
平成 19 年 2 月 7 日 
各    位 

会 社 名       軽 貨 急 配 株 式 会 社 
代 表 者 名       代表取締役社長 西原 克敏 
（コ ード番 号       ：９３７４  大証第２部） 

問 合 せ 先       専務取締役 谷中 譲 
Ｔ Ｅ Ｌ ０６－６９０７－５３８９ 

 
定款一部変更に関するお知らせ  

 
当社は、平成19年2月7日開催の取締役会において、平成19年2月23日に開催を予定している臨

時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたの

でお知らせいたします。 
 

記 
１． 変更理由 

① 第４号議案におきまして株式併合に伴い、１投資単位の額を変更せずに10株＝１投資単

位へと移行を行うものです。 
② 当社グループを取り巻く事業環境の多様化が進むなか、当社は経営の効率化、機動性を

発揮し、グループ全体の企業価値を高め、総合物流アウトソーサーとして運送事業の拡

大に邁進していきたいと考えております。その施策として、第５号議案におきまして、

会社分割による100％子会社の新設及び同子会社への事業の承継を提案させていただ

いております。これによる当社の純粋持株会社に伴い、現行定款第１条(商号) の変更

を行うものであります。 
③ 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、将来の事業展開の多様化に

備えるため、現行定款第２条(目的) について、変更を行うものであります。 
④ Ⅳ種種類株式及びⅤ種種類株式が全て普通株式を対価として取得されたことに伴い定

款変更を行うものです。 
⑤ 代表取締役及び役付取締役の追加を行うものであります。 

 
２． 変更内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 
なお、第１条(商号) 及び第２条(目的) の変更に関しましては、本株主総会の第５号議案の

承認可決を条件として、平成19年４月１日をもってその効力を発生させることにいたしたい

と存じます。また第７条(単元株式数)の変更に関しましては、本株主総会の第４号議案の承

認可決を条件として、平成19年4月1日をもって効力を発生させることにいたしたいと存じま

す。 
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本報道発表文は、「定款の一部の変更」に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似
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３． 日程予定 
  株主総会開催日           平成19年2月23日（金曜日） 

定款変更の効力発生日        平成19年4月1日（日曜日） 

以上 
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別 紙 

(下線は変更部分を示します｡) 

現行定款 変更案 

（商号） （商号） 

第1条 当会社は、軽貨急配株式会社と称

し、英文ではKeika Express Co., 

Ltd.と表示する。 

第１条 当会社は、トラステックスホールディ

ングス株式会社と称し、英文では

TrustexHoldings,Inc.と表示する。 

（目的） （目的） 

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 
(以下略) 

第2条 当会社は、次の事業を営むこと、並び

に、次の事業を営む会社及びこれに相

当する業務を営む外国会社の株式を

所有することにより、当該会社の事業

活動を支配・管理することを目的とす

る。 

(以下略) 

（単元株式） （単元株式） 

第7条 当会社の単元株式数は、普通株式、

Ⅳ種種類株式、Ⅴ種種類株式及びⅥ

種種類株式それぞれにつき100株
とする。 

第7条 当会社の単元株式数は、普通株式につ

き10株、Ⅳ種種類株式、Ⅴ種種類株式

及びⅥ種種類株式につき100株とす

る。 

（Ⅳ種種類株式） (削除) 

第12条の2 当会社の発行するⅣ種種類株式の

内容は、次のとおりとする｡ 

1. 当会社は、Ⅳ種種類株式を有す

る株主（以下「Ⅳ種種類株主」

という｡）またはⅣ種種類株式

の登録株式質権者（以下「Ⅳ種

種類登録株式質権者」という｡）

に対しては、剰余金の配当を行

わない｡ 

2. 当会社の残余財産を分配する

ときは、Ⅳ種種類株主またはⅣ

種種類登録株式質権者に対し、

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、Ⅳ種種類株式

１株につき10,000円（ただし、

Ⅳ種種類株式について株式分

割、併合その他調整が合理的に

必要とされる事由が発生した

場合には、当会社取締役会によ

り合理的に調整された額とす

る｡）を支払う。Ⅳ種種類株主

またはⅣ種種類登録株式質権

者に対しては、上記のほか残余

財産の分配は行わない。 
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現行定款 変更案 

 3．Ⅳ種種類株主は、下記に定める

場合を除き、株主総会において

議決権を有しない｡ 

当会社は、次の各号の決議につ

き、法令または当会社の定款に

より要求される株主総会または

取締役会による決議のほか、Ⅳ

種種類株主の種類株主総会（Ⅳ

種種類株式が発行されかつ残存

している場合に限る｡）の特別決

議をも要する｡ 

記 
① 会社分割（新設分割または吸

収分割） 

② 合併 

③ 事業の全部または重要な一

部の譲渡 

④ 株式交換または株式移転 

 

4. Ⅳ種種類株式を譲渡により第三

者が取得するときは、当会社取

締役会の承認を要するものとす

る。但し、リーマン・ブラザー

ズ・コマーシャル・コーポレー

ション・アジア・リミテッドか

らリーマン・ブラザーズ・アジ

ア・キャピタル・カンパニーへ

の譲渡については予めこれを承

認する。 

5．Ⅳ種種類株主は、発行に際して

株主総会決議で定める取得を請

求し得べき期間（以下、本条に

おいて「行使請求期間」という｡）

中、発行に際して株主総会決議

で定める取得の条件で、当会社

に対して、当会社の普通株式を

対価としてⅣ種種類株式の取得

を請求（以下、本条において｢取

得請求｣という｡｣することがで

きる｡ 
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現行定款 変更案 

 6．当会社は、行使請求期間中に取

得請求がなかったⅣ種種類株式

を、同期間の末日の翌日をもっ

て、Ⅳ種種類株式の払込金額相

当額を同期間末日において適用

のある普通株式を取得するため

の普通株式１株当りのⅣ種種類

株式の払込金額で除して得られ

る数の普通株式を対価として取

得する。但し、発行株式数の算

出に当って１株未満の端数が生

じたときは、これを切り捨てる｡

7．当会社は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、Ⅳ種種類株式

について株式の併合若しくは分

割、株式無償割当てまたは新株

予約権無償割当てを行わない｡ 

8. 当会社は、Ⅳ種種類株主に対し、

募集株式の割当てを受ける権利

または募集新株予約権の割当て

を受ける権利を与えない｡ 

  

（Ⅴ種種類株式） (削除) 

第12条の3 当会社の発行するⅤ種種類株式の

内容は、次のとおりとする｡ 

1. 当会社は、Ⅴ種種類株式を有する

株主（ 以下「Ⅴ 種種類株主」と

いう｡）またはⅤ種種類株式の登

録株式質権者（以下「Ⅴ種種類登

録株式質権者」という｡）に対し

ては、剰余金の配当を行わない 

2. 当会社の残余財産を分配すると

きは、Ⅴ種種類株主またはⅤ種

種類登録株式質権者に対し、普

通株主または普通登録株式質権

者に先立ち、Ⅴ種種類株式１株

につき10,000円（ただし、Ⅴ種

種類株式について株式分割、併

合その他調整が合理的に必要と

される事由が発生した場合に

は、当会社取締役会により合理

的に調整された額とする｡）を支

払う。Ⅴ種種類株主またはⅤ種

種類登録株式質権者に対して

は、上記のほか残余財産の分配

は行わない｡ 

 

 

  



現行定款 変更案 

 3. Ⅴ種種類株主は、下記に定める

場合を除き、株主総会において

議決権を有しない｡ 

当会社は、次の各号の決議につ

き、法令または当会社の定款に

より要求される株主総会または

取締役会による決議のほか、Ⅴ

種種類株主の種類株主総会（Ⅴ

種種類株式が発行されかつ残存

している場合に限る｡）の特別決

議をも要する｡ 

記 
① 会社分割（新設分割または吸

収分割） 

② 合併 

③ 事業の全部または重要な一

部の譲渡 

④ 株式交換または株式移転 

4. Ⅴ種種類株式を譲渡により第三

者が取得するときは、当会社取

締役会の承認を要するものとす

る。但し、リーマン・ブラザー

ズ・コマーシャル・コーポレー

ション・アジア・リミテッドか

らリーマン・ブラザーズ・アジ

ア・キャピタル・カンパニーへ

の譲渡については予めこれを承

認する｡ 

5. Ⅴ種種類株主は、発行に際して

株主総会決議で定める取得を請

求し得べき期間（以下本条にお

いて「行使請求期間」という｡）

中、発行に際して株主総会決議

で定める取得の条件で、当会社

に対して、当会社の普通株式を

対価としてⅤ種種類株式の取得

を請求（以下本条において「取

得請求」という｡）することがで

きる｡ 
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現行定款 変更案 

 6. 当会社は、行使請求期間中に取得

請求がなかったⅤ種種類株式を、

同期間の末日の翌日をもって、Ⅴ

種種類株式の払込金額相当額を同

期間末日において適用のある普通

株式を取得するための普通株式１

株当りのⅤ種種類株式の払込金額

で除して得られる数の普通株式を

対価として取得する。但し、発行

株式数の算出に当って１株未満の

端数が生じたときは、これを切り

捨てる｡ 

7. 当会社は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、Ⅴ種種類株式につ

いて株式の併合若しくは分割、株

式無償割当てまたは新株予約権無

償割当てを行わない｡ 

8. 当会社は、Ⅴ種種類株主に対し、

募集株式の割当てを受ける権利ま

たは募集新株予約権の割当てを受

ける権利を与えない｡ 

  

(Ⅵ種種類株式) (Ⅵ種種類株式) 

第12条の４ （以下略） 第12条の２ 

 

（以下略） 

(優先順位) (削除) 

第12条の５ Ⅳ種種類株式、Ⅴ種種類株式およびⅥ

種種類株式の残余財産の支払順位は､

同順位とする｡ 

  

(取締役の員数) (取締役の員数) 

第21条 当社の取締役は、８名以内とする。 第21条 当社の取締役は、10名以内とする。 

(代表取締役および役付取締役) (代表取締役および役付取締役) 

第24条 

 

② 

 

③ 

当会社は、取締役会の決議によって、

代表取締役を選定する。 

代表取締役は当会社を代表し、当会社

の業務を執行する。 

取締役会は、その決議によって、取締

役社長１名を選定し、取締役会長１

名、取締役副社長、専務取締役、常務

取締役各若干名を選定することがで

きる。 

第24条 

②

③

当会社は、取締役会の決議によって、

代表取締役を選定する。 

代表取締役は当会社を代表し、当会社

の業務を執行する。 

取締役会は、その決議によって、取締

役社長１名を選定し、取締役会長１ 

名、取締役副会長１名､取締役副社 

長、専務取締役、常務取締役各若干名

を選定することができる。 
 


