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1.  平成24年6月期第3四半期の連結業績（平成23年6月21日～平成24年3月20日） 

(注）平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期を変更したことに伴い15ヶ月の変則決算となっておりますので、対前年同四半期増減率は記載しており
ません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年6月期第3四半期 13,259 ― 1,013 ― 1,036 ― 538 ―

23年6月期第3四半期 12,377 29.1 714 ― 786 ― 427 ―

（注）包括利益 24年6月期第3四半期 551百万円 （―％） 23年6月期第3四半期 405百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年6月期第3四半期 10.10 ―

23年6月期第3四半期 8.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年6月期第3四半期 21,019 15,810 75.2 296.67
23年6月期 21,465 15,472 72.1 290.32

（参考） 自己資本   24年6月期第3四半期  15,810百万円 23年6月期  15,472百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年6月期 ― 1.00 ― 2.00 3.00
24年6月期 ― 2.00 ―

24年6月期（予想） 2.00 4.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年6月21日～平成24年6月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
(注）平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期を変更したことに伴い15ヶ月の変則決算となっておりますので、対前年同四半期増減率は記載しており
ません。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 18,000 ― 1,200 ― 1,150 ― 620 ― 11.63



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の 
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期3Q 53,296,100 株 23年6月期 53,296,100 株

② 期末自己株式数 24年6月期3Q 4,321 株 23年6月期 2,460 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期3Q 53,292,975 株 23年6月期3Q 53,294,185 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にはあったものの、円高、ユーロ圏の財政問

題、タイ洪水等の影響により、依然として先行き不透明な状況にありました。 

 このような状況下、当社グループの主要ユーザーである製造業では、半導体製造装置業界は半導体メーカーの在庫

調整の影響で低調であったものの、自動車関連向けや一般産業機械向けが堅調に推移いたしました。 

 この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は132億５千９百万円となり、収益改善策として原

価低減活動や経費削減、生産効率のアップに継続的に取り組んだことで、営業利益は10億１千３百万円、経常利益は

10億３千６百万円となり、第３四半期連結累計期間の四半期純利益は５億３千８百万円となりました。 

 なお、平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期を変更したことに伴い15ヶ月の変則決算となっておりま

すので、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

  

 セグメント別の業績は次のとおりです。 

  （機器事業） 

 自動車産業の設備投資の増加に伴って、自動車関連向けや一般産業機械向けの油空圧機器は堅調に推移いたしまし

た。また、特注油圧機器も、製鉄機械向けの需要が伸びたことにより堅調に推移いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は95億８千５百万円となり、営業利益は11億４千３百万円となりま

した。 

   

 （装置事業） 

 国内における自動車設備の新規引き合いは依然として低迷した状態でありますが、海外における設備投資は引き続

き堅調に推移しております。 

 また、デジタル家電の出荷減による半導体需要の伸び悩みにより、半導体製造メーカーの設備投資は引き続き低調

に推移いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は36億７千３百万円となり、営業利益は５千５百万円となりまし

た。  

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況  

  （流動資産） 

 流動資産は159億７千６百万円と前連結会計年度比１億４千万円減少しておりますが、これは主として繰延税金資

産の減少９千６百万円によるものであります。 

  （固定資産） 

 固定資産は50億４千２百万円と前連結会計年度比３億６百万円減少しておりますが、これは主として有形固定資産

の減少１億８千１百万円、繰延税金資産の減少１億円によるものであります。 

  （負債） 

 負債は52億８百万円と前連結会計年度比７億８千４百万円減少しておりますが、これは主として支払手形及び買掛

金の減少４億３千６百万円、未払金の減少４億９百万円によるものであります。 

  （純資産） 

 純資産は158億１千万円と前連結会計年度比３億３千８百万円増加しておりますが、これは主として利益剰余金の

増加３億２千４百万円によるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 円高による下振れ圧力は減少したものの原油高や電力問題など下振れ懸念材料も多く、先行き不透明な状況ではあ

りますが、当社グループの主要ユーザーであります製造業の設備投資は堅調に推移しております。 

 機器事業の受注環境は、油圧機器、空気圧機器とも自動車関連向けや一般産業機械向けを中心に引き続き堅調に推

移すると考えております。 

 装置事業は、円高による海外案件の受注が引き続き厳しい状況ですが、平成23年６月に中国天津市に設立しました

太派机械(天津)有限公司において、中国の日系自動車メーカーや韓国系自動車メーカー等向けに、現地生産や保守対

応を推進いたします。 

また、半導体製造装置は半導体需要の伸び悩みから設備投資が低調に推移しており、メモリー関連の設備投資が

動き出したものの、大きく回復するには至らないと考えております。 

平成24年６月期の業績予想につきましては、平成24年１月19日の「第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績

値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしました業績予想から変更ありませ

ん。 

    

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。   

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

(追加情報)  

 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。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,003,851 6,954,233

受取手形及び売掛金 6,261,113 6,310,881

商品及び製品 252,914 326,631

仕掛品 1,133,078 1,173,978

原材料及び貯蔵品 962,297 908,713

繰延税金資産 351,577 255,515

その他 157,842 52,955

貸倒引当金 △6,180 △6,523

流動資産合計 16,116,496 15,976,386

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,139,117 1,066,011

機械装置及び運搬具（純額） 670,665 580,497

土地 2,576,602 2,576,602

その他（純額） 110,248 92,196

有形固定資産合計 4,496,634 4,315,308

無形固定資産 136,034 110,019

投資その他の資産   

投資有価証券 163,023 178,227

長期貸付金 49,698 37,697

繰延税金資産 429,563 328,587

破産更生債権等 3,348 1,264

その他 73,952 72,859

貸倒引当金 △3,398 △1,302

投資その他の資産合計 716,187 617,334

固定資産合計 5,348,855 5,042,662

資産合計 21,465,352 21,019,048
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,278,865 2,842,389

未払金 727,459 318,418

未払法人税等 112,012 130,818

賞与引当金 155,503 305,113

受注損失引当金 7,011 4,485

その他 478,382 406,368

流動負債合計 4,759,235 4,007,593

固定負債   

退職給付引当金 978,971 941,279

役員退職慰労引当金 71,700 83,425

負ののれん 111,543 105,996

その他 71,859 70,571

固定負債合計 1,234,074 1,201,272

負債合計 5,993,309 5,208,865

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,153,450 3,153,450

資本剰余金 3,916,669 3,916,669

利益剰余金 8,495,448 8,820,322

自己株式 △375 △783

株主資本合計 15,565,192 15,889,658

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,874 27,374

為替換算調整勘定 △113,024 △106,849

その他の包括利益累計額合計 △93,149 △79,475

純資産合計 15,472,042 15,810,182

負債純資産合計 21,465,352 21,019,048
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年12月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成24年３月20日) 

売上高 12,377,948 13,259,521

売上原価 9,168,864 9,813,189

売上総利益 3,209,084 3,446,331

販売費及び一般管理費 2,494,483 2,433,144

営業利益 714,600 1,013,187

営業外収益   

受取利息 5,266 5,188

受取配当金 1,329 1,396

受取賃貸料 24,720 23,667

負ののれん償却額 5,546 5,546

持分法による投資利益 2,385 5,930

助成金収入 49,932 105

為替差益 － 37,902

その他 56,237 27,529

営業外収益合計 145,419 107,266

営業外費用   

支払利息 251 37

売上割引 8,888 9,696

不動産賃貸原価 9,857 9,873

為替差損 41,719 －

公開買付対応費用 － 48,892

その他 12,999 15,206

営業外費用合計 73,715 83,706

経常利益 786,304 1,036,746

特別利益   

固定資産売却益 153 152

貸倒引当金戻入額 2,174 －

特別利益合計 2,328 152

特別損失   

固定資産除売却損 10,032 1,198

退職特別加算金 51,652 －

投資有価証券評価損 － 1,070

特別損失合計 61,685 2,268

税金等調整前四半期純利益 726,946 1,034,630

法人税、住民税及び事業税 54,987 300,357

法人税等調整額 244,475 196,248

法人税等合計 299,463 496,606

四半期純利益 427,483 538,023
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年12月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成24年３月20日) 

四半期純利益 427,483 538,023

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △988 7,499

為替換算調整勘定 △20,514 6,174

その他の包括利益合計 △21,502 13,674

四半期包括利益 405,981 551,698
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 該当事項はありません。   

   

   

  【事業の種類別セグメント情報】  

   前第３四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年12月20日） 

     

  【所在地別セグメント情報】 

   前第３四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年12月20日）  

   本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ 

    ント情報の記載を省略しております。 

  

  【海外売上高】 

   前第３四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年12月20日） 

(注)売上高（内部売上高及び振替高を除く）が連結売上高の10％以上であるセグメントはありません。 

  

  【セグメント情報】  

  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

であります。 

 当社グループの構成単位は製品の種類別セグメントから構成されており、製品の種類・性質及び販売方法の

類似性により「機器事業」、「装置事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 機器事業では、標準及び特注油圧アクチュエータ並びに空気圧機器、油空圧関連機器、電動機器の製造・販

売を行っており、主要なユーザーは、国内外の一般産業機械・工作機械メーカーをはじめ、鉄道車両業界、自

動車業界、製鉄業界、電力業界等多岐にわたっています。 

 装置事業は、自動組立機械及び搬送システム、油水分離装置等の製造・販売を行っており、主要なユーザー

は、国内外の自動車メーカー、半導体製造装置メーカー、太陽電池パネル製造メーカー等であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
油空圧機器事
業（千円） 

機械・装置事
業（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

  売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  9,428,878  2,949,070  12,377,948         -  12,377,948

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 45,777  338  46,115  △46,115       - 

計  9,474,655  2,949,408  12,424,063  △46,115  12,377,948

営業利益  1,013,139  403,911  1,417,050  △702,449  714,600

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,476,814 

Ⅱ 連結売上高（千円） 12,377,948 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.9 
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２．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 

  当第３四半期連結累計期間(自平成23年６月21日 至平成24年３月20日) 

（単位:千円）

(注１)セグメント利益の調整額△186,019千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△185,524千円が

含まれております。主に当社管理部門に係る費用及び試験研究費であります。 

(注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います。  

  

(追加情報) 

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。   

   

   

  定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得について 

  

 平成24年４月９日開催の取締役会において、平成24年５月11日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」

といいます。）に種類株式発行に係る定款一部変更、全部取得条項に係る定款一部変更及び全部取得条項付普通株式

（下記「１.(１)(ａ)提案の理由②」において定義いたします。）の取得について付議することを決議し、併せて、

当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）に、全部取得条項

に係る定款一部変更について付議することを決議いたしました。 

  

１．定款一部変更 

(１)種類株式発行に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件その１」） 

(ａ)提案の理由 

平成24年３月６日付当社プレスリリース「支配株主であるパーカー・ハネフィン・コーポレーションの子会

社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知ら

せ」においてお知らせいたしました通り、パーカー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングス合同会社（以

下「パーカー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングス」といいます。）は、平成24年１月20日から同年３

月５日までを公開買付期間として、当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）

を開始し、本公開買付けの公開買付期間の 終日をもってこれを終了いたしました。本公開買付けの結果、パ

ーカー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングスは、平成24年３月９日（本公開買付けの決済開始日）をも

って、当社普通株式52,129,383株（議決権数: 52,129個、平成24年３月９日現在における当社の総株主の議決

権に対する割合: 97.82％）を保有するに至っております。 

平成24年１月19日付当社プレスリリース「支配株主であるパーカー・ハネフィン・コーポレーションの子会

社による当社株式に対する公開買付けの実施及び応募推奨に関する意見表明のお知らせ」（以下「本件意見表

明リリース」といいます。）においてお知らせいたしました通り、パーカー・ハネフィン・コーポレーション

（以下「パーカー」といいます。）と当社は、平成23年10月中旬頃から当社における喫緊の経営課題及び国内

市場の今後の不透明さを踏まえ、両者の企業価値向上策について協議を重ねてまいりました。その結果、パー

カーと当社は、当社がパーカーの完全子会社となること（以下「本完全子会社化」といいます。）が、当社の

企業価値を極大化し、ひいては、パーカーグループ全体の企業価値を拡大するために 善であるとの結論に至

  

  

報告セグメント
計 調整額(注１) 

四半期連結損益
計算書計上額

(注２) 機器事業 装置事業 

売上高           

(1）外部顧客への売上高  9,585,942  3,673,579  13,259,521  －  13,259,521

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 100,124  77,175  177,299  △177,299  －

計  9,686,067  3,750,754  13,436,821  △177,299  13,259,521

セグメント利益  1,143,862  55,344  1,199,207  △186,019  1,013,187

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報
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り、パーカーの子会社であるパーカー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングスは、平成24年１月19日

に、本公開買付けを実施することを決定いたしました。 

パーカーは、当社の技術力及び各種取組みを高く評価しており、本完全子会社化により戦略策定、組織構築

及び製品の共同開発を含め一層のシナジー効果を追求できるものと考えているとのことです。一方、パーカー

は、当社が事業を拡大するために有益な多くの製品や販売網を有していますが、現在の資本関係では、当社が

これらのものを十分に活用することには限界があります。本完全子会社化の結果、当社は、パーカーグループ

の一員として、技術の相互活用、特にパーカーの技術力を活用した当社の製品開発、製品・サービスの相互拡

充といった、より緊密な協働関係を築くことが可能となります。パーカーの多岐にわたる製品群、グローバル

ベースでの経営及び販売インフラが、当社のブランド力及び確固たる経営基盤と結びつくことによって、現在

の資本構成においては両者単独では実現できないような大きな成長機会を生み出すことが可能となります。当

社との間で長期にわたる良好な関係を続けた結果、パーカーは、本完全子会社化を通じて当社とより効率的な

経営関係を構築し、両者の能力を十分に引き出すことにより、当社及びパーカーグループの双方が更に売上

高・収益を拡大することができると考えているとのことです。 

また、当社としましても、持続的成長に向け、国内需要に左右されない強固な事業体質の構築とグローバル

対応といった喫緊の課題に対応するためには、何ら制約を受けることなく、技術の相互活用、特にパーカーの

技術力を活用した当社の製品開発、製品・サービスの相互拡充、パーカーの海外販売網を含めたグローバル経

営資源の活用を、抜本的に進めることが不可欠と考えており、加えて、本完全子会社化によって、経営基盤強

化のための戦略的投資、重複投資の回避、原材料・部品等の共同調達の一層の推進等、更なるシナジーの実現

が可能になると考えております。また、パーカーグループ各社との協働関係を本完全子会社化により更に深化

させることで、長期的な視点に基づく柔軟な経営戦略の策定及び遂行並びにこれらを機動的かつ柔軟に実現す

るための迅速な意思決定が可能になると考えております。 

以上を踏まえ、当社は、本臨時株主総会及び本種類株主総会において、株主の皆様からご承認いただくこと

を条件として、本完全子会社化に必要な以下の①から③の各手続（以下総称して「本完全子会社化手続」とい

います。）を実施することといたしました。 

① 当社の定款の一部を変更し、定款変更案第６条の２に定める内容のＡ種種類株式（以下「Ａ種種類株

式」といいます。）を発行する旨の定めを新設し、当社を種類株式発行会社（会社法第２条第13号に

定義するものをいいます。以下同じです。）といたします。 

② 上記①の手続による変更後の当社の定款の一部を追加変更し、全ての当社普通株式に全部取得条項（会

社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。）を付す旨の定

めを新設いたします（全部取得条項が付された後の普通株式を以下「全部取得条項付普通株式」とい

います。）。 

③ 会社法第171条第１項並びに上記①及び②の各手続による変更後の当社の定款に基づき、当社は、当社

を除く全部取得条項付普通株式に係る株主（以下「全部取得条項付普通株主」といいます。）の皆様

から全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得の対価として、全部取得条項付普通株主の皆

様に対して、その保有する全部取得条項付普通株式１株と引換えにＡ種種類株式を1,162,400分の１株

の割合をもって交付いたします。なお、この際、パーカー・ハネフィン・ジャパン・ホールディング

ス以外の全部取得条項付普通株主の皆様に対して交付されるＡ種種類株式の数は、いずれも１株未満

の端数となる予定です。 

全部取得条項付普通株主の皆様に対してＡ種種類株式を交付した結果生じる１株未満の端数につきまして

は、その合計数（会社法第234条第１項により、その合計数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は

切り捨てられます。）に相当する数のＡ種種類株式を、会社法第234条の規定に従って売却し、その売却によ

り得られた代金をその端数に応じて全部取得条項付普通株主の皆様に交付いたします。かかる売却手続に関

し、当社では、全部取得条項付普通株主の皆様に交付することとなる１株未満の端数の合計数（会社法第234

条第１項の規定により、その合計数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）

に相当する数のＡ種種類株式については、会社法第234条第２項及び同条第４項の規定に基づき、裁判所の許

可を得た上で当社が買い取ることを予定しております。この場合のＡ種種類株式の売却価格につきましては、

各全部取得条項付普通株主の皆様が従前保有していた当社普通株式の数に250円（本公開買付けの買付価格）

を乗じた金額に相当する金銭が各全部取得条項付普通株主の皆様に対して交付されるような価格に設定するこ

とを予定しております。但し、裁判所の許可が得られない場合や、計算上の端数調整が必要な場合等において

は、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。 

「定款一部変更の件その１」は、本完全子会社化手続のうち、前記①の手続を実施するものです。会社法

上、全部取得条項の付された株式は種類株式発行会社のみが発行できるものとされていることから（会社法第

171条第１項、第108条第１項第７号）、当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更である前記②の手続

を行う前提として、当社が種類株式発行会社となるため、Ａ種種類株式を発行する旨の定めを新設するほか、 
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所要の変更を行うものです。 

また、現行定款第７条におきましては、当社普通株式について単元株式数を定めているところ、「定款一部

変更の件その１」で設けられるＡ種種類株式については１株を単元株式数とすることから、その趣旨を明確に

するために所要の変更を行うものです。 

(ｂ)変更の内容 

変更の内容は、次の通りです。なお、「定款一部変更の件その１」に係る定款変更は、原案通り承認可決さ

れた時点で効力を生じるものといたします。 

（下線は変更部分を示しております。） 

  

(２)全部取得条項に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件その２」） 

(ａ)提案の理由 

前記「(１)(ａ)提案の理由」においてご説明申し上げております通り、当社は、本完全子会社化が、当社の

企業価値を極大化し、ひいては、パーカーグループ全体の企業価値を拡大するために 善であるとの結論に至

り、本臨時株主総会及び本種類株主総会において、株主の皆様からご承認いただくことを条件として、本完全

子会社化手続を実施することといたしました。 

「定款一部変更の件その２」は、前記「(１)(ａ)提案の理由」においてご説明申し上げた本完全子会社化手

続のうちの、前記②の手続として、「定款一部変更の件その１」に係る変更後の定款の一部を追加変更し、当

社普通株式に全部取得条項を付す旨の定めとして、追加変更案第６条の３を新設するものです。「定款一部変

更の件その２」が原案通り承認可決され、その定款変更の効力が発生した場合には、当社普通株式は全部取得

条項付普通株式となります。 

また、下記「２. 全部取得条項付普通株式の取得の件」が原案通り承認可決された場合、当社は全部取得条

項付普通株主の皆様から全部取得条項付普通株式の全てを取得しますが（本完全子会社化手続のうちの、前記

③の手続）、当該取得と引換えに当社が全部取得条項付普通株主の皆様に交付する取得対価は、「定款一部変

更の件その１」における定款変更案により設けられるＡ種種類株式とし、当社が全部取得条項付普通株式１株

現行定款 変更案 

第２章 株式 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、5,850万株とす

る。 

  

  

（新設） 

  

  

  

  

  

第２章 株式 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、5,850万株とし、こ

のうち普通株式の発行可能種類株式総数は、

58,499,900株、Ａ種種類株式の発行可能種類株式総数

は100株とする。 

第６条の２（Ａ種種類株式） 

当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種種類株式

を有する株主（以下「Ａ種株主」という。）またはＡ

種種類株式の登録株式質権者（以下「Ａ種登録株式質

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。）また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。）に先

立ち、Ａ種種類株式１株につき１円（以下「Ａ種残余

財産分配額」という。）を支払う。Ａ種株主またはＡ

種登録株式質権者に対してＡ種残余財産分配額の金額

が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者

に対して残余財産の分配をする場合には、Ａ種株主ま

たはＡ種登録株式質権者は、Ａ種種類株式１株当た

り、普通株式１株当たりの残余財産分配額と同額の残

余財産の分配を受ける。 

第７条（単元株式数） 

当会社の単元株式数は、1,000株とする。 

  

第７条（単元株式数） 

当会社の普通株式の単元株式数は、1,000株とし、

Ａ種種類株式の単元株式数は、１株とする。 

第３章 株主総会 

（新設） 

第３章 株主総会 

第16条の２（種類株主総会） 

 第12条、第13条、第14条、第15条および第16条の規

定は、種類株主総会にこれを準用する。 
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につき全部取得条項付普通株主の皆様に交付するＡ種種類株式の数は、パーカー・ハネフィン・ジャパン・

ホールディングスを除く全部取得条項付普通株主の皆様に対して交付するＡ種種類株式の数が１株未満の端数

となるように、1,162,400分の１株としております。 

(ｂ)変更の内容 

変更の内容は、次の通りです。なお、「定款一部変更の件その２」に係る定款変更は、「定款一部変更の件

その１」及び下記「２. 全部取得条項付普通株式の取得の件」がいずれも原案通り承認可決されること、並び

に本種類株主総会において「定款一部変更の件その２」と同内容の議案が原案通り承認可決されることを条件

として、その効力を生じるものといたします。 

また、「定款一部変更の件その２」に係る定款変更の効力発生日は、平成24年６月15日といたします。 

（下線は変更部分を示しております。） 

  

２．全部取得条項付普通株式の取得の件 

(１)全部取得条項付普通株式の全部を取得することを必要とする理由 

前記「１.(１)(ａ)提案の理由」でご説明申し上げております通り、当社は、本完全子会社化が、当社の企業価

値を極大化し、ひいては、パーカーグループ全体の企業価値を拡大するために 善であるとの結論に至り、本臨

時株主総会及び本種類株主総会において、株主の皆様からご承認いただくことを条件として、本完全子会社化手

続を実施することといたしました。 

「全部取得条項付普通株式の取得の件」は、前記「定款一部変更の件その１」でご説明申し上げた本完全子会社

化手続のうち、前記③の手続を実施するものであり、会社法第171条第１項並びに「定款一部変更の件その１」及

び「定款一部変更の件その２」による変更後の当社の定款に基づき、当社が全部取得条項付普通株主の皆様から

全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得と引換えに、以下に定める通り、「定款一部変更の件その

１」に係る変更後の当社の定款に設けられるＡ種種類株式を交付するものです。 

上記取得が承認された場合、取得対価としてパーカー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングスを除く全部取

得条項付普通株主の皆様に交付するＡ種種類株式の数は１株未満となる予定であり、具体的にはその保有する全

部取得条項付普通株式１株につき、新たに交付するＡ種種類株式を1,162,400分の１株の割合をもって交付する予

定です。このように割当てられるＡ種種類株式の数に１株未満の端数が生じる全部取得条項付普通株主の皆様に

対しましては、Ａ種種類株式を割当てた結果生じる１株未満の端数の合計数（会社法第234条第１項の規定によ

り、その合計数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数のＡ種種

類株式を、会社法第234条の規定に従って売却し、その売却により得られた代金をその端数に応じて交付いたしま

す。 

当社では、「全部取得条項付普通株式の取得の件」が原案通り承認可決された場合に、全部取得条項付普通株主

の皆様に交付することとなる１株未満の端数の合計数（会社法第234条第１項の規定により、その合計数に１株に

満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数のＡ種種類株式については、会社

法第234条第２項及び同条第４項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で当社が買い取ることを予定しておりま

す。この場合のＡ種種類株式の売却価格につきましては、各全部取得条項付普通株主の皆様が従前保有していた

当社普通株式の数に250円（本公開買付けの買付価格）を乗じた金額に相当する金銭が各全部取得条項付普通株主

の皆様に対して交付されるような価格に設定することを予定しております。但し、裁判所の許可が得られない場

合や、計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もありま

す。 

(２)全部取得条項付普通株式の取得の内容 

(ａ)全部取得条項付普通株式の取得と引換えに交付する取得対価及びその割当てに関する事項 

会社法第171条第１項並びに「定款一部変更の件その１」及び「定款一部変更の件その２」に係る変更後の

当社の定款の規定に基づき、下記(ｂ)において定める取得日において、取得日の前日の 終の当社の株主名簿

に記録された全部取得条項付普通株主の皆様に対して、その保有する全部取得条項付普通株式１株につき、Ａ

「定款一部変更の件その１」に係る変更後の定款 追加変更案 

第２章 株式 

（新設） 

  

第２章 株式 

第６条の３（全部取得条項） 

当会社は、当会社が発行する普通株式について、

株主総会の決議によってその全部を取得できるもの

とする。当会社が普通株式の全部を取得する場合に

は、普通株式の取得と引換えに、普通株式１株につ

きＡ種種類株式を1,162,400分の１株の割合をもって

交付する。 
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種種類株式を1,162,400分の１株の割合をもって交付します。 

(ｂ)取得日 

平成24年６月15日 

(ｃ)その他 

「全部取得条項付普通株式の取得の件」に係る全部取得条項付普通株式の取得は、「定款一部変更の件その

１」及び「定款一部変更の件その２」がいずれも原案通り承認可決されること、本種類株主総会において「定

款一部変更の件その２」と同内容の議案が原案通り承認可決されること、並びに「定款一部変更の件その２」

に係る定款変更の効力が生じることを条件として、その効力を生じるものといたします。 

なお、その他の必要事項につきましては、当社取締役会にご一任いただきたいと存じます。 

  

３．上場廃止の予定について 

本臨時株主総会において「定款一部変更の件その１」、「定款一部変更の件その２」及び「全部取得条項付普通

株式の取得の件」に係る議案がいずれも原案通り承認可決され、本種類株主総会において「定款一部変更の件その

２」に係る議案が原案通り承認可決された場合には、当社普通株式は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券

取引所」といいます。）の上場廃止基準に該当することとなりますので、当社普通株式は、平成24年５月11日から

平成24年６月11日までの間、整理銘柄に指定された後、平成24年６月12日をもって上場廃止となる予定です。上場

廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所市場第二部において取引することはできません。 

  

４．本完全子会社化手続の日程の概要（予定） 

本完全子会社化手続の日程の概要（予定）は以下の通りです。 

  

５．支配株主との取引等に関する事項 

前記２.に記載の全部取得条項付普通株式の取得（以下「本件取得」といいます。）は、支配株主との重要な取引

等に該当いたします。当社が、平成23年９月30日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「４．

支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に関する本件取得の適合状況は以下

の通りです。 

まず、当社は、本公開買付けの公正性等を担保するための措置として、本件意見表明リリースの２. (３)「買付

け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性等を担保す

るための措置」記載の各措置を講じております。 

また、本件取得の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置として、当社の取締役のう

ち、取締役リチャード・ペルズ氏は、パーカーから出向しており、取締役近藤義法氏及び同ホー・イーフェイ氏

は、それぞれパーカー又はパーカーの関係会社の役員を兼務しているため、利益相反回避の観点から、平成24年４

月９日開催の当社の取締役会における本件取得の実施に関する議案の審議及び決議には、一切参加しておりませ

ん。 

また、取締役会の定足数を確実に満たすという観点から、取締役島田千佳代氏は、当社取締役会における本件取

得に係る議案の審議及び決議に参加しておりますが、パーカーの関係会社の元従業員であるため、利益相反回避の

観点から、当社としては、念のため、かかる審議及び決議に先立ち、まずはリチャード・ペルズ氏、近藤義法氏及

びホー・イーフェイ氏のほか島田千佳代氏を除く３名の取締役（河渕健司氏、橋本隆氏及び高井紀夫氏）により審

議及び決議を行った上で、島田千佳代氏を含む４名の取締役により審議及び決議を行うという２段階の手続を経て

本臨時株主総会及び本種類株主総会開催日 平成24年５月11日（金） 

種類株式発行に係る定款一部変更（「定款一部変更の件その１」）の効

力発生日 

平成24年５月11日（金） 

当社普通株式の整理銘柄への指定 平成24年５月11日（金） 

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の基準日設定公告 平成24年５月14日（月） 

当社普通株式の売買 終日 平成24年６月11日（月） 

当社普通株式の上場廃止日 平成24年６月12日（火） 

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の基準日 平成24年６月14日（木） 

全部取得条項に係る定款一部変更（「定款一部変更の件その２」）の効

力発生日 

平成24年６月15日（金） 

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の効力発生日 平成24年６月15日（金） 
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おります。その結果、いずれの審議及び決議においても、審議及び決議に参加した全取締役の全員一致で、本件

取得に関する議案について本臨時株主総会に付議する旨を決議しております。 

また、当社の監査役のうち、監査役石川孝氏は、パーカーの関係会社の役員を兼任しているため、利益相反回避

の観点から、本件取得に係る議案の審議には参加しておらず、かつ監査役石川孝氏を除く全監査役（中塚明久氏、

馬目利昭氏及び高坂佳郁子氏）は、全員一致で当社の取締役会が上記の決議をすることに異議がない旨の意見を述

べております。 

なお、当社は、本件意見表明リリースの２. (３)「買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反

を回避するための措置等本公開買付けの公正性等を担保するための措置」の中の「③支配株主との間に利害関係を

有しない者による、上場会社又はその子会社等による決定が少数株主にとって不利益でないことに関する意見の入

手」に記載の通り、当社の支配株主との間に利害関係のない当社の社外監査役である（東京証券取引所に独立役員

として届出している）馬目利昭氏及び高坂佳郁子氏に対し、本公開買付けから本完全子会社化に至る一連の手続

（以下「本件取引」といいます。）に係る当社の決定が当社の少数株主にとって不利益なものでないかについて諮

問しました。その結果、当社は、馬目利昭氏及び高坂佳郁子氏から、平成24年１月19日付で、①本件取引は当社の

企業価値向上に資するものであり、②本件取引に係る交渉過程の手続は公正であると認められ、③本件取引に係る

公正な手続を通じた少数株主の利益への合理的な配慮がなされている等の理由から、本件取引に関する当社の決定

は当社の少数株主にとって不利益なものでないと判断する旨を内容とする意見書を入手しております。 
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