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平成19年4月5日 
各 位 
                       会 社 名 サンテレホン株式会社 

代表者の役職氏名 取締役社長 山西 啓司 
（ｺｰﾄﾞ番号8083 東証第一部 大証第一部） 
問合せ先 総務部長 水口 要人 

（TEL.０３－３６６５－１５６０） 
 

当社の完全子会社化のための定款一部変更等及び 
全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ 

 
 当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり、当社定款の一部変更及び当社に

よる当社の全部取得条項付普通株式（下記において定義します。）の全部の取得について、平

成19年４月23日開催予定の臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会に付議すること
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 
Ⅰ．当社の完全子会社化のための当社定款の一部変更（定款一部変更の件 A及び B） 
 
１．定款一部変更の件A 
 
(1) 変更の理由 

 
平成19年２月21日付当社プレスリリース「臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総
会招集のための基準日設定に関するお知らせ」等にて報告申しあげておりますとおり、JIP-I
株式会社（以下「JIP-I」といいます。）は、平成18年12月21日から当社普通株式に対し公開
買付けを行い、平成19年３月２日（決済日）をもって、当社普通株式30,245,201株（議決権を
行使することができる株主の議決権の数に対する所有割合：96.96％（平成18年12月31日現在
における議決権の数31,193個で除して算出しています。）を保有するに至っております。 
当社は、当社が中長期的かつ持続的な成長を実現するためには、リース事業においては、経

済環境の変化等へ対応すべく事業体制の再構築が必要であり、また、情報通信事業においては、

新商品群の拡充やより高付加価値事業への先行投資等の柔軟かつ大胆な施策を実行していく必

要があると考えております。かかる状況下において、短期的な業績向上と中長期的な企業価値

向上を同時に追求して経営を行うことは、当社の安定的かつ継続的な成長を制約するものと考

えております。そこで、当社は、日本産業パートナーズ株式会社及びBain Capital Partners LLC
を中核安定株主としてかかる経営戦略を実行することが不可欠であると判断し、当社の上場を

廃止してJIP-Iの完全子会社となることが最良であるとの結論に至りました。 
 
以上をふまえ、当社では、以下の方法により当社がJIP-Iの完全子会社となることといたしま
した（以下総称して「本定款一部変更等」といいます。）。 
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① 当社定款の一部を変更し、種類株式を発行する旨の定めを新設します。 
② 上記①による変更後の当社定款の一部を変更し、当社普通株式に、当社が株主総会

の決議によってその全部を取得する全部取得条項（以下「全部取得条項」といいま

す。）を付す旨の定めを新設します。なお、全部取得条項が付された後の当社普通

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条ならびに上記①及び②による変更後の定款に基づき、株主総会の決

議によって、株主様（当社を除きます。）から当社の全部取得条項付普通株式全て

を取得し、当該取得と引換えに、当社は、各株主様に対して、取得対価として当社

種類株式を交付します。この際JIP-I以外の各株主様に対して割当てられる当社の種
類株式の数は、１株未満の端数となる予定です。 

 
定款一部変更の件Aは、本定款一部変更等のうち①を実施するものであります。 
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）、上記①は、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上記②を行う前提として、当社が種類株式発行会社とな

るため、種類株式を発行する旨の定めを新設するものであります。かかる種類株式としては、

以下の内容のＡ種種類株式を設けることとしております。なお、下記Ⅱ．「全部取得条項付普

通株式の取得」でご説明申しあげますとおり、上記③における全部取得条項付普通株式の取得

対価はＡ種種類株式としております。 
会社法第171条ならびに上記①及び②による変更後の当社定款の定めに従って当社が株主総
会の決議によって全部取得条項付普通株式の全部を取得した場合（すなわち、本定款一部変更

等を実施した場合）、上記のとおり、JIP-I以外の各株主様に対して取得対価として割当てられ
る当社Ａ種種類株式は、１株未満の端数となる予定です。株主様に対するＡ種種類株式の割当

ての結果生じる１株未満の端数につきましては、その合計数（ただし、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。）

に相当する株式は、会社法第234条の定めに従ってこれを売却し、その売却により得られた代
金をその端数に応じて株主様に交付します。かかる売却手続に関し、当社では、会社法第234
条第２項の規定に基づき裁判所の許可を得て当社Ａ種種類株式をJIP-Iに対して売却すること
を予定しております。この場合の当社Ａ種種類株式の売却金額につきましては、必要となる裁

判所の許可が予定通り得られた場合には、各株主様が保有する当社普通株式数に1,120円（JIP-I
が当社普通株式に対して公開買付けを行った際における買付価格）を乗じた金額に相当する金

銭を各株主様に交付できるような価格に設定することを予定しておりますが、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などにおいては、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Aは、本定款一部変更等の①として、当社が種類株式発行会社となるとと
もに、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を定めるため、Ａ種種類株

式についての規定を設けるほか、所要の変更を行うものであります。 
また、定款第８条におきましては、これまで当社は、事務負担の軽減を図るため、1,000株を
単元株式数として規定していたところ、同第８条は、当社普通株式に単元株式数を定めるもの

であるため（定款一部変更の件Aで設けられるＡ種種類株式には単元株式数を定めません。）、
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その趣旨を明確にするために所要の変更をするものであります。 
 

(2) 変更の内容 
変更の内容は、以下のとおりであります。 
 （下線を付した部分は変更箇所）  

現 行 定 款 変 更 案 

第６条 (発行可能株式総数) 第６条 (発行可能株式総数) 

当会社の発行可能株式総数は１億株とする。 当会社の発行可能株式総数は１億株とし、こ

のうち普通株式は99,999,900株、Ａ種種類株

式は100株とする。 
 
第６条の２ (Ａ種種類株式） 

(新設) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
第８条 (単元株式数) 

当会社は、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10億6,400万円（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８条 (単元株式数) 

当会社の１単元の株式数は、1,000株とする。 
 
 
第９条 (株券の発行） 

当会社の普通株式の単元株式数は、1,000株と
する。 
 

第９条 (株券の発行) 

当会社は株式に係る株券を発行する。 
 
2          (条文省略) 

当会社は全ての種類の株式に係る株券を発行
する。 

2         (現行どおり) 

 
 
(新設) 

 
第19条の２ (種類株主総会) 

第16条、第18条及び第19条の規定は、種類株
主総会についてこれを準用する。 

 2 第17条第１項の規定は、会社法第324条第１
項の規定による種類株主総会の決議にこれ
を準用する。 

3 第17条第２項の規定は、会社法第324条第２
項の規定による種類株主総会の決議にこれ
を準用する。 

 
２．定款一部変更の件B 
 
(1) 変更の理由 
 
定款一部変更の件Aでご説明申しあげておりますとおり、当社は、当社が中長期的かつ持続
的な成長を実現するためには、当社がJIP-Iの完全子会社となることが最良であると考えており
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ます。 
定款一部変更の件Bは、本定款一部変更等のうち②として、定款一部変更の件Aによる変更後
の定款の一部を変更し、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を新設するものであります。定款一部変更の件Bが承認された場合には、当社普通株
式は全て全部取得条項付普通株式となります。 
また、本定款一部変更等の②の後、株主総会の決議によって当社は株主様（当社を除きます。）

から全部取得条項付普通株式を取得しますが（本定款一部変更等の③）、当該取得と引換えに

当社が株主様に交付する取得対価は、定款一部変更の件A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株につき株主様に交付するＡ種種類株

式の数は、JIP-I以外の各株主様に対して当社が交付するＡ種種類株式の数が１株未満の端数と
なるように、95万分の１株としております。 
なお、定款一部変更の件Bに係る定款変更の効力発生日は、平成19年５月30日といたします。 

 
(2) 変更の内容 
 
変更の内容は以下のとおりでありますが、定款一部変更の件Aの変更案による変更後の定款
の規定を追加変更するものであります。なお、定款一部変更の件Bにかかる定款変更の効力発
生は、定款一部変更の件Aのご承認が得られること及び普通株主様による種類株主総会におい
て定款一部変更の件Bの追加変更案と同内容の変更案の議案のご承認が得られることを条件と
いたします。 

 （下線を付した部分は変更箇所）  
定款一部変更の件Aによる変更後の定款 追 加 変 更 案 

 第６条の３ (全部取得条項) 

(新設) 当会社が発行する普通株式は、当会社が株主

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95万分

の１株の割合をもって交付する。 

 
３．定款一部変更の件A及びBに関する日程の概略（予定） 
 
上記定款一部変更の件A及びBに関する日程の概略（予定）は以下のとおりです。 

 
臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会開催日  
 平成19年4月23日（月） 
定款一部変更の件Aの効力発生日 平成19年4月23日（月） 
定款一部変更の件Bの効力発生日 平成19年5月30日（水） 
 

Ⅱ．全部取得条項付普通株式の取得 
 
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 
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上記定款一部変更の件Aでご説明申しあげておりますとおり、当社は、当社が中長期的かつ
持続的な成長を実現するためには、当社がJIP-Iの完全子会社となることが最良であると考えて
おります。 
全部取得条項付普通株式の取得は、本定款一部変更等のうち③として、会社法第171条なら
びに定款一部変更の件A及び定款一部変更の件Bによる変更後の定款に基づき、株主総会の決議
によって、当社が株主様（当社を除きます。）から全部取得条項付普通株式を取得し、当該取

得と引換えに以下に定めるとおり、株主様に対し取得対価を交付するものであります。 
定款一部変更の件Bにより変更後の定款の規定に基づき、上記の取得対価としては、定款一
部変更の件A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、全部取得条項付普通株
式1株につき交付されるＡ種種類株式の数は95万分の１株とさせていただいております。この
結果、JIP-I以外の各株主様に対して取得対価として割当てられる当社Ａ種種類株式の数は、１
株未満の端数となる予定であり、このように割当てられるＡ種種類株式の数が１株未満の端数

となる株主様に関しましては、会社法第234条の定めに従って以下のとおりの１株未満の端数
処理がなされ、最終的には現金が交付されることになります。 
当社では、全部取得条項付普通株式の取得の件が承認された場合に、株主様に割当てられる

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、会社法第234条第２項に基づく裁判所の許可を得た上で、JIP-Iに対して売却することを
予定しております。この場合の当社Ａ種種類株式の売却金額につきましては、必要となる裁判

所の許可が予定通り得られる場合には、各株主様が保有する当社普通株式数に1,120円（JIP-I
が当社普通株式に対して公開買付けを行った際の買付価格）を乗じた金額に相当する金銭を各

株主様に対して交付できるような価格に設定することを予定しておりますが、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などにおいては、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 
 
(1) 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条ならびに定款一部変更の件A及び定款一部変更の件Bによる変更後の定款の
規定に基づき、全部取得条項付普通株式の取得と引換えに、取得日（下記(2)において定めます。）
において、取得日の前日の最終の当社の株主名簿（実質株主名簿を含みます。）に記載または

記録された全部取得条項付普通株式の株主様（当社を除きます。）に対して、その所有する全

部取得条項付普通株式１株につき、Ａ種種類株式を95万分の１株の割合をもって交付します。 
 

(2) 取得日 
平成19年5月30日といたします。 
 

(3) その他 
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本議案に定める全部取得条項付普通株式の取得は、定款一部変更の件Bに定める定款変更の
効力が生ずることを条件として、効力が生ずるものとします。なお、その他の必要事項につき

ましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。 
 
Ⅲ．本定款一部変更等の日程の概要（予定） 
 
臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集に関する取

締役会決議 
平成19年4月5日（木） 

臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会開催 4月23日（月） 
株券提出手続の開始日 
（株券提出公告及び株主・登録株式質権者への通知送付） 4月24日（火） 

整理ポストへの割当て 4月24日（火） 
当社普通株式にかかる株券の売買最終日 5月23日（水） 
当社普通株式にかかる株券の上場廃止日 5月24日（木） 
全部取得条項付普通株式全部の取得及び株式交付の基準日 5月29日（火） 
株券提出の期限 5月30日（水） 
全部取得条項付普通株式全部の取得及び株式交付の効力発生日 5月30日（水） 
 
Ⅳ．社外取締役及び社外監査役の責任免除にかかる定款一部変更の件 
 
１．変更の理由 
(1) 社外取締役及び社外監査役の責任免除にかかる定款一部変更の件は、現行定款の一部を変
更し、社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を充分に発揮できるようにするとと

もに、有能な人材を招聘するため、変更案第29条（社外取締役の責任免除）及び第37条（社
外監査役の責任免除）を新設するものであります。なお、変更案第29条の定款変更の議案の
提出につきましては、監査役全員の同意を得ております。 

(2) 上記変更に伴う条数の繰り下げ等の変更を行うものであります。 
 
２．変更の内容 
変更の内容は以下のとおりであります。 
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 （下線を付した部分は変更箇所）  
現 行 定 款 変 更 案 

 第29条 (社外取締役の責任免除) 

(新設) 当会社は、会社法第427条第１項の規定によ

り、社外取締役との間に、任務を怠ったこと

による損害賠償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該契約に基づ

く責任の限度額は、法令が規定する額とす

る。 

第29条 第30条 

～        (条文省略) ～      (現行どおり) 
第35条 第36条 

 第37条 (社外監査役の責任免除) 

(新設) 当会社は、会社法第427条第１項の規定によ

り、社外監査役との間に、任務を怠ったこと

による損害賠償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該契約に基づ

く責任の限度額は、法令が規定する額とす

る。 

第36条 第38条 

～        (条文省略) ～      (現行どおり) 
第42条 第44条 

 
３．日程 
 

定款変更のための臨時株主総会開催日 平成19年4月23日（月） 
定款変更の効力発生日 平成19年4月23日（月） 

 
以 上 

 
 


