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平成 19年 5月 18日 

各 位 

                                  会 社 名：   サンスター株式会社 

                                    代表者名：代表取締役会長 金田博夫 

（コード  ４９１３   大証第一部） 

                                    問合せ先：取締役 財務担当 中川則人 

                                        TEL．（072）682-4645 

 

全部取得条項付株式および取得条項付株式の発行のための定款一部変更ならびに 

その取得に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 19年 5月 17日開催の取締役会において、全部取得条項付株式および取得条項付

株式の発行のための当社定款の一部変更および当社による全部取得条項付株式の全部の取得につ

いて、平成 19年 6月 25日開催予定の定時株主総会および普通株主による種類株主総会に付議す

ることを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ.定款一部変更の件（１）および（２） 

１．定款一部変更の件（１） 

（１）変更の理由 

  当社の親会社であるＳＳＡ株式会社（以下「ＳＳＡ」といいます。）は、平成 19年 2月 14日

付の、当社による「当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」等にてご報告

申しあげておりますとおり、当社の株主を少数に限定して、経営陣と従業員が一体となって取

り組む「全員一体の経営」体制を採用し、より迅速かつ柔軟に当社の経営の抜本的な改革を進

めることができるよう、ＳＳＡ、ＳＴＡＲＬＥＣＳ株式会社（以下「ＳＬＪ」といいます。）お

よびサンスター従業員持株会（以下「従業員持株会」といいます。）が、当社の発行済全株式（自

己株式を除きます。）を取得することを企図しております。 

当社も、スイスにグループ経営機能の中核となる事業統括管理会社を設置し、その上で資本

関係の再構築とガバナンス体制の整備により、グローバルな経営体制を構築する等の国境を越

えた事業の抜本的な再構築を、短期的な業績変動に左右されることなく、迅速かつ柔軟に進め

るためには、当社の株主をＳＳＡ、ＳＬＪおよび従業員持株会に限定して、経営陣と従業員が

一体となって取り組む「全員一体の経営」体制を採用することが望ましいと考えております。 

具体的には、以下①から④の方法（以下、総称して「本定款一部変更等」といいます。）を行

なうことといたしました。 
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①当社定款の一部を変更し、取締役会の決議により別に定める日の到来をもって、当社がそ

の全部または一部を取得することができる取得条項付種類株式（以下「取得条項付株式」

といいます。）を発行する旨の定めを新設いたします。なお、取得条項付株式の取得の内容

としては、その一部を取得する場合には、4,500,000株未満の取得条項付株式を保有する株

主から、取得条項付株式１株あたり 650 円の金銭を対価にて取得する旨を定めるものとし

ます。 

②上記①による変更後の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。（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。）なお、全部取得条項付普通株式の内容としては、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する場合において、全部取得条項付

普通株式１株と引換えに、上記①による取得条項付株式１株を交付する旨を定めるものと

します。 

③会社法第 171 条にもとづき、株主総会の特別決議によって、全部取得条項付普通株式のす

べてを取得し、上記①および②による変更後の定款の定めに従い、全部取得条項付普通株

式１株と引換えに、取得条項付株式１株を交付します。 

④上記①および②による変更後の定款の定めに従い、取締役会の決議により別に定める日の

到来をもって、4,500,000株未満の取得条項付株式を保有する株主から同株主が保有するす

べての取得条項付株式を取得し、取得条項付株式１株と引換えに、金 650円を交付します。 

 

 定款一部変更の件（１）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、全部取得条項付種類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）、本定款一部変更等の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本定款一部変更等の②を行なう前提として、

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、定款変更案第６条の２の内容の第Ⅰ種種類株式を設けること

としており、その内容としては、4,500,000株未満の第Ⅰ種種類株式を保有する株主から、そ

の保有するすべての第Ⅰ種種類株式を、１株あたり 650 円の金銭を対価にて取得する旨の取

得条項を付した種類株式としております。なお、下記Ⅱ．「全部取得条項付普通株式の取得」

に記載のとおり、本定款一部変更等の③における全部取得条項付普通株式の取得の対価は第

Ⅰ種種類株式としております。 

 定款一部変更の件（１）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第Ⅰ種種類株式についての

規定を設けるほか、所要の変更を行なうものであります。 

 なお、定款一部変更の件（１）にかかる定款変更は、定款一部変更の件（１）が当社株主

総会において承認可決された時点で効力を生じるものとします。 
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（２）変更の内容 

  変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部は変更部分） 

現行定款 定款一部変更の件（１）にかかる変更案 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は 2 億

3,500 万株とする 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は 2 億

3,500 万株とし、このうち普通株式

は 1 億 1,750 万株、第Ⅰ種種類株式

は 1 億 1,750 万株とする 

（新設） （第Ⅰ種種類株式） 

第６条の２ 当会社は、取締役会の決議によ

り別に定める日（以下「取得日」と

いう。）の到来をもって、会社法第

461 条に定める限度額を限度とし

て、第Ⅰ種種類株式の全部または一

部を取得することができる 

  ② 第Ⅰ種種類株式の一部取得の場合、

当会社は、取得日の前日の最終の株

主名簿に記載された第Ⅰ種種類株式

を有する株主（以下「第Ⅰ種種類株

主」という。）のうち、第Ⅰ種種類株

式 450 万株未満の第Ⅰ種種類株式を

有する第Ⅰ種種類株主から同第Ⅰ種

種類株主が有する第Ⅰ種種類株式の

全部を取得する 

  ③ 前二項に基づき、当会社が第Ⅰ種種

類株式を取得する場合、当会社は、

取得の対価として、第Ⅰ種種類株式

１株と引換えに、金 650 円を交付す

る 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行す

る 

② 前項の規定に関わらず、当会社は単

元未満株式に係る株券を発行しな

い。ただし、株式取扱規則に定める

ところについてはこの限りでない 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、すべての種類の株式に係

る株券を発行する 

② 前項の規定に関わらず、当会社は単

元未満株式に係る株券を発行しな

い。ただし、株式取扱規則に定める

ところについてはこの限りでない 
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（単元株式数） 

第９条 当会社の単元株式数は、1,000 株と

する 

（単元株式数） 

第９条 当会社の普通株式および第Ⅰ種種類

株式の単元株式数は、1,000 株とす

る 

（新設） （種類株主総会） 

第19条の２ 第15条ないし第17条および第

18 条第 1項の規定は、種類株主総会

にこれを準用する 

  ② 第 18 条第 2 項の規定は、会社法第

324 条第 2 項に定める種類株主総会

の決議にこれを準用する 

 

 

２．定款一部変更の件（２） 

（１）変更の理由 

  定款一部変更の件（１）に記載のように、当社は、国境を越えた事業の抜本的な再構築を、

短期的な業績変動に左右されることなく、迅速かつ柔軟に進めるためには、株主を少数に限定

し、経営陣と従業員が一体となって取り組む「全員一体の経営」体制を採用することが望まし

いと考えております。 

  定款一部変更の件（２）は、本定款一部変更等のうち②として、定款一部変更の件（１）に

よる変更後の定款の一部を変更し、当社の普通株式に全部取得条項を付すこと、および当該全

部取得条項に従い当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通株式の全部を取得す

る場合において、全部取得条項付普通株式１株と引換えに、定款一部変更の件（１）による定

款一部変更により定められた第Ⅰ種種類株式１株を交付する旨の定款の定めを設けるものであ

ります。 

  なお、定款一部変更の件（２）にかかる定款変更は、（ⅰ）定款一部変更の件（１）にかかる

定款変更の効力が生じること、（ⅱ）本定款一部変更等の③にかかる議案（全部取得条項付株式

の取得の件、詳細は下記Ⅱ．「全部取得条項付普通株式の取得」をご参照下さい。）が原案どお

り承認可決されること、および（ⅲ）普通株主による種類株主総会において定款の一部変更の

件（２）と同内容の変更案にかかる議案の承認が得られることを条件として、効力を生じるも

のであります。 

また、定款一部変更の件（２）にかかる定款変更の効力発生日は、平成 19年 8月 1日としま

す。 
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（２）変更の内容 

  変更の内容は次のとおりであり、定款一部変更の件（１）による変更後の定款を追加変更す

るものであります。 

（下線部は変更部分） 

定款一部変更の件（１）にかかる 

変更後の定款 

定款一部変更の件（２）にかかる 

変更案 

（新設） 

（普通株式） 

第６条の３ 当会社は、普通株式について、

株主総会の決議によりその全部を取

得することができる 

② 前項に基づき、当会社が普通株式を

取得する場合、当会社は、取得の対

価として、普通株式１株と引換えに、

第Ⅰ種種類株式１株を交付する 

 

 

 ３．定款一部変更の件（１）および（２）に関するスケジュールの概要 

  上記定款一部変更の件（１）および（２）に関するスケジュールの概略は以下のとおりです。 

 

定時株主総会および普通株主による種類株主総会の開催日 平成 19年６月 25日（月） 

定款一部変更の件（１）の効力発生日 平成 19年６月 25日（月） 

定款一部変更の件（２）の効力発生日 平成 19年８月 １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 

  上記定款一部変更の件（１）に記載のように、当社は、国境を越えた事業の抜本的な再構築

を、短期的な業績変動に左右されることなく、迅速かつ柔軟に進めるためには株主を少数に限

定し、経営陣と従業員が一体となって取り組む「全員一体の経営」体制を採用することが望ま

しいと考えております。 

  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 条にも

とづき、株主総会の特別決議によって、全部取得条項付普通株式のすべてを取得し、本定款一

部変更等の①および②による変更後の定款の定めに従い、全部取得条項付普通株式１株と引換

えに、第Ⅰ種種類株式１株を交付するものであります。この結果として、株主に対しては、保

有している全部取得条項付普通株式と同数の第Ⅰ種種類株式が交付されることになりますが、

本定款一部変更等の④のとおり、当社は、取締役会の決議により別に定める日の到来をもって、



 - 6 -

4,500,000株未満の第Ⅰ種種類株式を、保有する株主から、同株主が保有するすべての第Ⅰ種種

類株式を取得し、第Ⅰ種種類株式１株と引換えに、金 650 円を交付することになりますので、

ＳＳＡ、ＳＬＪおよび従業員持株会以外の株主においては、最終的には、第Ⅰ種種類株式の取

得にかかる基準日現在において保有する全部取得条項付普通株式数に、650 円を乗じた金銭が

交付されることとなります。なお、当該金銭の交付に際しては、第Ⅰ種種類株式の取得は税務

上自己株式の取得に該当することから、みなし配当金にかかる源泉所得額を控除して交付され

ることとなります。 

 

 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およびその割当に関する事項 

  当社は、当社の取得日（下記（２）において定めます。以下同様。）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

付普通株式の株主の有する全部取得条項付普通株式を取得し、本定款一部変更等の①および②

による変更後の定款の定めに従い、全部取得条項付普通株式１株と引換えに、第Ⅰ種種類株式

１株を交付します。 

 

（２）取得日 

  平成 19年 8月 1日とします。 

 

（３）その他 

  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（１）および（２）に

かかる定款変更の効力が生じることを条件として、効力が生じるものとします。なお、その他

の必要事項については、取締役会にて決定します。 

 

Ⅲ．第Ⅰ種種類株式の取得 

１．第Ⅰ種種類株式の取得の内容 

（１）第Ⅰ種種類株式の取得の条件となる事由および第Ⅰ種種類株式の取得と引換えに交付する

取得対価 

  第Ⅰ種種類株式は、本定款一部変更等の①および②による変更後の定款の定めに従い、取締

役会が別途定める日の到来をもって、取得の条件となる事由が生じるものとし、当社は、第Ⅰ

種種類株式を取得し、第Ⅰ種種類株式１株と引換えに、金 650 円を交付します。なお、取締役

会が別途定める日は、平成 19年 8月 17日を予定しております。 

 

（２）第Ⅰ種種類株式の一部を取得する場合の取得する株式の決定方法 

  当社は、本定款一部変更等①および②による変更後の定款の定めに従い、第Ⅰ種種類株式の

一部を取得する場合、4,500,000株未満の第Ⅰ種種類株式を保有する株主から同株主が保有する

第Ⅰ種種類株式の全部を取得するものとします。 
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Ⅳ．本定款一部変更等の日程の概要（予定） 

 

定時株主総会および普通株主による種類株主総会開催 平成 19年６月 25日（月）

株券提出手続の開始日 ６月 26日（火）

整理ポストへの割当て ６月 26日（火）

当社普通株式にかかる株券の売買最終日 ７月 25日（水）

当社普通株式にかかる株券の上場廃止日 ７月 26日（木）

全部取得条項付普通株式を取得する株主の基準日 ７月 31日（火）

株券提出の期限 ８月 １日（水）

全部取得条項付普通株式全部の取得の効力発生日および第Ⅰ種

種類株式交付の日 

８月 １日（水）

第Ⅰ種種類株式の取得に関する取締役会決議 ８月 １日（水）

第Ⅰ種種類株式を取得する株主の基準日 ８月 16日（木）

第Ⅰ種種類株式の取得日 ８月 17日（金）

 

 

 

以 上 

 


