合計 1,045 1,312

  固定資産合計 5,232 5,604

 資産合計 29,741 28,736

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 4,519 4,398

  短期借入金 1,560 2,490

  未払法人税等 105 0

  賞与引当金 292 216

  製品保証引当金 8 9

  その他 1,734 1,794

  流動負債合計 8,221 8,909

 固定負債   

  社債 700 500

  長期借入金 1,500 1,250

  繰延税金負債 100 183

  株式給付引当金 － 54

  退職給付に係る負債 6,302 5,423

  その他 349 199

  固定負債合計 8,952 7,610

 負債合計 17,173 16,520
 

 

EDINET提出書類

池上通信機株式会社(E01819)

有価証券届出書（組込方式）

14/21



 

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,022 7,000

  資本剰余金 1,369 4,392

  利益剰余金 3,702 3,219

  自己株式 △1,376 △1,378

  株主資本合計 13,718 13,232

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 171 270

  為替換算調整勘定 △1,160 △1,036

  退職給付に係る調整累計額 △160 △251

  その他の包括利益累計額合計 △1,149 △1,017

 純資産合計 12,568 12,215

負債純資産合計 29,741 28,736
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 11,974 13,384

売上原価 9,357 9,942

売上総利益 2,617 3,441

販売費及び一般管理費 4,297 4,403

営業損失（△） △1,680 △961

営業外収益   

 受取利息 1 0

 受取配当金 27 31

 為替差益 451 384

 貸倒引当金戻入額 - 4

 その他 47 42

 営業外収益合計 528 462

営業外費用   

 支払利息 32 49

 社債発行費 22 -

 シンジケートローン手数料 - 25

 その他 10 32

 営業外費用合計 65 107

経常損失（△） △1,217 △606

特別利益   

 固定資産売却益 0 0

 役員退職慰労金返還額 - 29

 特別利益合計 0 29

特別損失   

 固定資産除却損 0 2

 特別損失合計 0 2

税金等調整前四半期純損失（△） △1,217 △579

法人税、住民税及び事業税 46 39

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,264 △618

四半期純損失（△） △1,264 △618
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四半期連結包括利益計算書

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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,264 △618

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 126 99

 為替換算調整勘定 256 124

 退職給付に係る調整額 - △90

 その他の包括利益合計 383 132

四半期包括利益 △881 △486

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △881 △486

 少数株主に係る四半期包括利益 - -
 

 

第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでいます。

有価証券報告書
事業年度
（第73期）

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

平成26年６月27日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第74期第２四半期）
自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日

平成26年11月10日
関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用し

て提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイ

ドライン）Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としています。

 

 
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

 

第六部 【特別情報】

 

第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

　

池上通信機株式会社                                                                 平成26年６月27日　

取締役会　御中

 

　監査法人　保森会計事務所
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   渡   部    逸   雄     ㊞

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士  大  東   幸  司    ㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる池上通信機株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

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企業会計の基準に準拠して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監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、池

上通信機株式会社及び連結子会社の平成26年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

強調事項

重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成26年５月９日開催の取締役会において、資本金の額の減少（「その他資

本剰余金」の増加）を行うことを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、池上通信機株式会社の平成26

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

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内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

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財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、池上通信機株式会社が平成26年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
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

 

※１ 上記は監査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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

池上通信機株式会社(E01819)

有価証券届出書（組込方式）

19/21



独立監査人の監査報告書
 

 

 

池上通信機株式会社                                                                 平成26年６月27日

取締役会　御中

 

　監査法人　保森会計事務所
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士   渡   部    逸   雄     ㊞

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士  大  東   幸  司    ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる池上通信機株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第73期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　

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企業会計の基準に準拠して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監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、池上通

信機株式会社の平成26年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

　

強調事項

重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成26年５月９日開催の取締役会において、資本金の額の減少（「その他資

本剰余金」の増加）を行うことを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

　

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

　

※１ 上記は監査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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年11月7日

池上通信機株式会社

取締役会  御中

 

監査法人 保森会計事務所
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   大   東   幸   司   印

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   横     山       博   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」に掲げられている池上通信機株式

会社の平成26年４月１日から平成27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26年７月１日から平

成26年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26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、池上通信機株式会社及び連結子会社の平成26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（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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