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                        平成 19 年 11 月 9日 

各      位 

会 社 名：丸山工業株式会社              

     （ＪＡＳＤＡＱコード番号：３５８８）        

代表者名：代表取締役社長  北 村 哲 彦 

問合せ先：取締役総務部長 清 水 佳 彦 

（ＴＥＬ：０５８４-２７-４１４６）  

 

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 20 年 1 月 25

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。 

 なお、上記の臨時株主総会及び種類株主総会にて予定通り承認決議がなされた場合、現在ジャスダ

ック証券取引所において売買されている当社株式は、平成 20 年 2 月 26 日をもって上場廃止となる予

定です。 

記 

 

第１．当社定款の一部変更（定款一部変更その１・同その２） 

 

 １．定款一部変更その１ 

  (1) 変更の理由等 

   (a) 完全子会社化の必要性 

当社は、合成樹脂加工布や捺染機用ゴムベルトの製造・加工事業を行っておりますが、原

油その他の原材料価格の高騰が長期化する中にあって、当社事業を取り巻く環境は厳しいも

のとなっております。 

こうした環境において当社が対応すべき課題としては、多様化・高度化する顧客ニーズに

応えるべく新製品の開発、品質の向上に努めること、その一方で大幅なコストダウンを図る

ことが挙げられます。 

当社が継続して更なる業績を挙げていくためには、短期的な業績の変動のみに左右されず

に、将来的な事業の展望をふまえた長期的な視野に立ちつつ、今まで以上に臨機応変の機動

的な経営判断を行い、上記のような課題に対処していく必要があります。 
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こうした観点から、当社が、その発行済み株式のうち約 76％程度を保有している泉株式会

社（以下、「泉」とします。）との連携を更に強化していくことが不可欠です。泉グループ（当

社を含みます。）にとって繊維事業は中核的な事業部門の一つであり、当社が泉グループが販

売する繊維製品の多くを製造するなど、当社と泉は、取引関係においても密接な関係にあり

ます。 

親会社であり主要な取引先でもある泉にガバナンスを一本化することにより、当社は、上

記のとおり現在直面している各課題に対処するほか、将来的には、組織再編やまとまった資

金調達が検討事項となった場合にも、グループ事業全体の長期的な展望をふまえながら迅速

で機動的な意思決定を行っていくことが可能となり、ひいては、収益力を向上させて当社の

企業価値を高めることにつながります。 

このため、今般、当社は、資本関係を一本化して泉の完全子会社となることが必要である

と判断いたしました。 

なお、完全子会社化に伴い、現在ジャスダック証券取引所において売買されている当社株

式は上場廃止となる見込みです。これにより、当社は資本市場から直接に資金調達を行うこ

とができなくなり、また、投資家の皆様はジャスダック証券取引所において当社株式を売買

することができなくなりますが、泉との提携関係の強化により、資金調達に困難を生じるこ

とはないものと判断されるため、当社は、上記のとおり企業価値を向上させるべく、完全子

会社化にふみ切ることといたしました。 

   (b) 本定款一部変更等による完全子会社化 

上記(a)をふまえ、当社は、以下の方法により当社が泉の完全子会社となることといたしま

した（以下、「本定款一部変更等」と総称します。）。 

① 定款変更その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 定款変更その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。）を付すこととします。以下においては、全部取得条項が付された後の当社普通

株式を、「全部取得条項付普通株式」とします。  

     全部取得条項付普通株式の内容として、当社が株主総会の決議によってその全部を

取得する場合において、その対価として、当社種類株式（A種株式）を全部取得条項付

普通株式 1株あたり 92 万分の 1株の割合で交付する旨を定めることとします。 

③ 全部取得条項付普通株式の取得 

会社法第 171 条並びに上記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、当社は、株主様から当社の全部取得条項付普通株式全て（当社が有する自
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己株式を除きます。）を取得し、当該取得と引換えに、株主様に対して、取得対価と

して上記割合により A種株式を交付します。これにより、泉以外の各株主様に対して

割当てられる A種株式は、1株未満の端数となる予定です。 

定款一部変更その１は、本件定款一部変更等のうち上記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

ており（会社法第171条第1項、第108条第1項第7号）、定款一部変更その１（上記①）は、当

社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款一部変更その２（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の規定を新設するものであります。   

かかる種類株式としては、下記(2)の内容のA種株式を設けることとしております。なお、

下記２でご説明申し上げますとおり、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

種株式としております。  

   (c) A種株式の端数の売却 

会社法第171条ならびに定款一部変更その１（上記①）及び同その２（上記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（即ち、本定款一部変更等を実施した場合）、上記のとおり、泉以外の各

株主様に対して取得対価として割当てられるA種株式は、1株未満の端数となる予定です。 

株主様に割当てられるA種株式の1株未満の端数につきましては、その合計数のA種株式を、

会社法第234条の定めに従って売却し、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。当社は、かかる売却手続に関し、会社法第234条第4項の規定に基づき、裁

判所の許可を得て当社がA種株式を買取ることを予定しております。 

なお、株主様に割当てられるA種株式の全端数を合計した結果1株未満の端数を生じる場合、

会社法第234条第1項により、当社が買取るA種株式の数は、当該端数を切り捨てた整数部分の

みとなります。ただし、その場合であっても、売却代金の交付は、各株主様が割当てを受け

たA種株式の端数の割合に応じてなされます。上記の端数の切り捨てによって一部の株主様が

売却代金の交付を受けられなくものではありません。 

A種株式の買取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、各株主様が保有する当社普通株式数に240円（その算定根拠については下記のとおりで

す。）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。  

なお、A種株式の端数に関する上記予定買取価額は、当社普通株式のジャスダック証券取引

所における過去1ヶ月間の平均終値181円（小数点以下四捨五入）に33％（小数点以下四捨五

入）のプレミアムを加えた金額となります。なお、当社は、上記予定買取価額の設定次第で

は、当社親会社である泉とそれ以外の株主様との間で利益が相反すること等を考慮し、その
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公正性・妥当性を担保するため、中野正信公認会計士事務所に当社普通株式1株あたりの価額

の評価を依頼し、同事務所からこれに関する報告書を取得しております。 

     中野正信公認会計士事務所は、市場株価平均法（基準日となる本年 10 月 25 日までの直近 3

ヶ月間における終値単純平均による平均株価を算出）、ディスカウンティッド・キャッシュフ

ロー法（ＤＣＦ法）及び時価純資産法の併用により当社株式の評価を行い、その結果、当社

普通株式 1株あたりの価額を 225 円ないし 245 円と算定しました。当社は、同事務所のかか

る評価結果を参考資料として、上記の利益相反の問題にも充分留意したうえで取締役会にお

いて慎重な討議を行い、現時点で株主の皆様にお知らせしておく予定買取価額としては上記

金額を設定することとしました。 

なお、当社は、本年 11月 6日付にて当社の業績・配当予想を下方修正する旨をお知らせし

ておりますが、中野正信公認会計士事務所はこうした業績・配当予想の下方修正を行う以前

の本年 10月 25日までの資料・情報に基づき上記の算定を行っています。このため、同事務

所の上記算定結果は業績・配当予想の下方修正による影響を受けることなく導き出されてお

り、従って、当社の上記予定買取価額の設定も業績・配当予想の下方修正とは無関係になさ

れております。 

以上のとおり、当社が業績・配当予想の下方修正を行ったことにより、A種株式の端数買

取実施上、株主の皆様に不利益を生じることはありません。 

   (d) 定款一部変更その１ 

定款一部変更その１は、本定款一部変更等のうち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

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。  

なお、定款一部変更その１は、当社臨時株主総会において承認可決された時点で効力を生

じることとします。 

  (2) 変更の内容 

    変更の内容は次のとおりです（下線部分は変更箇所を示します）。 

現行定款 定款変更その１による変更案 

(発行可能株式総数) 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、1,600 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、1,600 万

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 1,500 万株、A 種株式は 100 万

株とする。 

＜該当なし＞ （A種株式） 

第６条の２ 当会社は、残余財産を分配するとき

は、A 種株式を有する株主（以下、「A 種株主」と
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いう。）又は A種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 種株式 1 株につき 1

円を支払う。上記の残余財産の分配後、なお残余

する財産があるときは、普通株主又は普通登録株

式質権者及び A 種株主又は A 種登録株式質権者に

対し、同順位にて残余財産の分配を行う。 

 

(株券の発行) 

第７条 当会社は、株式については株券を発行す

る。 

 

(株券の発行) 

第７条 当会社は、全ての種類の株式について株

券を発行する。 

(単元株式数および単元未満株券の不発行) 

第９条 当会社の単元株式数は、1,000 株とする。

２．当会社は、第 7 条の規定にかかわらず、単元

未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式

取扱規程に定めるところについてはこの限りでな

い。 

(単元株式数および単元未満株券の不発行) 

第９条 当会社の単元株式数は、普通株式につい

ては 1,000 株とし、A 種株式については 1 株とす

る。 

２．当会社は、第 7 条の規定にかかわらず、単元

未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式

取扱規程に定めるところについてはこの限りでな

い。 

＜該当なし＞ (種類株主総会への準用) 

第１８条の２ 第１５条、第１７条及び第１８条

の規定は、種類株主総会について準用する。 

２．第１６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ついて

準用する。 

３．第１６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ついて

準用する。 
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２．定款一部変更その２ 

  (1) 変更の理由 

定款一部変更の件その１に関する上記１でご説明申し上げましたとおり、当社は、今後も継

続して業績を挙げていくために、泉の完全子会社となることが必要であると考えております。 

定款一部変更その２は、本定款一部変更等のうち②として、定款一部変更その１による変更

後の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す旨の定めとして、下記(2)の

条項を新設するものであります。定款一部変更その２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。  

定款一部変更その２が効力を生じることを前提として、当社は、株主総会の決議によって株

主様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うち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、定款一部変更その１によって設けられるA種株式

とします。 

また、泉以外の各株主様に対して当社が交付するA種株式の数が1株未満の端数となるように、

当社が上記取得の対価として株主様に交付するA種株式の数は、全部取得条項付普通株式1株あ

たり、92万分の1株としております。  

なお、定款一部変更その２による定款変更は、 

① 定款一部変更その１につき当社株主総会による承認が得られること、 

② 定款一部変更その２と同内容の議案につき普通株主様による種類株主総会による承認

が得られること、 

の 2点を条件として、平成 20 年 3月 3日に効力を生じることといたします。 

  (2) 変更の内容 

変更の内容は次のとおりです（下線部分は変更箇所を示します）。 

定款変更その１による変更後の定款 定款変更その２による追加変更案 

＜該当なし＞ 

 

(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する

ことができるものとする。当会社が普通株式の全

部を取得する場合には、普通株式と引換えに、普

通株式１株につき A 種株式を９２万分の１株の割

合をもって交付する。 

 

 



7 
 

第２． 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等 

  (1) 取得を必要とする理由 

定款一部変更の件その１に関する上記第１．１でご説明申し上げましたとおり、当社は、今

後も継続して業績を挙げていくために、泉の完全子会社となることが必要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条並びに

定款一部変更その１及び同その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、以

下にご説明させて頂く対価（A種株式）と引換えに、当社が株主様から全部取得条項付普通株式

を取得するものです（当社自己株式は対象外となります。）。 

上記取得は、定款一部変更その２が効力を生じることを条件として、平成20年3月3日に効力

が生じるものといたします。 

(2) 取得の対価等 

定款一部変更その１及び同その２による変更後の定款の規定に基づき、上記取得の対価はA種

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種株式の数は92万分の1株とさせて頂

きます。この結果、泉以外の各株主様に対して上記取得の対価として割当てられるA種株式の数

は、1株未満の端数となる予定です。このように割当てられるA種株式の数が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A種株式端数の合計数のA種株式について、会社法第234条第2項に基づく裁

判所の許可を得た上で、同条第4項により当社がこれを買取ることを予定しております。上記第

１．１(1)(c)のとおり、会社法第234条第1項に従い、当社が買取るA種株式の数は端数を切り捨

てた整数となりますが、各株主様への売却代金交付は各株主様が割当てを受けたA種株式の端数

の割合に応じてなされます。上記端数の切り捨てによって一部の株主様が売却代金の交付を受

けられなくなるものではありません。 

A種株式の買取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全部取得条項付普通株式数に240円（その算定根拠につきましては、上記第

１．１(1)(c)をご参照下さい。）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。  
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２．取得の内容  

(1) 上記取得の対価及びその割当てに関する事項  

会社法第171条並びに定款一部変更その１及び同２による変更後の定款規定に基づき、全部取

得条項付普通株式の取得と引換えに、下記(2)の取得日において、取得日前日の最終の当社株主

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種株式を

92万分の1株の割合をもって交付します。  

(2) 取得日  

平成20年3月3日といたします。  

(3) その他  

当社による全部取得条項付普通株式の取得は、定款一部変更その２による定款変更の効

力が生ずることを条件として、上記(2)の取得日に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、当社取締役会にご一任願いたいと存じます。  

 

３．上場廃止の予定について  

本定款一部変更等の結果、当社普通株式にかかる株券は、ジャスダック証券取引所の株券

上場廃止基準に該当することとなりますので、当社普通株式にかかる株券は平成20年1月26

日から平成20年2月25日までの間、整理ポストに割り当てられた後、平成20年2月26日をもっ

て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式にかかる株券をジャスダック証券

取引所において取引することはできません。  

 

第３．定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関する日程の概略（予定） 

  本定款一部変更等に関する日程の概略（予定）は以下のとおりです。 

以上 

① 臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の 

招集に関する取締役会  

平成 19 年 11 月 9 日(金) 

② 臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会 平成 20 年 1月 25 日(金) 

③ 整理ポストへの割当て 平成 20 年 1月 26 日(土) 

④ 株券提出手続の開始日 平成 20 年 1月 28 日(月) 

⑤ 当社普通株式にかかる株券の売買最終日 平成 20 年 2月 25 日(月) 

⑥ 当社普通株式にかかる株券の上場廃止日 平成 20 年 2月 26 日(火) 

⑦ 株券提出の期限 平成 20 年 3月 3日(月) 

⑧ 当社による全部取得条項付普通株式の取得及び 

A 種株式交付の効力発生日 

平成 20 年 3月 3日(月) 


