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平成19年12月10日 

各      位 

会 社 名  三 幸 株 式 会 社 

代表者名  代 表 取 締 役  橋 本 有 史 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード4843）       

問合せ先  取締役経営企画部長 椎根雅道 

（TEL．03－5785－1222）  

 

当社の完全子会社化のための定款一部変更等および 

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、本日開催の当社臨時取締役会において、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 19 年 12 月 26

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 

 

Ⅰ． 当社の完全子会社化のための当社定款の一部変更（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 

平成19年10月11日付当社プレスリリース「親会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」等にて

ご報告申しあげておりますとおり、株式会社アッシュ・プランニング（以下「AP」といいます。）は、

平成19年8月24日から当社株式に対し公開買付けを行い、平成19年10月16日（決済日）をもって、

当社普通株式 3,461,300 株（議決権を行使することができる株主の議決権の数に対する所有割合：

97.84％）を保有するに至っております。 

また、平成19年 8月 23 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賛同意見

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、AP では、ビルメンテナンス業界を取り巻

く環境が厳しい状況に突入している中、当社の企業価値の拡大を実現していくためには、短期的な業

績の変動に左右されることなく、中長期的な成長を視野に入れた経営戦略を実施できる体制を整備し、

新たなビジネスモデルを構築することが急務であると考えており、ビジネスモデルの転換に伴う収益

変動のリスクが当社株主の皆様に与えるマイナスの影響を排除しつつ意思決定およびその実行のスピ



 

- 2 - 

ードを高めるために当社を非上場化し、当社をAP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。 

当社といたしましても、清掃・設備管理等の単一業務からそれらを統合した総合管理業務への転換、

単純請負業務からマネジメント業務への転換を図ることで、新たなビジネスモデルを構築することが

必須であると考えており、そうした事業構造改革を強力かつ迅速に推進していくためには、短期的な

収益力のみにとらわれるのではなく、中長期的な視点に立って、抜本的な施策や機動的な経営戦略を

迅速に遂行できる経営体制を整備するとともに、経営者がそのリスクに対して自己責任による意思決

定を行うことのできる組織を確立することが望ましいと考えております。 

このため、当社および AP では、以下の方法により AP による当社の完全子会社化を行うことを決定

いたしました（以下総称して「本定款一部変更等」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いたします。 

② 上記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、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および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、株主様から当社の全部取得条項付普通株式すべてを取得し、当該取得と引き換えに、

当社は、各株主様に対して、取得対価として当社種類株式を交付いたします。この際、AP

以外の各株主様に対して割り当てられる当社の種類株式の数は、1株未満となる予定です。 

 

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いるこ

とから（会社法第171条第1項、第108条第1項第7号）、上記①は、当社普通株式に全部取得条項を

付す旨の定款変更を行う上記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、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、以下の内容の A 種種類株式

を設けることとしております。なお、下記Ⅱ．「全部取得条項付普通株式の取得」でご説明申しあげま

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種種類株式としております。 

会社法第 171 条ならびに上記①および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（すなわち、本定款一部変更等を実施し

た場合）、上記のとおりAP以外の各株主様に対して取得対価として割当てられる当社A種種類株式は、

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。）に相当する株式は、会社法第234条の定めに従ってこれを売却し、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いたします。かかる売却手続に関し、当社では、会
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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A種種類株式をAP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た場合には、各株主様が保有する当社普通株式に1,215円（APが当社普通株

式に対して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金額と異なる場合もあります。 

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き換えに交付する取得対価を定めるため、A種種類株式についての

規定を設けるほか、所要の変更を行うものであります。 

また、定款第7条におきましては、これまで当社は、事務負担の軽減を図るため、100株を単元株式

数と規定していたところ、同第 7 条は、当社普通株式に単元株式数を設けるものであり、本変更で設

けられる A 種種類株式については 1 株を単元株数とすることから、その趣旨を明確にするために所要

の変更を行うものであります。 

 

<2> 変更の内容 

変更の内容は以下のとおりであります。 

（下線を付した部分は変更箇所） 

現行定款 定款一部変更の件(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、1,185 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、1,185万株と

し、当社の発行可能種類株式総数は、それ

ぞれ、普通株式は11,849,960株、Ａ種種類

株式は40株とする。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ種種類株式） 

第５条の２ 当会社の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。）または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。）または普通株式の

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種株主または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、普通株主または普

通登録株式質権者に対して残余財産を分配

する場合には、Ａ種種類株式１株あたり、

普通株式 1 株あ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、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７条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

 

 

 

 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第７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。
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（新設） 

 

（種類株主総会） 

第16条の２ 第１２条第、第１３条、第１４条及び

第１６条の規定は、種類株主総会について

準用する。 

  ２ 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式総会の決議

にこれを準用する。 

  ３ 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。 

 

１． 定款一部変更の件(2) 

<1> 変更の理由 

定款一部変更の件(1)でご説明申しあげておりますとおり、当社は、当社が厳しい事業環境に対応し、

抜本的な事業構造改革を強力かつ迅速に推進していくためには、短期的な収益力のみにとらわれるの

ではなく、中長期的な視点に立って、抜本的な施策や機動的な経営戦略を迅速に遂行できる経営体制

を整備することが必要であることから、当社がAPの完全子会社となることが最良であると考えており

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、当社普通株式に、全部取得条項を付す旨の定めとして、追加変更案第 5 条の 3

を新設するものであります。定款一部変更の件(2)が承認された場合には、当社普通株式はすべて全部

取得条項付普通株式となります。 

また、本定款一部変更等の②の後、株主総会の決議によって当社は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③）、当該取得と引き換えに当社が株主様に交付する取得対

価は、定款一部変更の件(1)における定款変更案により設けられる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、AP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、353,777分の1株としております。 

なお、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20年2月1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ますが、定款一部変更の件(1)の変更案による変更後の定款の規定

を追加変更するものであります。なお、定款一部変更の件(2)にかかる定款変更の効力発生は、定款一

部変更の件(1)のご承認が得られることおよび普通株主の皆様による種類株主総会において定款一部

変更の件(2)の追加変更案と同内容の変更案の議案のご承認が得られることを条件といたします。 
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（下線を付した部分は変更箇所） 

定款一部変更の件(1)による変更後の定款 追加変更案 

 

（新設） 

（全部取得条項） 

第５条の３ 当会社は、その普通株式の全

部を、株主総会の決議によって取得できるも

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き換えに、

普通株式１株につきＡ種種類株式を 353,777

分の１株の割合をもって交付する。 

 

３． 定款一部変更の件(1)および(2)に関する日程の概略（予定） 

上記定款一部変更の件(1)および(2)に関する日程の概略（予定）は以下のとおりです。 

臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会開催日 平成19年12月26日（水） 

定款一部変更の件(1)の効力発生日 平成19年12月26日（水） 

定款一部変更の件(2)の効力発生日 平成20年  2月 1日（金） 

 

Ⅱ． 全部取得条項付普通株式の取得の件 

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)でご説明申しあげておりますとおり、当社は、当社が厳しい事業環境に対

応し、抜本的な事業構造改革を強力かつ迅速に推進していくためには、短期的な収益力のみにとらわ

れるのではなく、中長期的な視点に立って、抜本的な施策や機動的な経営戦略を迅速に遂行できる経

営体制を整備することが必要であることから、当社がAPの完全子会社となることが最良であると考え

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 条ならびに定

款一部変更の件(1)および定款一部変更の件(2)による変更後の定款に基づき、株主総会の決議によっ

て当社が株主様から全部取得条項付普通株式を取得し、当該取得と引き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。 

かかる取得対価としては、定款一部変更の件(2)における定款変更案により設けられるＡ種種類株式

とさせて頂いております。全部取得条項付普通株式の取得の件が承認された場合、AP 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Ａ種種類株式の数は、1株未満となる予定です。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 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、本件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
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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

を得たうえで、AP 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1,215円（APが当社普通株式に対して公開買付けを行った際の買付価格）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き換えに交付する取得対価およびその割当てに関する事項 

定款一部変更の件(1)および定款一部変更の件(2)による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き換えに、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種種類株式を353,777分の

1株の割合をもって交付いたします。 

<2>  取得日 

平成20年 2月 1日といたします。 

<3>  その他 

全部取得条項付普通株式の取得の件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

(2)に定め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いたします。なお、その

他の必要事項については、取締役会にご一任願いたいと存じます。 

 

Ⅲ． 本定款一部変更等の日程の概要（予定） 

臨時株主総会およ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決議 平成19年12月10日(月)

臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会開催     12月26日(水)

株券提出手続の開始日 

（株券提出公告および株主・登録株式質権者への通知送付） 
12月27日(木)

当社普通株式にかかる株券の売買最終日 平成20年 1月25日(金)

当社普通株式にかかる株券の上場廃止日  1月27日(日)

全部取得条項付き普通株式全部の取得および株式交付の基準日  1月31日(木)

株券提出の期限  2月 1日(金)

全部取得条項付き普通株式全部の取得および株式交付の効力発生日  2月 1日(金)

 

以 上 


