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                                 平成19年7月2日 

 

各  位 

株 式 会 社  明 光 商 会              

代表取締役社長 藤島 暢夫 

 (JASDAQ コード番号 9858) 

問い合わせ先 

常務取締役 

管理本部長 横尾 公夫 
TEL 03－3262－1611 

 

定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成 19年７月 2日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19年 7月
31 日開催予定の臨時株主総会およ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。 
なお、当社は平成 19年 5月 20日(日)[ただし、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、

実質上は平成 19年 5月 18日(金)となります。]を基準日と定め、同日最終の株主名簿および実
質株主名簿に記載または記録された株主をもって、上記臨時株主総会および普通株主様による種

類株主総会における権利を行使することができる株主と定め、平成 19年 5月 2日に公告致しま
した。 

記 

 
臨時株主総会 
 

第１号議案 定款の一部変更の件〔１〕 
 
1. 変更の理由 
平成 19年 4月 20日付当社プレスリリース「親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に
関するお知らせ」等にてご報告申し上げておりますとおり、株式会社MSJホールディングス
（以下「MSJホールディングス」といいます。）は、平成 19年 3月 23日から当社株式に対
し公開買付けを行い、平成 19年 4月 26日（決済日）をもって、当社株式 14,234,301株（当
社の発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合：92.76％）を保有するに至っておりま
す。 
また、平成 19年 3月 22日付当社プレスリリース「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」等にてご報告申し上げておりますとおり、当社は、当社が引き続き業界

のトップ企業としての立場を堅持しつつ、将来に向かって持続的な成長を続けていくには、販

売網の再構築、役員および従業員の意識改革、未開発の市場への経営資源の分配および新規事

業の開発といった、当社の抜本的な施策を伴う事業構造改革を行うことが必要不可欠であると

考えております。しかしながら、そのような創業来の改革を進めるにあたっては、一時的な業

績下降局面を迎えることも予想され、当社の収益性と成長性に対して大きな期待をお持ちいた

だいている株主様のご期待にそぐわない事態の発生が避けられないものと考えております。そ

こで、当社は、強い危機感を共有した役員および従業員が一丸となって、事業構造の抜本的な

改革を断行するためには、マネージメント・エンプロイー・バイアウトによる株式の非公開化

を実施し、中核的な株主の下で事業構造の再編成に取り組んでいくことが最善の経営戦略であ

ると判断し、当社をMSJホールディングスの完全子会社とすること（以下「完全子会社化」
といいます。）を企図しております。 
このため、まずは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、平成
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19年 7月 31日（以下「本株主総会日」といいます。）現在において発行済の当社株式を「普
通株式」と呼称することといたします。 
 
 

2. 変更の内容 
変更の内容は以下のとおりであります。なお、本株主総会日現在において発行済の当社株式

の内容を有する株式を、定款において、普通株式と呼称することとし、第 6 条の 2 において
その内容を規定するものといたします。また、これに伴い、第 5条においてそれぞれの種類の
株式につき発行可能株式総数を定めております。 

 
（下線部分は変更箇所） 

現行定款 定款の一部変更の件〔１〕に係る変更案 
（発行可能株式総数） 
第 5条 当会社の発行可能株式総数は、

3,800万株とする。 

（発行可能株式総数） 
第5条 当会社の発行可能株式総数は、

3,800万株とし、第 6条の 2に定
める内容の株式（以下「普通株

式」という。）の発行可能種類株

式総数は 19,000,000株、第 6条
の 3 に定める内容の株式（以下
「A種類株式」という。）の発行
可能種類株式総数は 19,000,000
株とする。 

 
（株券の発行） 
第 6条 当会社は、株式に係る株券を発行

する。 
 

（株券の発行） 
第 6条 当会社は、全ての種類の株式に係

る株券を発行する。 
 

 
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 

（新設） 

（普通株式） 
第 6条の 2 当会社は、平成 19年 7月 31

日現在において発行済の当会社

株式について、その内容として、

会社法第 108 条第 2項各号に定
める事項についての定めを設け

ない。 
 
（A種類株式） 
第6条の3 A種類株式の内容は別紙のと

おりとする。 
 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 
第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株

とする。 
 

（新設） 
 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 
第 8 条 当会社の普通株式の単元株式数

は、100株とする。 
 
（種類株主総会） 
第 18条の 2 第 15条、第 17条第 1項及

び第 18条の規定は、種類株主総
会にこれを準用する。 

2 第 13条第 1項及び第 14条第 2
項の規定は、定時株主総会と同

日に開催される種類株主総会に

おいて準用する。 
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現行定款 定款の一部変更の件〔１〕に係る変更案 
  

3 会社法第 324条第 2項に定める
種類株主総会の決議は、当該種

類株主総会において議決権を行

使することができる株主の議決

権の 3分の 1以上を有する株主
が出席し、その議決権の 3 分の
2以上で行う。 

 
 

（新設） 
 

別紙 
 当会社は、A種類株式を有する株

主または A 種類株式の登録株式
質権者に対して、残余財産の分配

を行わない。 
 

 

 

 

第２議案 定款の一部変更の件〔２〕 
 
1. 変更の理由 
上記、定款の一部変更の件〔１〕でご説明申し上げておりますとおり、当社は、当社の抜本

的な施策を伴なう事業構造改革を断行するためには、MSJ ホールディングスによる当社の完
全子会社化が最良であると考えております。 
定款の一部変更の件〔２〕は、定款の一部変更の件〔１〕による変更後の当社定款の一部を

追加変更し、当社普通株式に全部取得条項を付してこれを全部取得条項付株式とし、かつ、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株式の全部を取得

する場合において、全部取得条項付株式 1株と引換えに、本株主総会日現在において発行済の
当社株式と同じ内容を有する新たな普通株式 0.00000084株を交付する旨の定款の定めを設け
るほか、所要の変更を行うものです。 
かかる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株式の全部を取

得した場合、MSJホールディングス以外の各株主様（当社を除きます。）に対して取得対価と
して割り当てられる当社の新たな普通株式は、1株未満の端数となる予定です。 

 
2. 変更の内容 
変更の内容は以下のとおりであり、定款の一部変更の件〔１〕による変更後の定款を追加変

更するものであります。 
・本株主総会日現在において発行済の当社株式に全部取得条項を付すことにより、株式の内容

として全部取得条項を有する種類の株式とし、その呼称を「普通株式」から「全部取得条項

付株式」に変更するものです。 
 
・当社が発行することができる A 種類株式の内容に関する規定を削除し、本株主総会日現在
において発行済の当社株式と同じ内容を有する新たな普通株式の内容に関する規定を新設

するものです。 
 
・A種類株式の内容に関する規定を削除することに伴い、A種類株式の発行可能種類株式総数
に関する規定を削除するとともに、本株主総会日現在における発行済の当社株式の内容とし

て全部取得条項を付し「全部取得条項付株式」と呼称することとし、また、新たに本株主総

会日現在において発行済の当社株式と同じ内容を有する新たな普通株式の内容に関する規

定を新設することに伴い、それぞれの種類の株式につき発行可能種類株式総数に関する規定

を定めるものです。 
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（下線部分は変更箇所） 
定款の一部変更の件〔１〕に係る変更後

の当社定款 
定款の一部変更の件〔２〕に係る追加変

更案 
（発行可能株式総数） 
第 5条 当会社の発行可能株式総数は、

3,800万株とし、第 6条の 2に定
める内容の株式（以下「普通株式」

という。）の発行可能種類株式総

数は 19,000,000株、第 6条の 3
に定める内容の株式（以下「A種
類株式」という。）の発行可能種

類株式総数は 19,000,000株とす
る。 

 

（発行可能株式総数） 
第 5条 当会社の発行可能株式総数は、

3,800万株とし、第 6条の 2に定
める内容の株式（以下「全部取得

条項付株式」という。）の発行可

能種類株式総数は 19,000,000
株、第 6 条の 3 に定める内容の
株式（以下「普通株式」という。）

の発行可能種類株式総数は

19,000,000株とする。 
 

（普通株式） 
第 6条の 2 当会社は、平成 19年 7月 31

日現在において発行済の当会社

株式について、その内容として、

会社法第 108条第 2項各号に定
める事項についての定めを設け

ない。 

（全部取得条項付株式） 
第 6条の 2 当会社は、平成 19年 7月 31

日現在において発行済の当会社

の普通株式について、その内容と

して、会社法第 108条第 2項第 7
号の定めを設ける。 

 
（新設） 

2 当会社が全部取得条項付株式を
取得する場合には、全部取得条

項付株式 1 株の取得と引換え
に、0.00000084株の当会社の普
通株式を交付する。 

 
（新設） 

3 当会社は、当会社の発行する全
部取得条項付株式について、そ

の内容として、会社法第 108条
第 2項第 1号から第 6号まで、
第 8号および第 9号に定める事
項についての定めを設けない。 

 
（A種類株式） 
第6条の3 A種類株式の内容は別紙のと

おりとする。 
 

（普通株式） 
第 6 条の 3 当会社は、当会社の発行す

る普通株式について、その内容と

して、会社法第 108 条第 2 項各
号に定める事項についての定め

を設けない。 
 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 
第 8 条 当会社の普通株式の単元株式数

は、100株とする。 
2 当会社は、単元株式数に満たな
い株式（以下「単元未満株式」

という。）に係わる株券を発行し

ない。ただし、株式取扱規程に

定めるところについてはこの限

りでない。 
 

（削除） 
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定款の一部変更の件〔１〕に係る変更後

の当社定款 
定款の一部変更の件〔２〕に係る追加変

更案 
（単元未満株式を有する株主の権利） 
第 9 条 当会社の単元未満株式を有する

株主（実質株主を含む。以下同

じ。）は、その有する単元未満株

式について、次に掲げる権利以外

の権利を行使することができな

い。 
(1) 会社法第 189条第 2項各号
に掲げる権利 

(2) 会作法第 166条第 1項の規
定による請求をする権利 

(3) 株主の有する株式数に応じ
て募集株式の割当ておよび

募集新株予約権の割当てを

受ける権利 
(4) 次条に定める請求をする権
利 

 

 
（削除） 

（単元未満株式の買増） 
第 10 条 当会社の単元未満株式を有す

る株主は、株式取扱規程に定める

ところにより、その有する単元未

満株式の数と併せて単元株式数

となるべき数の株式を売り渡す

ことを請求することができる。 
2. 前項の請求があった場合におい
て、当会社が売り渡すべき数の

株式を有しないときは、当会社

は前項の請求に応じないことが

できる。 
 

 
（削除） 

（株主名簿管理人） 
第 11条 
 

（株主名簿管理人） 
第 8条 
 

（株式取扱規程） 
第 12 条 当会社の株券の種類並びに株

主名簿、株券喪失登録簿及び新株

予約権原簿への記載又は記録、単

元未満株式の買取及び買増、その

他株式または新株予約権及び株

券喪失に関する取扱及び手数料

については、法令または本定款の

ほか、取締役会において定める株

式取扱規程による。 
 

（株式取扱規程） 
第 9 条 当会社の株券の種類並びに株主

名簿、株券喪失登録簿及び新株予

約権原簿への記載又は記録、その

他株式または新株予約権及び株

券喪失に関する取扱及び手数料

については、法令または本定款の

ほか、取締役会において定める株

式取扱規程による。 
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定款の一部変更の件〔１〕に係る変更後

の当社定款 
定款の一部変更の件〔２〕に係る追加変

更案 
第 13条 

 （条文省略） 
第 18条 
 
 
 
 

第 10条 
 （条文の内容については、現行どお

り） 
第 15条 

（種類株主総会） 
第 18条の 2 第 15条、第 17条第 1項及

び第 18条の規定は、種類株主総
会にこれを準用する。 

2 第 13条第 1項及び第 14条第 2
項の規定は、定時株主総会と同

日に開催される種類株主総会に

おいて準用する。 
 

（種類株主総会） 
第 15条の 2 第 12条、第 14条第 1項及

び第 15条の規定は、種類株主総
会にこれを準用する。 

2 第 10条第 1項及び第 11条第 2
項の規定は、定時株主総会と同

日に開催される種類株主総会に

おいて準用する。 

第 19条 
（条文省略） 

第 44条 
 

第 16条 
（現行どおり） 

第 41条 

別紙 
 当会社は A 種類株式を有する株

主または A 種類株式の登録株式
質権者に対して、残余財産の分配

を行わない。 
 

（削除） 

 
普通株主様による種類株主総会 
議案 定款の一部変更の件 
 
1. 変更の理由 

本件臨時株主総会における第 1 号議案、定款の一部変更の件〔１〕による変更後の定款を
追加変更するものであります。 
 

2. 変更の内容 
変更の内容は以下のとおりであります。 

 
・本株主総会日現在において発行済の当社株式に全部取得条項を付すことにより、株式の内容

として全部取得条項を有する種類の株式とし、その呼称を「普通株式」から「全部取得条項

付株式」に変更するものです。 
 
・当社が発行することができる A 種類株式の内容に関する規定を削除し、本株主総会日現在
において発行済の当社株式と同じ内容を有する新たな普通株式の内容に関する規定を新設

するものです。 
 
・A種類株式の内容に関する規定を削除することに伴い、A種類株式の発行可能種類株式総数
に関する規定を削除するとともに、本株主総会日現在における発行済の当社株式の内容とし

て全部取得条項を付し「全部取得条項付株式」と呼称することとし、また、新たに本株主総

会日現在において発行済の当社株式と同じ内容を有する新たな普通株式の内容に関する規

定を新設することに伴い、それぞれの種類の株式につき発行可能種類株式総数に関する規定

を定めるものです。 

 

〜 〜 
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（下線部分は変更箇所） 

本件臨時株主総会における 
第 1号議案に係る変更後の当社定款 本議案に係る追加変更案 

第 2章 株式 
 

第 2章 株式 
 

（発行可能株式総数） 
第 5条 当会社の発行可能株式総数は、

3,800万株とし、第 6条の 2に定
める内容の株式（以下「普通株式」

という。）の発行可能種類株式総

数は 19,000,000株、第 6条の 3
に定める内容の株式（以下「A種
類株式」という。）の発行可能種

類株式総数は 19,000,000株とす
る。 

 

（発行可能株式総数） 
第 5条 当会社の発行可能株式総数は、

3,800万株とし、第 6条の 2に定
める内容の株式（以下「全部取得

条項付株式」という。）の発行可

能種類株式総数は 19,000,000
株、第 6 条の 3 に定める内容の
株式（以下「普通株式」という。）

の発行可能種類株式総数は

19,000,000株とする。 
 

（普通株式） 
第 6条の 2 当会社は、平成 19年 7月 31

日現在において発行済の当会社

株式について、その内容として、

会社法第 108条第 2項各号に定
める事項についての定めを設け

ない。 

（全部取得条項付株式） 
第 6条の 2 当会社は、平成 19年 7月 31

日現在において発行済の当会社

の普通株式について、その内容と

して、会社法第 108条第 2項第 7
号の定めを設ける。 

 
（新設） 

2 当会社が全部取得条件付株式を
取得する場合には、全部取得条

項付株式 1 株の取得と引換え
に、0.00000084株の当会社の普
通株式を交付する。 

 
以上 


