
平成 19年 9月 27日 

 

各位 

 

 

 

 

 

当社の完全子会社化のための定款一部変更および 
全部取得条項付株式の取得に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 9 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社定款の一部

変更および当社による当社の全部取得条項付株式（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 10月 23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。 

 

記 

 
1. 定款一部変更の件 
 
(1) 変更の理由 

平成 19年 8月 1日付当社プレスリリース「エム・エイチ・インベストメント株式会社

の当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主およ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、エム・エイ

チ・インベストメント株式会社（以下「MHI」といいます。）は、平成 19年 6月 20日か

ら平成 19 年 7 月 31 日まで当社普通株式および新株予約権を対象とする公開買付けを行

った結果、平成 19 年 8 月 8 日（決済日）をもって当社普通株式 3,343,420 株を取得しま

した。また、エム・エイチ・キャピタル・パートナーズⅡエル・ピー（以下「MHCPⅡ」

といいます。）は、平成 19年 8月 17日に、当社が A種優先株式を取得するのと引換えに

当社普通株式を交付することを請求（以下「本取得請求」といいます。）した結果、当社

普通株式 8,982,005株の交付を受けました。 

上記の結果、MHIは 4,066,320株（総株主の議決権の数に対する所有割合：24.00%（平

成 19年 3月 31日現在の総株主の議決権の数（114,910個）に、上記公開買付けに応募さ

れた単元未満株式 120株に係る議決権の数（1個）を加え、本取得請求前の A種優先株式

に係る議決権の数（35,294 個）を除き、本取得請求により MHCPⅡが取得した普通株式

に係る議決権の数（89,820個）を加えた議決権の数（169,437個）を基準に算出しており

会 社 名 株式会社 ファルテック

代 表 者 名 執行役社長 北洞 幸雄

    （コード番号 7215 東証第 2部）



 2

ます。以下同じです。））、エフビーエフ 2000,エル・ピー（以下「FBF2000」といいます。）

は 3,447,554 株（総株主の議決権の数に対する所有割合：20.35%）、MHCPⅡは 8,982,005

株（総株主の議決権の数に対する所有割合：53.01%）の当社普通株式を所有しておりま

す。 

また、平成 19 年 6 月 19 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、MHI は、FBF2000

およびMHCPⅡ（MHI、FBF2000およびMHCPⅡを、以下「MHI等」と総称します。）と

ともに、当社の企業価値のより一層の向上を図るために、迅速かつ機動的な事業遂行が

可能となるよう、当社の非公開化を行うことを企図しております。 

現在、当社は、上記プレスリリースにおいてご報告しておりますように、本年 2 月 14

日発表した 2007 年度～2009 年度グループ中期経営計画“ファルテック・チャレンジ

830”に基づき、成長基盤の構築を目指しておりますが、この中期経営計画では重要方針

として、1.業容拡大の基盤作り、2.収益力の増強、3.リスク管理の強化の 3 項目を掲げて

おり、なかんずく業容拡大の基盤作りにおいては、グローバルビジネスの拡大、取引顧

客の拡充、商品および技術開発力の強化に注力して参る所存であります。 

今後の当社の事業展開に当って、日系自動車メーカーの世界展開を考慮すると、当社

グローバルビジネスの拡大は、当社の永続的成長に不可欠の課題であり、特に自動車メ

ーカーへのグローバル供給体制の構築は喫緊のテーマとなっております。当社は海外拠

点として、英国に自動車部品子会社である HASHIMOTO LIMITED、米国に自動車用品子

会社である ALTIA AUTOMOTIVE PRODUCTS INC.を有している他、フィリピン、インド

ネシア、中国にも子会社を有しておりますが、当社の現状の海外ネットワークでは、大

手自動車メーカーのニーズに対応するグローバルサプライヤーとして十分な水準に達し

ているとはいえず、今後、中国で展開中の合弁事業の立ち上げや、インド、アセアン地

域における新たな生産拠点の確保等が必要となります。グローバルサプライヤーとして

の体制構築を早期に実現するには、相応の新規投資が必要となる他、今後、他社との提

携等も視野に入れて、将来的に大きく事業展開を行う可能性も追求していくことを予定

しております。 

更に、取引顧客拡充のためには、品質面においては、最終エンドユーザーの多様かつ

高度化したニーズを満たすだけのクオリティの高い新規商品開発力が求められる一方、

価格競争力を向上させ、かかる商品を取引先に満足頂ける価格で必要な量を必要な時に

提供できるだけの高い生産性を実現することも併せて必要となります。 

当社は、既に自動車部品事業において成型・鍍金・蒸着等で高い技術力を有する他、

自動車用品事業においては優れた企画・デザイン力、並びに関連機器事業では効率的な

販売網と専門技術を有しておりますが、今後厳しい競争の中で勝ち残っていく為には、

その技術力・開発力をさらに高い水準まで早急に高めなければなりません。自動車部品

事業においては、各工場における生産性向上余地が相応に残されている他、自動車メー
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カー各社の生産拠点見直しに伴って、当社でも国内生産拠点の再編や製造設備の高度化

が必要となることも十分に予想されます。また、自動車用品事業および関連機器事業に

おいては、競合他社との差別化の為に、品質面・価格競争力面のいずれにおいても相当

の改善が必要となります。 

国内自動車販売の低迷や取引先自動車メーカー各社からの原価低減要請といった事業

環境の厳しさは、ここ暫くは継続するものと考えられ、当社としては、取扱商品の選択

と集中、人的資源の確保、集中投下等を機動的に実施することが必要となっております。 

また、平成 16年に統合した旧橋本フォーミング工業株式会社、旧株式会社アルティア

の統合効果の追求も課題となっております。米国部品子会社の不振・撤退問題やその他

の重要な経営問題の解決に時間と労力を割かれたことから、残念ながら、統合当初予定

していた効果を実現することができておりませんが、前述した諸課題を克服するうえで

も、間接部門を中心とした重複部門の見直しを早急に進め、更なるコスト削減を実現す

るとともに、リソースの戦略的再配分を実施することが必要不可欠であり、組織面にお

いて、既に公表しているとおり、大幅なグループ内組織・事業再編成を行い、全社的体

制の再構築を進める他、既存事業の枠組みを超えた事業提携、資本提携等の合従連衡を

模索することも課題となってきております。 

こうした状況の中、当社といたしましても、厳しい経営環境の変化に柔軟に対応しつ

つ、中長期的視野に立った経営戦略を、可及的速やかに、機動的に実行するためには、

中長期的視点で継続的なサポートを行うことができる MHI等からなる中核的株主にガバ

ナンスを一本化し、一時的、短期的な業績への影響にとらわれることなく、経営陣、従

業員が一丸となって成長戦略の実現に取り組むことが最も適切な経営戦略であると考え

ております。 

このため、財務戦略上の観点等も総合的に考慮したうえで、当社および MHI等は、以

下の方法により MHI等による当社の非公開化を行うことといたしました（以下総称して

「本定款変更等」といいます。）。 

① 当社普通株式に、当社が株主総会の特別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。）を付し、当社普通株式を全部取得条項付

株式といたします。なお、全部取得条項付株式の内容としては、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

を有する新たな当社普通株式 0.0000020612株を交付する旨を定めるものといたしま

す。 

② 会社法第 171条に基づき、株主総会の特別決議によって、全部取得条項付株式の全

てを取得し、定款の定めに従い、全部取得条項付株式 1株と引換えに、新たな当社

普通株式 0.0000020612株を交付します。 

変更後の当社定款の定めに従って当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付
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株式の全部を取得した場合（すなわち、本定款変更等を実施した場合）、MHI等以外の各

株主様に対して取得対価として割り当てられる当社の新たな普通株式は、1株未満の端数

となる予定です。かかる株主様に対する割当ての結果生じる 1 株未満の端数につきまし

ては、その合計数に相当する株式を、法令に定める手続に従い、必要となる裁判所の許

可が得られることを条件に、売却することにより、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。ただし、上記売却にあたっては、当該端数の合計数に 1

株に満たない端数がある場合には、当該端数部分は会社法第 234 条第 1 項により切り捨

てられ、売却の対象となりません。なお、この場合であっても、売却代金の交付に際し

ては、各株主様が割当てを受ける端数の割合に応じて売却代金が交付される予定です。

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

可を得て当社の新たな普通株式をMHI等に対して売却すること、または会社法第 234条

第 4 項の規定に基づき当社が買い取ることを予定しております。この場合の当社の新た

な普通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た

場合には、本株主総会日現在において株主様が保有する当社株式1株につき金875円（MHI

が当社株式に対して公開買付けを行った際における買付価格）の割合で計算した金額と

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。 

本件定款一部変更は、本定款変更等の①として、当社定款を変更し、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 0.0000020612 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 MHI等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新

たな普通株式は、1株未満の端数となる予定です。なお、本件に係る定款変更は、(i)下記

2. 全部取得条項付株式の取得の件が原案どおり承認可決されること、および(ii)普通株主

様による種類株主総会において本件の定款変更案と同内容の変更案に係る議案のご承認

が得られることを条件として、効力を生ずるものであります。 

また、本件に係る定款変更の効力発生日は平成 19年 11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、現行の定款を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普通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
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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 種優先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種優先株式の内容に関する規定を削除することに伴い、A種優先株式の発行可能種

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。 

・ その他文言の整備を行うとともに、上記変更に伴う条数の変更を行うものです。 

 

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４，６００

万株とし、このうち４，２００万株は普通株

式、４００万株は A種優先株式とする。 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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４，６００

万株とし、第６条の２以下に定める内容の株

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４，２００万株、

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

４００万株とする。 

（全部取得条項付株式） 

第６条の２ 当会社は、平成１９年１０月２３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。 

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、0.0000020612株の当会社の普通株

式を交付する。 

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。 

（普通株式） 
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（単元株式数） 

第 ８ 条 当会社の１単元の株式数は、普通株式、

A種優先株式ともに１００株とする。 

 

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。 

(削  除) 

 

 

 

（株券の発行） 

第 ９ 条 当会社は、その株式に係る株券を発行す

る。 

２）前項の規定にかかわらず、当会社は、

単元未満株式に係る株券を発行しない。た

だし、取締役会において定める株式取扱規

則に定めるところについてはこの限りでは

ない。 

（単元未満株式の買増し請求） 

第１０条 当会社の株主（実質株主を含む。以下同

じ。）は、その有する単元未満株式の数と併

せて単元株式数となる数の株式を売り渡す

ことを当会社に請求することができる。ただ

し、当会社が当該請求により売り渡すべき数

の自己株式を有しないときは、この限りでは

ない。 

２）買増し請求をすることができる時期、

請求の方法等については、取締役会におい

て定める株式取扱規則による。 

（単元未満株主の権利制限） 

第１１条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる

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）取得請求権付株式の取得を請求する権利 

（３）株主の有する株式数に応じて、募集株式また

は募集新株予約権の割当てを受ける権利 

（４）前条に規定する単元未満株式の買増し

を請求する権利 

（株券の発行） 

第 ８ 条 当会社は、その株式に係る株券を発行す

る。 

(削  除) 

 

 

 

 

(削  除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削  除） 
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（株主名簿管理人） 

第１２条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２）株主名簿管理人およびその事務取扱場

所は取締役会の決議により選定し、公告す

る。 

３）当会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）、株券喪失登録簿および新

株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取

扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登

録簿および新株予約権原簿への記載または

記録、質権の登録、信託財産の表示、株券

の不所持、株券の交付、単元未満株式の買

取りおよび買増し、その他株式ならびに新

株予約権に関する事務は、株主名簿管理人

に取扱わせ、当会社においては取扱わない。

 

（株式取扱規則） 

第１３条 当会社が発行する株券の種類ならびに

株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権

原簿への記載または記録、単元未満株式の買

取りおよび買増し、その他株式または新株予

約権に関する取扱いならびに手数料は、法令

または定款に定めるもののほか、取締役会に

おいて定める株式取扱規則による。 

（株主名簿管理人） 

第 ９ 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２）株主名簿管理人およびその事務取扱場

所は取締役会の決議により選定し、公告す

る。 

３）当会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）、株券喪失登録簿および新

株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取

扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登

録簿および新株予約権原簿への記載または

記録、質権の登録、信託財産の表示、株券

の不所持、株券の交付、その他株式ならび

に新株予約権に関する事務は、株主名簿管

理人に取扱わせ、当会社においては取扱わ

ない。 

 

（株式取扱規則） 

第１０条 当会社が発行する株券の種類ならびに

株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権

原簿への記載または記録、その他株式または

新株予約権に関する取扱いならびに手数料

は、法令または定款に定めるもののほか、取

締役会において定める株式取扱規則による。

 

第３章  A種優先株式 

（参加条項） 

第１４条 当会社は、普通株主または普通登録株式

質権者に対して剰余金の配当を行うときは、

A種優先株主またはA種優先登録株式質権者

に対して、普通株主または普通登録株式質権

者に対して支払われる１株当り剰余金と同

額を支払う。 

２）当会社は、普通株主または普通登録株

式質権者に対して前項の配当の基準日と同

じ事業年度中に設けられた基準日により剰

余金の配当を行うときは、A種優先株主また

（削  除） 

（削  除） 
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は A 種優先登録株式質権者に対して、普通

株主または普通登録株式質権者に対して配

当される１株当り剰余金の額と同額を支払

う。 

３）A 種優先株主または A 種優先登録株式

質権者に対して他に支払われる配当金はな

い。 

（残余財産の分配） 

第１５条 当会社が残余財産を分配するときは、A

種優先株主またはA種優先登録株式質権者に

対して、A種優先株式１株につき８５０円を

支払う。 

２）A 種優先株主または A 種優先登録株式

質権者に対しては、このほか残余財産の分

配を行わない。 

（議決権） 

第１６条 A種優先株主は、株主総会において議決

権を有する。 

（普通株式への転換請求） 

第１７条 A種優先株主は、以下に定める取得を請

求し得べき期間中、以下に定める取得の条件

により当会社がA種優先株式を取得するのと

引換えに当会社普通株式を交付すること（以

下「転換」という。）を請求（以下「転換請

求」という。）することができる。 

（１）当初転換価額 

当初８５０円とする。 

（２）転換価額の修正 

転換価額は、A種優先株式発行後毎日、次の

いずれか低い方の価額に修正される。 

①．その前日の転換価額 

②．転換日前４５取引日目に始まる３０取引

日の東京証券取引所における当会社の

普通株式 の普通取引の毎日の終値（気

配表示含む。）の平均値（終値のない日

数を除く｡）（円位未満小数第１位まで算

 

 

 

 

 

 

 

（削  除） 

 

 

 

 

 

 

 

（削  除） 

 

 

（削  除） 
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出し、その小数第１位を切り捨てる｡）

から１５０円を控除した価額。 

（３）転換請求期間 

平成１６年４月１日から平成２５年１２月

３１日 まで 

（４）転換価額の調整 

転換価額は、A種優先株式発行後、次のいず

れかに該当する場合には、下記の算式（以下

「転換価額調整式」という｡）により、調整

される。調整後転換価額の計算は円位未満小

数第１位まで算出し、その小数第１位を切り

捨てる。 

転換価額調整式で使用する調整前転換価額

は、調整後転換価額を適用する前日において

有効な転換価額とする。 

転換価額調整式で使用する既発行普通株式

数は、株主への割当にかかる基準日を定めた

場合は当該基準日（無償割当の場合は効力発

生日）（ただし、株式の分割の場合はその基

準日）（以下「株主割当日」という。）、株主

割当日がない場合は、調整後転換価額を適用

する日の１ヶ月前の日における当会社の発

行済普通株式数（当該新規発行分は含まれな

い｡）とする。 

転換価額調整式により算出された調整後転

換価額と調整前転換価額との差額が１円未

満にとどまるときは、転換価額の調整は行わ

ない。ただし、その後転換価額の調整を必要

とする事由が発生し、転換価額を算出する場

合には、転換価額調整式中の調整前転換価額

に代えて調整前転換価額からこの価額を差

し引いた額を使用する。 

調整後転換価額 

＝調整前転換価額×（既発行普通株式数＋

（新規発行普通株式数×１株当り払込

金額）÷調整前の転換価額）÷（既発行
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普通株式数＋新規発行普通株式数） 

①．調整前の転換価額を下回る払込金額をも

って普通株式を発行（無償割当を含む。

以下同じ。）する場合 

転換価額は、払込期日（払込期間を定め

た場合は出資の履行をした日）（無償割

当の場合は効力発生日）の翌日以降、ま

たは株主割当日がある場合はその日の

翌日以降、これを適用する。 

②．株式分割により普通株式を発行する場合

調整後転換価額は、株式の分割にかかる

基準日の翌日以降、これを適用する。た

だし、剰余金から資本に組み入れられる

ことを条件としてその部分をもって株

式の分割をする旨取締役会で決議をす

る場合において、当該剰余金の資本組入

れの決議をする株主総会の終結日以前

の日を株式の分割のための株主割当日

とするときは、調整後転換価額は、当該

剰余金の資本組入れの決議をした株主

総会の終結の日の翌日以降、これを適用

する。 

③．調整前の転換価額を下回る価額をもって

当会社の普通株式の交付と引換えに取

得させることができる株式もしくは証

券または権利行使することができる新

株予約権を発行する場合 

調整後転換価額は、その証券については

発行日（無償割当の場合は効力発生日）

に、または株主割当日がある場合はその

日に、その新株予約権については割当日

（無償割当の場合は効力発生日）に、発

行される証券が全て取得または全ての

新株予約権が行使されたものとみなし、

その証券については発行日（無償割当の

場合は効力発生日）の翌日以降、または
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株主割当日がある場合はその翌日以降、

その新株予約権については割当日（無償

割当の場合は効力発生日）の翌日以降、

これを適用する。 

④．上記①から③各号に掲げる場合のほか、

合併または普通株式の併合等により転

換価額の調整を必要とする場合には、取

締役会が適当と判断する価額に変更さ

れる。 

（５）転換により交付される普通株式数 

転換により交付すべき当会社の普通株式数

は次のとおりとする。ただし、転換により交

付すべき普通株式の算出にあたって１株に

満たない端数はこれを切り捨てる。 

転換により交付すべき普通株式数＝（優先株

主が転換請求のために提出した優先株式の

総数×８５０円）÷転換価額 

（普通株式への一斉転換） 

第１８条 当会社は、転換請求期間中に転換請求の

なかった A種優先株式の全てを、同期間の末

日をもって取得し、これと引換えに、A種優

先株式１株につき、８５０円を同期間の末日

における転換価額で除して得られる数の普

通株式を交付する。上記の普通株式数の算出

にあたって、１株に満たない端数が生じたと

きは会社法第２３４条に従いこれを取り扱

う。 

（募集株式の割当を受ける権利等） 

第１９条 当会社は、A種優先株主に募集株式の割

当を受ける権利ならびに募集新株予約権の

割当てを受ける権利を付与する。 

（準用規定） 

第２０条 第２１条（招集時期に関する部分を除

く。）乃至第２７条の規定は、種類株主総会

についてこれを準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削  除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削  除） 

 

 

 

（削  除） 
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第４章  株主総会 

第２１条 

  ∫   （条文省略） 

第２４条 

第２５条 当会社の株主は、議決権を有する他の株

主１名を代理人として、議決権を行使するこ

とができる。 

 

第２６条 

   ∫   (条文省略) 

第２７条 

（種類株主総会への準用） 

第２８条 第２３条ないし第２５条および第２７

条の規定は、種類株主総会にこれを準用す

る。 

２）第２２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。 

３）第２６条第１項の規定は、会社法第３

２４条第１項の規定によるべき種類株主総

会の決議にこれを準用する。 

４）第２６条第２項の規定は、会社法第３

２４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。 

 

第５章  取締役および取締役会 

第２９条 

  ∫   （条文省略） 

第３８条 

 

第６章  指名委員会、報酬委員会および監査委員

会 

第３９条 

  ∫   （条文省略） 

第４１条 

第３章  株主総会 

第１１条 

  ∫   （現行どおり） 

第１４条 

第１５条 当会社の株主（実質株主を含む。以下同

じ。）は、議決権を有する他の株主１名を代

理人として、議決権を行使することができ

る。 

第１６条 

   ∫    （現行どおり） 

第１７条 

（種類株主総会への準用） 

第１８条 第１３条ないし第１５条および第１７

条の規定は、種類株主総会にこれを準用す

る。 

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。 

３）第１６条第１項の規定は、会社法第３

２４条第１項の規定によるべき種類株主総

会の決議にこれを準用する。 

４）第１６条第２項の規定は、会社法第３

２４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。 

 

第４章  取締役および取締役会 

第１９条 

  ∫   （現行どおり） 

第２８条 

 

第５章  指名委員会、報酬委員会および監査委員

会 

第２９条 

  ∫   （現行どおり） 

第３１条 
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第７章  執 行 役 

第４２条 

  ∫   （条文省略） 

第４７条 

 

第８章  会計監査人 

第４８条 

  ∫   （条文省略） 

第５０条 

 

第９章  計   算 

第５１条 

  ∫   （条文省略） 

第５５条 

 

第６章  執 行 役 

第３２条 

  ∫   （現行どおり） 

第３７条 

 

第７章  会計監査人 

第３８条 

  ∫   （現行どおり） 

第４０条 

 

第８章  計   算 

第４１条 

  ∫   （現行どおり） 

第４５条 

 

2. 全部取得条項付株式の取得の件 

(1) 全部取得条項付株式を取得することを必要とする理由 

上記 1.でご説明申し上げておりますとおり、当社は、厳しい経営環境の変化に柔軟に

対応しつつ、中長期的視野に立った経営戦略を、可及的速やかに、機動的に実行するた

めには、中長期的視点で継続的なサポートを行うことができる MHI等からなる中核的株

主にガバナンスを一本化し、一時的、短期的な業績への影響にとらわれることなく、経

営陣、従業員が一丸となって成長戦略の実現に取り組むことが最も適切な経営戦略であ

ると考えており、当社およびMHI等は、MHI等による当社の非公開化を行うことといた

しました。 

本件は、本定款変更等の②として、会社法第 171 条ならびに上記 1. 定款一部変更の

件に係る変更後の定款に基づき、株主総会の特別決議によって、当社が全部取得条項付

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割

り当てるものであります。なお、かかる取得対価としては、上記 1. 定款一部変更の件

に係る定款変更後の定款において定めるとおり、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とさせていただいております。 

本件についてご承認いただいた場合、MHI 等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普通株式の数は、1株未満の端数となる予定です。このように割り当

てられる普通株式の数が 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。具体的には、株主様に対する割当ての結果生じる 1 株未満の端数
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につきましては、その合計数に相当する株式を、法令に定める手続に従い、必要となる

裁判所の許可が得られることを条件に、売却することにより、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。ただし、上記売却にあたっては、当該端数の

合計数に 1 株に満たない端数がある場合には、当該端数部分は会社法第 234 条第 1 項に

より切り捨てられ、売却の対象となりません。なお、この場合であっても、売却代金の

交付に際しては、各株主様が割当てを受ける端数の割合に応じて売却代金が交付される

予定です。 

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

許可を得て当社の新たな普通株式を MHI 等に対して売却すること、または会社法第 234

条第 4項の規定に基づき当社が買い取ることを予定しております。 

この場合の当社の新たな普通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た場合には、本株主総会日現在において株主様が保有する当社株

式 1 株につき金 875 円（MHI が当社株式に対して公開買付けを行った際における買付価

格）の割合で計算した金額と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。 

なお、本件に係る全部取得条項付株式の取得は、上記 1. 定款一部変更の件に係る定

款変更の効力が生ずることを条件として、効力が生ずるものであります。 

 

(2) 全部取得条項付株式の取得の内容 

(a) 全部取得条項付株式を取得するのと引換えに交付する金銭等および全部取得条項付

株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項 

当社は、当社の取得日（下記（b）において定めます。）において、別途定める基準

日（取得日の前日を基準日とすることを予定しております。）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株主様の有する全部取得条項付

株式を取得し、これと引換えに、当社の定款第 6 条の 2 の定めに従い、全部取得条項

付株式 1 株に対し、0.0000020612 株の割合にて当社の新たな普通株式を交付するもの

であります。 

(b) 取得日 

平成 19年 11月 30日（ただし、本件に係る全部取得条項付株式の取得は、上記 1. 定

款一部変更の件に係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

といたします。） 

(c) 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。 

以 上 
                                                 

 
経営企画部 ＩＲ担当 

担当者：永坂 

ＴＥＬ：044-520-0473 

 

本件に関する問合せ先 


