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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、平成29年４月28日開催の取締役会において、当社のシート事業（以下「シート事業」といいます。）を当社

の子会社として新たに設立する株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬ（以下「ＴＦ‐ＭＥＴＡＬ」もしくは「承継会社」といいま

す。）に吸収分割の方法により承継（以下「本吸収分割」といいます。）させたうえで、当該承継会社の全株式を株式

会社タチエス（以下「タチエス」といいます。）に譲渡すること（以下「本件取引」といいます。）を決議いたしまし

たので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づ

き、平成29年４月28日に臨時報告書（以下「本臨時報告書」といいます。）を提出しました。

　また、本吸収分割により、承継会社が当社の特定子会社になる可能性があるため、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出しました。

　さらに、当社は同取締役会において、承継会社の株式譲渡に係る決議をしたところ、当該異動が特定子会社の異動に

該当する可能性があること、並びに、本件取引に伴い、当社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に著しい影響を与える事象が発生する見込みとなったことから、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企

業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号、第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出しまし

た。

　今般、本臨時報告書の記載事項に一部変更がありましたので、金融商品取引法第24条の５第５項に基づき、本臨時報

告書の訂正報告書を提出するものです。

 

２【訂正事項】

１．本吸収分割

（１）本吸収分割の相手会社に関する事項

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

（３）吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

③その他の吸収分割契約の内容

ア. 本吸収分割の日程

（５）吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、

総資産の額及び事業の内容

２．特定子会社の異動（その１）

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

（２）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する

割合

①当社所有に係る特定子会社の議決権の数

３．特定子会社の異動（その２）

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

（株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬの異動）

（２）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する

割合

（株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬの異動）

①当社所有に係る特定子会社の議決権の数
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３【訂正内容】

訂正箇所は、下線を付して表示しています。

 

（訂正前）

１．本吸収分割

（１）本吸収分割の相手会社に関する事項

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬ（平成29年５月設立予定）

本店の所在地 静岡県湖西市新居町内山1558番地（予定）

代表者の氏名 代表取締役社長　岩石　徹（予定）

資本金の額 未定

純資産の額 未定

総資産の額 未定

事業の内容 シート部品の製造及び販売

 

　②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

　　平成29年５月に設立予定であるため、該当事項はありません。

 

　③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称 富士機工株式会社（予定）

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100％（予定）

 

　④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当社（提出会社）の100％出資の子会社として設立される予定です。

人的関係
当社の取締役３名が、承継会社の取締役を兼務する予定です。また当社の執行役員

１名が、承継会社の監査役を兼務する予定です。

取引関係
本吸収分割以降、一定の期間、当社から承継会社に対してその事業運営に関するサ

ポート・サービスを提供するなど、一定の取引関係が生じる予定です。

 

＜中略＞

 

（３）吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

 

＜中略＞

 

　③その他の吸収分割契約の内容

ア. 本吸収分割の日程

　　　本件取引承認取締役会　　　　　　平成29年４月28日

　　　承継会社の設立　　　　　　　　　平成29年５月中旬（予定）

　　　吸収分割契約承認取締役会　　　　平成29年５月30日（予定）

　　　吸収分割契約締結日　　　　　　　平成29年５月30日（予定）

　　　吸収分割契約承認株主総会　　　　平成29年６月21日（予定）

　　　吸収分割効力発生日　　　　　　　平成29年10月１日（予定）

 

＜中略＞
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（５）吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、

総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬ（平成29年５月設立予定）

本店の所在地 静岡県湖西市新居町内山1558番地（予定）

代表者の氏名 代表取締役社長　岩石　徹（予定）

資本金の額 未定

純資産の額 未定

総資産の額 未定

事業の内容 シート部品の製造及び販売

 

２．特定子会社の異動（その１）

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

名称 株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬ（平成29年５月設立予定）

住所 静岡県湖西市新居町内山1558番地（予定）

代表者の氏名 代表取締役社長　岩石　徹（予定）

資本金の額 未定

事業の内容 シート部品の製造及び販売

 

（２）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する

割合

①当社所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前： － 個

異動後：未定

 

＜中略＞

 

３．特定子会社の異動（その２）

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

　（株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬの異動）

名称 株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬ（平成29年５月設立予定）

住所 静岡県湖西市新居町内山1558番地（予定）

代表者の氏名 代表取締役社長　岩石　徹（予定）

資本金の額 未定

事業の内容 シート部品の製造及び販売

 

　＜中略＞

 

（２）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する

割合

（株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬの異動）

①当社所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前：未定

異動後： － 個

 

＜後略＞
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（訂正後）

１．本吸収分割

（１）本吸収分割の相手会社に関する事項

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬ

本店の所在地 静岡県湖西市新居町内山1558番地

代表者の氏名 代表取締役社長　岩石　徹

資本金の額 100,000円

純資産の額 100,000円

総資産の額 100,000円

事業の内容 シート部品の製造及び販売

 

　②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

　　平成29年５月17日に設立されたため、該当事項はありません。

 

　③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称 富士機工株式会社

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100％

 

　④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当社（提出会社）の100％出資の子会社です。

人的関係
当社の取締役３名が、承継会社の取締役を兼務しております。また当社の執行役員

１名が、承継会社の監査役を兼務しております。

取引関係
本吸収分割以降、一定の期間、当社から承継会社に対してその事業運営に関するサ

ポート・サービスを提供するなど、一定の取引関係が生じる予定です。

 

＜中略＞

 

（３）吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

 

＜中略＞

 

　③その他の吸収分割契約の内容

ア. 本吸収分割の日程

　　　本件取引承認取締役会　　　　　　平成29年４月28日

　　　承継会社の設立　　　　　　　　　平成29年５月17日

　　　吸収分割契約承認取締役会　　　　平成29年５月30日

　　　吸収分割契約締結日　　　　　　　平成29年５月30日

　　　吸収分割契約承認株主総会　　　　平成29年６月21日（予定）

　　　吸収分割効力発生日　　　　　　　平成29年10月１日（予定）

 

＜中略＞
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（５）吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、

総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬ

本店の所在地 静岡県湖西市新居町内山1558番地

代表者の氏名 代表取締役社長　岩石　徹

資本金の額 100,000円

純資産の額 100,000円

総資産の額 100,000円

事業の内容 シート部品の製造及び販売

 

２．特定子会社の異動（その１）

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

名称 株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬ

住所 静岡県湖西市新居町内山1558番地

代表者の氏名 代表取締役社長　岩石　徹

資本金の額 100,000円

事業の内容 シート部品の製造及び販売

 

（２）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する

割合

①当社所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前： － 個

異動後： 200個

 

＜中略＞

 

３．特定子会社の異動（その２）

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

　（株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬの異動）

名称 株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬ

住所 静岡県湖西市新居町内山1558番地

代表者の氏名 代表取締役社長　岩石　徹

資本金の額 100,000円

事業の内容 シート部品の製造及び販売

 

　＜中略＞

 

（２）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する

割合

（株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬの異動）

①当社所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前： 200個

異動後： － 個

 

＜後略＞
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