
 

Page1/8 

各 位 
平成 20年 8月 12日 

会 社 名 株式会社オークネット 

代 表 者 名 代表取締役社長 藤崎 清孝 

コード番号 9669 東証第一部 

問い合わせ先 取締役 西 康宏 
(TEL 03-3512-6175) 

 
 

当社完全子会社化等のための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お知らせ 

 
 当社は、平成 20年 8月 12日開催の取締役会において、定款の一部変更及び当社の全部
取得条項付普通株式の取得について、平成 20年 9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、下記の通りお知ら

せいたします。 
 

記 
 
Ⅰ．取締役の員数の上限を 11名にする定款の一部変更（以下「定款の一部変更の件（１）」
といいます。） 
 
１．定款変更の目的 

平成 20年 7月 10日付当社プレスリリース「親会社等、主要株主及び主要株主であ
る筆頭株主の異動に関するお知らせ」等にてご報告申し上げておりますとおり、アイ・

ディー・エス・ピー株式会社（以下「IDSP」といいます。）は、平成 20年 5月 28日
から平成 20年 7月 9日まで当社普通株式及び新株予約権を対象とする公開買付け（以
下「本公開買付け」といいます。）を行い、平成 20年 8月 1日（決済日）をもって、
当社普通株式 10,268,596 株（総株主の議決権の数に対する所有割合：94.81％）を取
得し、IDSPは、当社の親会社となりました。 
 当社は、当社の親会社となった IDSPの出資者であるポラリス・プリンシパル・ファ
イナンス株式会社が無限責任組合員として運営・管理するポラリス第二号投資事業有

限責任組合から、新たにその指名する取締役 1 名を受け入れることを決定したため、
係る取締役の受け入れに必要な所要の定款変更を行うものです。 
 なお、本議案に係る定款変更は、本議案が承認可決された時点で効力を生じるもの

とします。 
 

２．定款変更の内容 
   変更の内容は下表のとおりであり、現行の定款を変更するものであります。 
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（下線部分は変更箇所） 

現 行 定 款 変 更 案 
（員数） 
第 19 条 当会社の取締役は 10 名以内とす
る。 

（員数） 
第 19 条 当会社の取締役は 11 名以内とす
る。 

 
３．日程 
平成 20年 9月 25日（木）：臨時株主総会開催 
平成 20年 9月 25日（木）：定款の一部変更の件（１）の効力発生 
 
Ⅱ．二以上の種類の株式を発行する旨の定款の定めを設ける定款の一部変更（以下「定款

の一部変更の件（２）」といいます。） 
 
１．定款変更の目的 
 IDSPは、前記のとおり、本公開買付けを行なった結果、平成 20年 8月 1日をもって、
当社普通株式 10,268,596 株（総株主の議決権の数に対する所有割合：94.81％）を取得し
ました。IDSPは、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、当社を完全子会社化することを企図しております。 
 当社といたしましても、平成 20年 5月 27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、当社

事業においては、中長期的かつ持続的な企業価値の向上を実現するには、(ⅰ)オークション
事業の通信伝達手段を通信衛星からインターネットへ移行するとともに、他社と比較して

競争力を有する月額固定料金を設定し、多数の中古車販売店を会員店として獲得し顧客基

盤を拡充させること、(ⅱ)消費者向けの広告を積極的に行い会員店が保有する中古車の市場
流通を促進させる情報流通支援サービス事業を強化し、１会員店あたりの収益を拡大する

こと、といった事業構造の転換が必要であると考えております。このような事業構造の転

換を推進するに際しては、月額固定料金を変更することにより大幅な減収が見込まれ、更

に、積極的な広告活動を行うことにおいても大きな支出が必要なことから、一時的な利益

の減少が見込まれ、株価に悪影響を及ぼすことが予測されるとともに、短期的な業績の変

動は、資本市場から十分な評価を得られず、株主の皆様のご期待に沿うことができない可

能性があります。また、増加傾向にある上場維持コストが、今後当社の事業利益を圧迫し、

事業活動展開の障壁になる可能性もあります。 
 当社は、こうした厳しい経営環境に適応し、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、中長期的かつ持続的な企業価値向上を視野に

入れた事業構造の転換が必要であると判断し、上場維持を含めて様々な観点から検討を重

ねた結果、短期的な業績向上と中長期的な企業価値向上を同時に追求して経営を行うこと

は、当社の安定的かつ継続的な成長を制約するものと判断し、当社の株主の皆様に対し事

業構造の転換に伴う短期的なマイナスの影響を及ぼすことを回避するとともに、当社の企
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業価値をより一層向上させるためには、当社を非上場化し、IDSPの完全子会社として、磐
石な経営基盤を築き、迅速な意思決定体制を構築することが最良との結論に至っておりま

す。 
 以上を踏まえ、当社では、以下の方法により当社が IDSPの完全子会社となることといた
しました。（以下総称して「本定款一部変更等」といいます。） 
 
① 定款の一部変更の件（１）による変更後の当社定款の一部を追加変更し、残余財産分配

優先株式である A種種類株式（以下「A種種類株式」といいます。）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いたします（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。）。全部取得条項付普通株式の内容として

は、当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通株式の全部を取得する場合

において、全部取得条項付普通株式１株と引換えに、A種種類株式 0.0000017株を交付
する旨の定めを設けるものといたします。 

③ 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に基づき、当社は、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全て（自己株式を除き

ます。）を取得し、当該取得と引換えに、各株主様に対して、取得対価として全部取得

条項付普通株式 1株と引換えに A種種類株式 0.0000017株を交付します。 
 
会社法第 171 条ならびに本定款一部変更等の①及び本定款一部変更等の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

（自己株式を除きます。）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）、

IDSP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（ただし、会社法第 234条第 1項により、その合計数に 1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。なお、この場合でも、売却代金の交付に際して

は、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。）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。係る売却手続に関し、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 A種種類株式を IDSP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
可が予定どおりに得られた場合には、各株主様が保有する当社普通株式数に 2,100 円（本
公開買付けにおける普通株式 1 株あたりの買付価格）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
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上記金額と異なる場合もあります。 
定款の一部変更の件（２）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 8 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 8 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（本議案で設けられる 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するものであります。 
なお、定款の一部変更の件（２）に係る定款変更は、定款の一部変更の件（２）が承認可

決された時点で効力を生じるものとします。 
 

２．定款変更の内容 
（下線部分は変更箇所） 

定款の一部変更の件（１）による変更後の定款 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

37,000,000株とする。 
 
 
 
 
 

（新 設） 

第 6条（発行可能株式総数） 
当会社の発行可能株式総数は、

37,000,000 株とし、このうち普通
株式の発行可能種類株式総数は

36,999,900株、第 6条の 2に定め
る内容の株式（以下「A種種類株式」
という。）の発行可能種類株式総数

は 100株とする。 
第 6条の 2（A種種類株式） 

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。）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
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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、株式に係る株券を発行す

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8条 （単元株式数及び単元未満株券の

不発行） 
当会社の単元株式数は、100株とす
る。 

第 8条 （単元株式数及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株とし、A種種類株式の単元株
式数 1株とする。 

2（条文省略） 2（現行どおり） 
（新 設） 第 19条 （種類株主総会） 

第 15条ないし第 16条及び第 18条
の規定は、種類株主総会にこれを準

用する。 
２ 第 17条第 1項の規定は、会社法第

324 条第 1 項に定める種類株主総
会の決議にこれを準用する。 

３ 第 17条第 2項の規定は、会社法第
324 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 19条 第 20条 

～
 

（条文省略） 

 

～
 

（現行（第 19条については定款
の一部変更の件（１）による変

更後の定款）どおり） 
 

第 41条 第 42条 
 
３．日程 
平成 20年 9月 25日（木）：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 20年 9月 25日（木）：定款の一部変更の件（２）効力発生 
 
Ⅲ．既発行の株式を全部取得条項付普通株式にする定款変更（以下「定款の一部変更の件

（３）」といいます。） 
１．変更の理由 
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定款の一部変更の件（２）でご説明申し上げておりますとおり、当社は、当社の株主

の皆様に、事業構造の転換に伴う短期的なマイナスの影響を及ぼすことを回避するとと

もに、当社の企業価値をより一層向上させるためには、当社を非上場化し、IDSP の完
全子会社として、磐石な経営基盤築き、迅速な意思決定体制を構築することが最良との

結論に至り、本定款一部変更等を行うことといたしました。 
 定款の一部変更の件（３）は、本定款一部変更等のうち定款の一部変更の件（３）と

して、定款の一部変更の件（１）及び定款の一部変更の件（２）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、全部取得条項を付し、これを「全部取得条項付普

通株式」とする旨の定め、及び、当社が株主総会の特別決議により全部取得条項付普通

株式の全部を取得する場合において、全部取得条項付普通株式 1株と引換えに、A種種
類株式を 0.0000017株の割合をもって交付する旨の定めを新設するものであります。定
款の一部変更の件（３）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。 
 定款の一部変更の件（３）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

決議により株主様から全部取得条項付普通株式の全部（自己株式を除きます。）を取得

した場合、当該取得と引換えに IDSP以外の株主様に割当てられるA種種類株式の数は、
1株未満の端数となる予定です。 
 なお、定款の一部変更の件（３）に係る定款変更の効力発生日は、平成 20 年 10 月
31日といたします。 
 

２．定款変更の内容 
変更案は下表のとおりであり、また定款の一部変更の件（１）及び定款の一部変更の

件（２）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、定款の一部

変更の件（３）に係る定款変更は、定款の一部変更の件（２）に係る定款変更の効力が

生ずること、全部取得条項付普通株式の取得の件が承認可決されること及び普通株主様

による種類株主総会において定款の一部変更の件（３）と同内容の変更案に係る議案が

承認可決されることを条件として、その効力を生ずるものであります。 
（下線部分は変更箇所） 

定款の一部変更の件（１）及び定款の一部変更

の件（２）による変更後の定款 
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 0.0000017 株の割合をもっ
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て交付する。 
 
３．日程 
平成 20年 9月 25日（木）：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 20年 10月 31日（金）： 定款の一部変更の件（３）の効力発生 

 
Ⅳ．全部取得条項付普通株式取得の件 
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 
 定款の一部変更の件（２）でご説明申し上げておりますとおり、当社は、当社の株主の

皆様に、事業構造の転換に伴う短期的なマイナスの影響を及ぼすことを回避するとともに、

当社の企業価値をより一層向上させるためには、当社を非上場化し、IDSPの完全子会社
として、磐石な経営基盤を築き、迅速な意思決定体制を構築することが最良との結論に至

り、定款の一部変更等を行うことといたしました。 
全部取得条項付普通株式取得の件は、本定款一部変更等のうち③として、会社法第 171
条ならびに定款の一部変更の件（１）、定款の一部変更の件（２）及び定款の一部変更の

件（３）による変更後の定款に基づき、株主総会の特別決議によって、当社が株主様から

全部取得条項付普通株式の全て（自己株式を除きます。）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。 
係る取得対価としては、定款の一部変更の件（２）における変更後の定款により設けら

れる A種種類株式とさせていただきます。全部取得条項付普通株式取得の件が承認され
た場合、IDSP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
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、全部取得条項付普通株式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。なお、この場合でも、

売却代金の交付に際しては、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。）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、IDSP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どおり得られる場合には、

各株主様は保有する当社普通株式数に 2,100円（本公開買付けにおける普通株式 1株あた
りの買付価格）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。 
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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条ならびに定款の一部変更の件（１）、定款の一部変更の件（２）
及び定款の一部変更の件（３）による変更後の定款の規定に基づき、取得日（下記

（２）に定めます。）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の有する全部取得条項付普通

株式の全て（自己株式を除きます。）を取得し、これと引換えに、変更後の定款第 6
条の 3の定めに従い、全部取得条項付普通株式 1株につき、A種種類株式を
0.0000017株の割合をもって交付します。 

（２） 取得日 
  平成 20年 10月 31日（但し、全部取得条項付普通株式取得の件に定める全部取

得条項付普通株式の取得は、定款の一部変更の件（２）及び定款の一部変更の件（３）

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。） 
（３） その他 

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。 
 

Ⅴ．定款の一部変更等の日程の概要（予定） 
 
平成 20年 8月 12日（火）： 取締役会決議（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） 
平成 20年 9月 25日（木）： 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 20年 9月 26日（金）： 整理ポストへの割当て 

株券提出手続の開始 
平成 20年 10月 24日（金）： 当社普通株式に係る株券の最終売買日 
平成 20年 10月 26日（日）： 当社普通株式に係る株券の上場廃止日 
平成 20年 10月 30日（木）： 全部取得条項付普通株式の取得に係る基準日 
平成 20年 10月 31日（金）： 株券提出期限 

全部取得条項に係る定款一部変更（定款一部変更の件（３））

の効力発生 
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
の交付の効力発生日 

以上 


