
証券コード 7719
平成26年５月12日

株 主 各 位
東京都千代田区神田佐久間町一丁目９番地
(本社）神奈川県相模原市緑区三井315番地

株式会社 東 京 衡 機
代表取締役社長 山 本 勝 三

第108回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

　さて、当社第108回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご案内申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年５月26日（月曜日）午後

５時15分（株主総会日時の直前営業時間終了時）までに到着するようご返送いただき

たくお願い申し上げます。

敬 具

記

１. 日 時 平成26年５月27日（火曜日）午前10時

２. 場 所 東京都中央区日本橋室町一丁目５番５号 室町ちばぎん三井ビルディング５階

一般社団法人日本橋倶楽部 会議室

(昨年と場所が異なりますので、末尾「会場ご案内図」をご参照ください。）

３. 目的事項

報告事項 １．第108期（平成25年３月１日から平成26年２月28日まで）事業報告

の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件

２．第108期（平成25年３月１日から平成26年２月28日まで）計算書類

の内容報告の件

（次頁の「第108回定時株主総会の継続会の開催につきまして」をご確認ください。）

決議事項

第１号議案 取締役５名選任の件

第２号議案 監査役３名選任の件

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申し上げます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（http://www.tksnet.co.jp/）に掲載させていただきます。
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第108回定時株主総会の継続会の開催につきまして

当社は、平成26年4月16日付「平成26年2月期決算短信の発表の延期に関するお知ら

せ」にてお知らせしましたとおり、当連結会計年度である第108期（平成26年2月期）

の決算作業の過程で連結子会社における固定資産の減損損失の認識の判定および当社

個別財務諸表における当該連結子会社への投融資の評価等に関して会計上の見積りの

誤りがあったことが判明したことから、それらの事項について過年度に遡って会計処

理を訂正し、過年度の有価証券報告書、四半期報告書および決算短信等を訂正するこ

ととなり、当連結会計年度の期首残高の確定作業が遅れ、会計監査人による監査も未

了の状態であります。

　このため、当社は、平成26年5月27日開催の第108回定時株主総会招集ご通知に添付

すべき、事業報告、連結計算書類、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄

本）、計算書類、会計監査人の監査報告書（謄本）および監査役会の監査報告書（謄

本）の提供ができない状況となりました。

　そこで、以下の報告事項につきましては、第108回定時株主総会（以下「本定時株主

総会」といいます。）におきまして、別途継続会を開催し当該継続会においてご報告す

ることを株主の皆様にお諮りする予定であります。

報告事項 １．第108期（平成25年３月１日から平成26年２月28日まで）事業報告

の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件

２．第108期（平成25年３月１日から平成26年２月28日まで）計算書類

の内容報告の件

　当社といたしましては、今後当連結会計年度の決算作業を迅速かつ的確に取りまと

め、会計監査人および監査役会から監査報告を受領して取締役会決議を行い次第、速

やかに決算発表を行う所存であります。また、上記継続会の開催日時等につきまして

は、本定時株主総会において継続会の開催のご承認をいただいたうえで速やかに開催

ご通知をご案内させていただく予定であります。事業報告、連結計算書類、連結計算

書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）、計算書類、会計監査人の監査報告書（謄

本）および監査役会の監査報告書（謄本）の株主の皆様に対するご提供も、このご案

内に添付して行う予定です。

　なお、継続会は、本定時株主総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、

継続会にご出席いただける株主様は本定時株主総会において議決権を行使することが

できる株主様と同一となります。そこで、上記ご案内も、本定時株主総会において議

決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、この旨ご了承ください。

　上記の件につきまして、株主の皆様をはじめ関係各位に多大なるご迷惑とご心配を

おかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。
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株主総会参考書類

議案および参考事項

　 第１号議案　取締役５名選任の件

　本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（７名）が任期満了となりま
すので、経営陣の若返りと機動性の向上を図るため２名減員し、取締役５名
の選任をお願いいたしたいと存じます。

　 取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

１
山　本
やま もと

　勝
しょう

　三
ぞう

(昭和40年２月23日生)

昭和63年４月 ファーストボストン証券会社東京支店
(現クレディ・スイス証券㈱）入社

56,000株

平成10年６月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）
ポートフォリオマネージャー

平成14年６月 コメルツ証券会社東京支店
平成15年４月 みずほ証券㈱エレクトリック･トレ

ーディングデスクマネージャー
平成16年８月 ドイツ証券会社東京支店エクスキュー

ション･マーケティング部ディレクター
平成17年６月 ドリームテクノロジーズ㈱（現㈱ト

ライアイズ）代表取締役社長
平成19年５月 当社代表取締役社長
平成21年３月 当社代表取締役社長兼企画統制室長

兼執行役員民生品事業本部長
平成22年５月 当社代表取締役社長兼企画統制室長

現在に至る
(重要な兼職の状況)
㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長
瀋陽特可思木芸製品有限公司董事長
無錫三和塑料製品有限公司董事長
上海参和商事有限公司董事長
無錫特可思電器製造有限公司董事長
特可思（北京）進出口有限公司董事長

２
佐　藤　良　則
さ とう よし のり

(昭和28年９月７日生)

昭和52年４月 当社入社

41,000株

平成７年３月 当社試験機生産部長
平成16年５月 当社取締役試験機技術部門管掌
平成18年５月 当社執行役員内部統制管理室長
平成20年５月 当社執行役員試験機事業本部長兼内

部統制管理室長
平成22年２月 当社執行役員試験機事業本部長
平成22年５月 当社取締役兼執行役員試験機事業本部長
平成23年11月 当社取締役兼試験機製造部門担当執行役員

現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

３

川　松
かわ まつ

　 満
みつる

(昭和35年８月21日生)
※新任取締役候補者

昭和59年４月 当社入社

30,000株
平成15年４月 当社営業部長
平成17年５月 当社取締役
平成18年５月 当社試験機営業部門担当執行役員

現在に至る

４

平　田　
ひら た

真 一 郎
しん いち ろう

(昭和48年３月10日生)
※新任取締役候補者

平成８年４月 ㈱商工ファンド（平成14年に㈱ＳＦ
ＣＧに商号変更）入社

0株
平成17年９月 ㈱ＫＨＩ取締役

現在に至る
平成18年10月 ㈱ＳＦＣＧ取締役（平成21年１月退任）
平成25年８月 当社デバイス事業部長

現在に至る

５

石　川
いし かわ

　隆
りゅう

　一
いち

（昭和29年12月１日生）

※新任取締役候補者

昭和52年４月 ㈱ダイエー入社

0株

平成２年９月 ㈱ダイエーオーエムシー（現㈱セデ
ィナ）社長室副室長

平成５年９月 同社営業企画部長
平成11年９月 インテグレーション・マネジメント

㈱代表取締役社長
現在に至る

平成12年５月 ㈱シーファイブ取締役
平成12年５月 ㈱ネクステイジ代表取締役社長

現在に至る
平成12年７月 ㈱ビットアイル取締役
平成15年４月 ㈱プラン・ドゥ取締役

現在に至る
平成15年10月 ㈱ビットアイル監査役
平成17年６月 ㈱シーファイブ監査役

現在に至る

(注) 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はございません。
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　 第２号議案　監査役３名選任の件

　本定時株主総会終結の時をもって監査役細野幸男氏および管野善則氏が任
期満了となりますので、監査体制の強化を図るため１名増員し、監査役３名
の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査
役会の同意を得ております。

　 監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

１
管　野　善　則
かん の よし のり

(昭和25年６月12日生)

昭和57年４月 通産省入省、工業技術院名古屋工業
技術試験所研究員

0株

昭和61年10月 同所放射線部主任研究官
昭和62年４月 山梨大学教育学部（化学科）助教授
平成10年４月 同大学工学部（機械システム工学科）教授
平成15年４月 同大学大学院医学工学総合研究部医

工融合領域教授
平成18年４月 同大学大学院医学工学総合研究部医

工融合領域領域代表
平成20年４月 公立大学法人首都大学東京産業技術

大学院大学創造技術専攻教授
現在に至る

平成22年５月 当社監査役
現在に至る

２

遠　藤　栄　一
えん どう えい いち

(昭和29年２月12日生)
※新任監査役候補者

昭和51年４月 ㈱まるやま入社

2,000株

昭和57年７月 ㈱スズキ二輪入社
平成３年６月 ㈱東衡テスタック入社
平成10年11月 当社入社
平成16年４月 当社生産管理部長
平成22年11月 当社試験機事業本部副本部長（平成

23年11月本部制廃止に伴い同職廃
止）兼品質管理部長
現在に至る

３

藤　田　泰　三
ふじ た たい ぞう

(昭和27年10月６日生)
※新任監査役候補者

昭和55年５月 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン入社

0株

昭和63年５月 サークルケイ・ジャパン㈱（現㈱サ
ークルＫサンクス）入社

平成６年３月 同社商品第二部 商品部長
平成７年３月 同社三重運営部 運営部長
平成８年３月 同社営業企画室長
平成10年３月 同社商品第四部 商品部長
平成12年７月 ときめきドットコム㈱代表取締役社長
平成22年３月 ㈱サークルＫサンクス総務人事部付

副本部長（平成24年10月定年退職）
現在に至る

(注) 1. 各監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はございません。
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2. 会社法施行規則第76条第４項所定の社外監査役候補者に関する事項
①管野善則氏は、社外監査役候補者であります。

同氏を社外監査役候補者とした理由および職務を適切に遂行できると判断した理由は、大
学院の教授として専門的技術に関する事項を含め豊富な経験と学識を有し、技術者として
の独立した立場から合理的かつ適切に社外監査役の職務を遂行していただけるものと判断
したためであります。
なお、同氏の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年であ
ります。また、当社は社外監査役との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任の責任限度
額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しており、同氏
は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。本定時株主総会において同氏の
再任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。

②藤田泰三氏は、社外監査役候補者であります。
同氏を社外監査役候補者とした理由は、大手小売企業での長年のキャリアと企業経営者と
しての経験を有し、豊富な経験と幅広い知見を活かして独立した立場から合理的かつ適切
に社外監査役の職務を遂行していただけるものと判断したためであります。また、当社は
社外監査役との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任の責任限度額を同法第425条第１
項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しておりますが、藤田泰三氏が監査
役に就任された場合は、同氏と当該責任限定契約を締結する予定であります。

　
　 第３号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第
２項の規定に基づき、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、当該補欠監査役につきましては、監査役が法令の定める員数を欠くこ
とを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期とします。また、本決議
の効力は次期定時株主総会開催の時までとします。
　本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　 補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

江　田
え だ

　 巧
たくみ

(昭和７年１月10日生)

昭和25年４月 広島国税局入局

62,000株

昭和50年７月 国税庁長官官房総務課課長補佐
昭和54年７月 日本橋税務署副署長
平成元年７月 京橋税務署長
平成２年８月 江田巧税理士事務所所長

現在に至る
平成５年２月 当社監査役（平成24年５月退任）
(重要な兼職の状況)
江田巧税理士事務所所長

(注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はございません。
2. 会社法施行規則第76条第４項所定の社外監査役候補者に関する事項

江田巧氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏を補欠の社外監査役候補者とした
理由および職務を適切に遂行できると判断した理由は、税務・会計の専門家として豊富な
知識と見識を有し、当社社外監査役としても19年の実績を有することから、社外監査役の
職務を公正かつ適切に遂行できると判断したためであり、監査役退任後も法令の定める監
査役の員数を欠くことになる場合に備えて補欠監査役としてご協力いただくものでありま
す。なお、江田巧氏が監査役に就任された場合は、当社は同氏と会社法第423条第１項の損
害賠償責任の責任限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約
を締結する予定であります。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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東京メトロ銀座線

三越本店本館三井本館

日本橋三井タワー

中央通り

あじさい通り

銀座線「三越前」駅

COREDO室町3
室町ちばぎん

三井ビルディング

COREDO室町2
室町古河

三井ビルディング

COREDO室町
室町東

三井ビルディング
YUITO

YUITO 
ANNEX

半
蔵
門
線
「
三
越
前
」
駅

至日本橋至神田

仲通り

浮
世
小
路新

日
本
橋
駅

江
戸
桜
通
り

会 場 ご 案 内 図
　

東京都中央区日本橋室町一丁目５番５号

室町ちばぎん三井ビルディング ５階

一般社団法人日本橋倶楽部 会議室
電話 (03）3270－6661

　

　
（注） Ｂ１－５Ｆ行きエレベーターをご利用ください（エスカレーターは４階止まりとなります）。

　
交通機関のご案内

【地下鉄をご利用の場合】

東京メトロ 銀座線・半蔵門線 三 越 前 駅下車 Ａ４出口 横

【ＪＲをご利用の場合】

ＪＲ 総武線・横須賀線 新日本橋駅下車 徒歩６分

ＪＲ 山手線・中央線 神 田 駅下車 徒歩14分
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