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平成20年７月18日 

各   位 

会 社 名：日本土建株式会社              

（コード：1998  JASDAQ）        

代表者名：代表取締役社長  田村 欣也 

問合せ先：専務取締役  安部 學 

（ＴＥＬ：０５９－２２９－５６４３） 

 

 

全部取得条項付株式発行のための定款一部変更及び 

その取得に関するお知らせ 
 

当社は、平成20年７月18日開催の取締役会において、全部取得条項付株式の発行のための当社定款の一部

変更及び当社による全部取得条項付株式の全部の取得について、平成20年８月12日開催予定の臨時株主総

会及び普通株主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 

平成 20年６月18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」等にてご報告申しあげておりますとおり、大倉物産株式会社（以下「大倉物産」といいます。）

は、当社の取締役会長である田村憲司、当社の代表取締役社長である田村欣也、当社の取締役である田

村賴一、田村憲司の息子である田村憲久氏、田村憲司の甥である田村篤司氏及び日の出産業有限会社

（以下田村憲司、田村欣也、田村賴一、田村憲久氏、田村篤司氏及び日の出産業有限会社を総称して

「創業者一族等」といいます。）が所有する当社普通株式 3,320,343 株を除いた発行済全株式（自己株

式を除きます。）を取得することを目的として、平成20年５月７日から平成20年６月17日まで当社普

通株式を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。その結果、

大倉物産は、平成20年６月24日の決済日をもって、当社普通株式4,806,420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割合（以下「議決権比率」といいます。）約 58.45%）を保有し、

大倉物産と創業者一族等を合わせて議決権比率で約98.83%を保有するに至っております。 

大倉物産は、本公開買付けにより、創業者一族等が所有する当社普通株式を除いた、発行済全株式

（自己株式を除きます。）の全部を取得することはできませんでしたが、本公開買付けにかかる公開買

付届出書において表明しているとおり、引き続き、当社の株主を大倉物産及び創業社一族等のみとする

こと、および、当社を非公開化すること（以下「本取引」といいます。）を企図しております。 

当社事業においては、平成 20 年５月２日付当社プレスリリース「大倉物産株式会社による当社株式

に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」等にてご報告申し上げておりますとおり、昨今

の建設業界におきましては、民間非住宅建設は堅調に推移しているものの、政府建設投資（名目値）は

平成７年度の約 35.2 兆円をピークに年々減少傾向にあり、平成 18 年度においては約 18.4 兆円とピー

ク時の半分の水準にまで減少しております。また、上記のとおり好調だった民間住宅建設においても、

近時、建築基準法の改正に伴う着工数が大幅に減少する等、建設会社にとって厳しい状況に拍車がか

かっており、収益面においても抜本的な改革が必要な状況にあります。このような環境の中、当社とし

ましては、顧客満足度の向上を図るとともに、利益の安定確保を実現するためには、建設公共投資の減

少分を民間建設部門によって補うことが必須であると判断し、民間建設部門の受注比率を徐々に増加す
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るように営業活動を行ってまいりました。しかしながら、近年の民間非住宅建設部門における低価格に

よる激しい受注競争の常態化等の要因により、建設事業および開発事業においては明確な効果を得るに

は至っておりません。その結果、低価格での受注競争とは一線を画し、売上重視から収益性重視の受注

体制へと収益構造を改革し、持続的な企業価値の向上を可能ならしめるべく、全社を挙げて民間建設部

門の受注拡大を最重点課題とした営業活動を推進し、併せて現場管理コストの削減に取り組むことが最

重要な方策であるとの結論に至りました。もっとも、これら当社グループ内における再編を実行するに

あたっては、一貫した経営理念に基づく断固とした改革がもとめられ、当該改革の過程においては、一

時的にせよ事業構造の変革に伴う売上規模の縮小や業績の悪化、再編に伴う経営の不確実性の増加等が

見込まれ、それらに起因する株価の下落が予想される等、改革実行に伴う痛みが極めて大きなものとな

る危険性があります。そして、これらの危険性は、近年益々短期的な収益の拡大志向を強めている資本

市場から十分な評価を得られない可能性があります。その結果、当社株主の皆様に対しても短期的には

マイナスの影響を及ぼす可能性も否定できないと考えております。したがって、かかる抜本的な改革を、

機動的かつ迅速に実現するためには、短期的な業績に左右されることなく、株主、経営陣及び従業員が

一体となってこれに取り組む必要があり、そのためには本取引が当社の中長期的な企業価値向上にとっ

て有効な手段であると判断いたしました。 

以上を踏まえ、当社では、以下の方法により本取引を行うことと致しました（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。 

③ 全部取得条項付普通株式の取得 

会社法第 171 条第 1 項ならびに上記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、当社が全部取得条項を付した普通株式（以下「全部取得条項付普通株式」といいま

す。）の株主（但し、当社を除く。以下「全部取得条項付普通株主」といいます。）から全部取

得条項付普通株式の全部を取得し、当該取得と引換えに、当社は、各全部取得条項付普通株主

の皆様に対して、当該取得の対価として別個の種類の当社株式を交付いたします。この際、大

倉物産及び創業者一族等以外の株主の皆様に対して交付される別個の種類の当社株式の数は、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

す旨の定款変更である上記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 にて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当社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及び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、大倉物産及び創業者一族等を除く全部取得条項付普通株主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。 

全部取得条項付普通株主に対する当社Ａ種種類株式の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（但し、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全部取得条項付普通株主に交付します。かかる売

却手続きに関し、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Ａ種種類

株式を大倉物産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
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許可が予定通り得られた場合には、全部取得条項付普通株主が保有する当社全部取得条項付普通株式数

に 800 円（大倉物産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、全部取得条項付普通株主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。 

但し、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。 

 

定款一部変更その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９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

数として規定していたところ、同第９条は、当社普通株式に単元株式数を定めるものであるため（定款

一部変更その１で設けられるＡ種種類株式には単元株式数を定めません。）、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、次のとおりであります。        （下線は変更部分を示しております。） 

現行定款 変更案 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、2,771 万 9 千

株とする。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条（株券の発行） 

当会社は、株式に係る株券を発行する。 

 

 

第９条（単元株式数および単元未満株券の不発

行） 

当会社の単元株式数は、100株とする。 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、2,771万9千株

とし、このうち普通株式の発行可能種類株式総

数は2,771万８千８百株、Ａ種種類株式の発行可

能種類株式総数は２百株とする。 

 

第６条の２（Ａ種種類株式） 

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、４千万円（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の分配

をする場合には、Ａ種株主または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

１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。 

 

第７条（株券の発行） 

当会社は、全ての種類の株式に係る株券を発

行する。 

 

第９条（単元株式数および単元未満株券の不発

行） 

  当会社の普通株式の単元株式数は、100 株と
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現行定款 変更案 

 

 

２．当会社は、第７条の規定にかかわらず、単

元株式数に満たない数の株式（以下「単元未

満株式」という。）に係る株券を発行しな

い。ただし、株式取扱規則に定めるところに

ついてはこの限りでない。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

し、Ａ種種類株式の単元株式数は、１株とす

る。 

２．（現行どおり） 

 

 

 

 

 

第20条の２（種類株主総会） 

  第 17 条、第 18 条および第 20 条の規定は、

種類株主総会についてこれを準用する。 

2  第 19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。 

3  第 19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。 

 

 

 

２. 定款一部変更その２ 

(1)  変更の理由 

定款一部変更その２は、定款一部変更その１「(1) 変更の理由」においてご説明申しあげましたとお

り、本取引を行うために、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６条の３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、その定款変更の効力が発生した場合には、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。 

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全部取得条項付普通株主から全部

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）、当該取得と引換えに当社が全部取得条

項付普通株主に交付する取得対価は、定款一部変更その１における定款変更案により設けられる当社Ａ

種種類株式とし、当社が全部取得条項付普通株式１株につき全部取得条項付普通株主に交付する当社Ａ

種種類株式の数は、大倉物産及び創業者一族等を除く全部取得条項付普通株主に対して当社が交付する

当社Ａ種種類株式の数が１株未満の端数となるように、0.00002株としております。 

なお、定款一部変更その２に係る定款変更の効力発生日は、平成20年９月17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、定款一部変更その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、定款一部変更その２による定款変更は、定款一部変更その１のご承認が得られること及び普通

株主による種類株主総会において定款一部変更その２の追加変更案と同内容の議案が原案どおり承認可

決されることを条件として、その効力を生じるものといたします。 

                       （下線は変更部分を示します。） 

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 

（新設） 

 

 

第６条の３（全部取得条項） 

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こと
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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 

 

 

をその内容とする。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、新たに発行するＡ種種類株式を普通株式１

株につき0.00002株の割合をもって交付する。 

 

  

 

II. 全部取得条項付普通株式の取得の決定の件 

１．全部取得条項付普通株式の取得を必要とする理由 

全部取得条項付普通株式の取得は、定款一部変更その１「(1) 変更の理由」においてご説明申しあげ

ましたとおり、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その１及び定

款一部変更その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、当社が全部取得条項付普通

株主から全部取得条項付普通株式の全部を取得し、当該取得と引換えに、以下に定めるとおり、定款一

部変更その１における変更後の定款により設けられる当社Ａ種種類株式を交付するものであります。 

上記取得が承認された場合、大倉物産及び創業者一族等を除く全部取得条項付普通株主に対して交付

する取得対価としての当社Ａ種種類株式の数は、１株未満となる予定であり、具体的にはその所有する

全部取得条項付普通株式１株につき、新たに発行する当社Ａ種種類株式を 0.00002 株の割合をもって交

付する予定です。このように割当てられる当社Ａ種種類株式の数が１株未満の端数となる全部取得条項

付普通株主に関しましては、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が承認された場合に、全部取得条項付普通株主に交付する

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、大倉物産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通り得られる場合には、全部取得条項付普通株主が保

有する当社全部取得条項付普通株式数に 800 円（大倉物産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、全部取得条項付普通株主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。但し、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てに関する事項 

会社法第 171 条ならびに定款一部変更その１及び定款一部変更その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主に対して、その所有する全部取得条項付普通株式１株につき、当社Ａ種

種類株式を0.00002株の割合をもって交付します。 

(2) 取得日 

平成20年９月17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は、定款一部変更その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. 上場廃止の予定について 

本定款一部変更等の結果、当社株式にかかる株券は、株式会社ジャスダック証券取引所（以下「本金
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融商品取引所」といいます。）の上場廃止基準に該当することとなりますので、当社株式にかかる株券

は平成20年８月13日から平成20年９月９日までの間、整理ポストに指定された後、平成20年９月10日を

もって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式にかかる株券を本金融商品取引所において取

引することはできません。 

 

Ⅲ. 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。 

   

① 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の招集に 

  関する取締役会 

平成20年７月18日（金）

② 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会  平成20年８月12日（火）

③ 整理ポストへの指定 平成20年８月13日（水）

④ 株券提出手続きの開始日 平成20年８月13日（水）

⑤ 当社普通株式にかかる株券の売買最終日 平成20年９月９日（火）

⑥ 当社普通株式にかかる株券の上場廃止日 平成20年９月10日（水）

⑦ 全部取得条項付普通株式全部の取得及び株式交付の基準日 平成20年９月16日（火）

⑧ 株券提出の期限 平成20年９月17日（水）

⑨ 当社による全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類 

  株式交付の効力発生日 

平成20年９月17日（水）

 

以 上 


