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大阪証券取引所（ヘラクレス市場） 

平成 19 年８月 22 日 

各 位 

兵庫県姫路市福沢町 115 番地

代表取締役社長 湯本 二郎

（コード番号：２２２７）

問合せ先 取締役管理本部長 森田 哲雄

TEL 079－298－2525（代表）

 

 

定款一部変更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、本日開催の取締役会において、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の全部の取得について、平成19年９月27日開催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定いたしましたので、下記のとおりお知

らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．当社定款の一部変更について 

 １．種類株式発行に係る定款一部変更の件（以下「第１号議案」といいます。） 

  （１）変更の理由  

 平成19年７月20日付当社プレスリリース「親会社、主要株主である筆頭株主及び主

要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、キャドバ

リー・インベストメンツ・ジャパン株式会社（以下「キャドバリー・インベストメン

ツ社」といいます。）は、平成19年６月19日から平成19年７月19日まで当社の普通株

式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行い、平成19年７月

26日（決済日）をもって、当社普通株式4,803,772株（総株主の議決権の数に対する

割合:96.08％）を保有するに至っており、キャドバリー・インベストメンツ社は、本

公開買付けに係る公開買付届出書において表明しているとおり、当社を完全子会社化

することを企図しております。 

 当社としても、当社を取り巻く経営環境等を踏まえ、当社が今後一層企業価値を向

上させ、成長・発展することを通じて、お客さまを始めとするステークホルダーの皆

さまにお応えしていくためには、当社単独による企業価値の拡大を目指すよりも、世

界最大の製菓会社であるキャドバリー・シュウエップス社のグループの一員となり、

当社の強みである「キシリクリスタル・ブランド」及び「キシリクリスタル製法」等
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の経営資源と同グループの世界的な経営資源を融合させることにより、飛躍的な価値

創造を目指すことが最善の選択であるとの結論に至り、本公開買付けに賛同の意を表

明していたところであります。 

 以上を踏まえ、当社及びキャドバリー・インベストメンツ社は、以下の方法により

キャドバリー・インベストメンツ社による当社の完全子会社化を行うことといたしま

した（以下「本定款の一部変更等」といいます。）。 

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。かかる種

類株式としては、以下の「第１号議案」の定款変更案に定める内容のＡ種種類株式

を設けることとします。 

② 上記①による一部変更後の当社定款の一部を追加変更し、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による一部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、株主様（当社を除きます。）から全部取得

条項付普通株式の全部を取得し、当社は、各株主様に対して、取得対価としてＡ種

種類株式を交付します。この際に、キャドバリー・インベストメンツ社以外の各株

主様に対して取得対価として割り当てられる当社のＡ種種類株式の数は、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。）に相当する株式を、会社法第

２３４条の定めに従って売却し、こ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のＡ種種類株式をキャドバリー・インベストメ

ンツ社に売却することを予定しています。 

この場合の当社のＡ種種類株式の売却額につきましては、必要となる裁判所の許可

が予定どお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金2,750円（キ

ャドバリー・インベストメンツ社が当社普通株式に対して本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と異なる場合もあ

ります。 

「第１号議案」は、本定款の一部変更等のうち、①を実施するものです。 

会社法上、全部取得条項の付された種類株式は種類株式発行会社のみが発行できる
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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)、当

社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款一部変更である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条について、これまで当社は、事務負

担の軽減を図るため、100株を１単元の株式数として規定していたところ、同第８条は、

当社普通株式について単元株式数を定めるものであるため（「第１号議案」で設けら

れるＡ種種類株式の単元株式数は１株とし、実質的に単元株式制度を利用いたしませ

ん。）、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す。なお、「第１号議案」に係る定款一部変更は、「第

１号議案」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ずるものとします。  

 
（下線部は、変更部分を表示しております。） 

現 行 定 款 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、１

６，０００，０００株とする。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１

６,０００,０００株とし、当会社の

発行可能種類株式総数は、それぞれ

普通株式は、１５,９９９,９００株、

Ａ種種類株式は、１００株とする。

 

（Ａ種種類株式） 

第６条の２ 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）又は

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（以

下「普通株主」という）又は普通株

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 1 円（以下

「Ａ種残余財産分配額」という）を

支払う。Ａ種株主又は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、普通株主又
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現 行 定 款 変  更  案 
 

 

 

 

 

 

 

 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、その株式に係る株券を

発行する。 

 
（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。 

 

 ２ 当会社は、単元未満株式にかかわる

株券を発行しないことができる。 
 
 
 

 

（新設） 

 

   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

主又は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１９

８，８００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。 

 

（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。 

 

（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株とし、Ａ種種類株式に

ついては、１株とする。 

 ２ ＜現行通り＞ 

 

 

（種類株主総会） 

第１７条の２ 第１２条の規定は、定時株

主総会において決議する事項が当該

決議のほか、種類株主総会の決議を

必要とする場合における当該種類株

主総会にこれを準用する。 

 ２ 第１４条、第１６条及び及び第１７

条の規定は、種類株主総会について

準用する。 

 ３ 第１５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。 

 ４ 第１５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。 
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 ２．全部取得条項に係る定款一部変更の件（以下「第２号議案」といいます。） 

  （１）変更の理由 

 上記「第１号議案」でご説明申し上げましたとおり、当社は、当社の独自性を維持

しつつ企業価値の拡大を図るためには、キャドバリー・インベストメンツ社の完全子

会社となり、キャドバリー・シュウエップス社のグループに入ることが最善であると

考えております。 

 「第２号議案」は、「第１号議案」の定款一部変更の成立を前提に、さらに当社定

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

付普通株式とするために、追加変更案第６条の３を新設するものであります。 

 また、「第２号議案」の定款一部変更の後、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いたしますが（「第３号

議案」）、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、「第１号議案」

の定款一部変更により設けられる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、キャドバリー・インベストメンツ

社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、１９８，８００分の１株としております。 

  （２）変更の内容  

 変更の内容は以下のとおりです。なお、「第２号議案」に係る定款一部変更は、臨

時株主総会において「第１号議案」の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「第２号議案」と同内容の定款一部変更に係る議案の承認が得られ

ることを条件として、平成19年11月27日に効力が生じるものといたします。 

 

（下線部は、変更部分を表示しております。） 

第１号議案による変更後の定款 追 加 変 更 案 
 

 

（新設） 

 

（全部取得条項） 

第６条の３ 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１９８，８００分の１株

の割合をもって交付する。 

 

Ⅱ．全部取得条項付株式の取得の決定の件（以下「第３号議案」といいます。）  

 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「第１号議案」でご説明申し上げておりますとおり、当社は、当社の独自性を維

持しつつ企業価値の拡大を図るためには、キャドバリー・インベストメンツ社の完全子

会社となりキャドバリー・シュウエップスグループに入ることが最善であると考えてお

ります。 

  全部取得条項付普通株式の取得は、会社法第１７１条ならびに「第１号議案」及び「第

２号議案」による一部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。 

  「第２号議案」による一部変更後の定款の規定に基づき、上記の取得対価としては、

「第１号議案」における定款一部変更により設けられる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、１９８，８００分の１株とさ

せていただいております。この結果、キャドバリー・インベストメンツ社以外の各株主

様に対して取得対価として割り当てられるＡ種種類株式の数は、１株未満の端数となる

予定です。このように割り当てられる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、「第３号議案」が承認された場合に、株主様に割り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、キャドバリー・インベス

トメンツ社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

予定どお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2,750円（キャドバ

リー・インベストメンツ社が当社普通株式に対して本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に関

する事項 

    会社法第１７１条ならびに「第１号議案」及び「第２号議案」による一部変更後

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
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き、Ａ種種類株式を１９８，８００分の１株の割合をもって交付します。 

  （２）取得日 
    平成 19 年 11 月 27 日といたします。  

  （３）その他 

    「第３号議案」に定める全部取得条項付普通株式の取得は、「第２号議案」に定

める定款一部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。 

 ３．上場廃止 

    本定款一部変更等の結果、当社普通株式に係る株券は、大阪証券取引所の株券上

場廃止基準に該当しますので、当社普通株式に係る株券は平成19年９月28日から平

成19年10月26日までの間、整理ポストに割り当てられた後、平成19年10月28日をも

って上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式に係る株券を大阪証券

取引所において取引することはできません。 

 

Ⅲ．本定款一部変更等の日程の概略（予定） 

 上記本定款一部変更等の概略（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招集に

関する取締役会 
平成 19 年８月 22 日（水） 

臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会開催 平成 19 年９月 27 日（木） 

種類株式発行に係る定款一部変更の効力発生日 平成 19 年９月 27 日（木） 

株券提出手続の開始日（株券提出公告） 平成 19 年９月 28 日（金） 

全部取得条項に係る定款一部変更に関する公告 平成 19 年９月 28 日（金） 

全部取得条項付普通株式の全部の取得及び株式交付の基

準日設定に関する公告 
平成 19 年９月 28 日（金） 

整理ポストへの割当 平成 19 年９月 28 日（金） 

当社普通株式に係る株券の売買最終日 平成 19 年 10 月 26 日（金）

当社普通株式に係る株券の上場廃止日 平成 19 年 10 月 28 日（日）

全部取得条項付普通株式の全部の取得及び株式交付の基

準日 
平成 19 年 11 月 26 日（月）

株券提出の期限 平成 19 年 11 月 27 日（火）

全部取得条項に係る定款一部変更の効力発生日 平成 19 年 11 月 27 日（火）

全部取得条項付普通株式の全部の取得及び株式交付の効

力発生日 
平成 19 年 11 月 27 日（火）

                                     以 上 
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