
平成 20 年８月 26 日 
各  位 
 

会 社 名：株式会社 コマ・スタジアム             
   （コード：9642 大証第２部）        

代表者名：代表取締役社長   大隈  
問合せ先：代表取締役常務取締役  木村 康久 
（ＴＥＬ：03-3202-2511）  

 
 臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会招集のための 

基準日設定のお知らせ 
 

  当社は、平成 20 年８月 26 日開催の取締役会において、平成 20 年７月 23 日に開始

され同年８月 25 日に終了した東宝株式会社（以下「東宝」といいます。）による当社普

通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の結果を受け、当社

が東宝の完全子会社となるための手続（以下「本完全子会社化手続」といいます。）を

実施する方針を決定いたしました。 
当社は、本完全子会社化手続に際して必要となる当社の定款の一部変更等（下記 2.

をご参照下さい。）について株主の皆様にご承認いただくための臨時株主総会及び当社

普通株主の皆様による種類株主総会（いずれも平成 20 年 10 月 21 日開催予定）の基準

日を、平成 20 年９月 11 日に設定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたし

ます。 
 

記 
 
1. 本完全子会社化手続の目的 

 東宝は、本公開買付けの結果、平成 20 年９月２日の決済日をもって当社普通株

式 956,634 株を取得いたします。その結果、東宝は本公開買付け以前より保有して

いた 110,000 株とあわせて、当社普通株式 1,066,634 株を保有することになります

（総株主の議決権の数に対する所有割合は 91.85%となります（総株主の議決権の

数に対する所有割合は、当社が平成 20 年６月 25 日に提出した第 55 期有価証券報

告書に記載された総株主の議決権の数 11,466 個に、平成 20 年３月 31 日現在の単

元未満株式の数 14,800 株から、平成 20 年３月 31 日現在の当社の所有する単元未

満自己株式 52 株を控除した 14,748 株に係る議決権の数である 147 個を加えて、当

社の総株主の議決権の数を 11,613 個として計算しております。）。）。 
 当社は、平成 20 年７月 22 日付当社プレスリリース（「東宝株式会社による当社
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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」）等でもご報告しており

ますとおり、東宝が当社を完全子会社化した後、新宿区歌舞伎町一丁目 19 番１所

在の土地（以下「本件土地」といいます。）の再開発に向け、東宝と一体となって具

体的計画に取り組むことを企画しております。 
 当社は、深刻な業績不振の環境下、「新宿コマ劇場」建物の敷地を所有する東宝に

対して全面的な経営支援を要請し、「新宿コマ劇場」を閉館して東宝と協同して本件

土地の再開発事業に取り組むことが、当社の事業存続にとって最善の選択であると

判断しております。 
 

2. 本完全子会社化手続の要旨（予定） 
 当社は、本完全子会社化手続を実施するため、①当社の定款の一部を変更し、普

通株式とは別の種類の株式を発行する旨の定めを新設すること、②当社の定款の一

部を変更し、当社の発行する全ての普通株式に会社法第 108 条第１項第７号に規定

する全部取得条項を付す旨の定めを新設すること、並びに③会社法第 171 条第１項

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

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別の種類

の当社株式を交付することを予定しております。当社では、臨時株主総会及び当社

普通株主による種類株主総会を開催し、臨時株主総会に上記①乃至③を、当社普通

株主による種類株主総会に上記②を、それぞれ付議する予定であります。なお、東

宝は、臨時株主総会及び種類株主総会において上記①乃至③の各議案に賛成する予

定です。 
 上記①乃至③の各手続が実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式は

全部取得条項が付された上で、全て当社に取得されることとなり、当社の株主には

当該取得の対価として別の種類の当社株式が交付されることになりますが、東宝以

外の当社の株主に対しては１株に満たない端数の当社種類株式を交付することを予

定しております。新たに交付される当社種類株式について１株に満たない端数しか

受け取れない株主に対しては、会社法の定める手続に従い、当該端数に相当する株

式を売却することによって得られる金銭が交付されることになります。なお、かか

る端数の処理として交付される金銭の額については、本公開買付けにおける買付価

格（１株当たり 7,400 円）を基準として算定する予定ですが、当社の事業を取り巻

く環境の変化や業績の変動等の影響によって、この金額が本公開買付けの１株当た

りの買付価格と異なることとなる可能性があります。 
 また、全部取得条項付普通株式の全部の取得と引換えに、当社が交付する当社種

類株式の種類及び数は本日現在未定ですが、決定次第、速やかに公表する予定であ

ります。 
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 なお、全部取得条項付普通株式の全部の取得と引換えに、当社が交付する当社種

類株式については、大阪証券取引所において上場申請を行わない予定であります。 
 上記①乃至③の手続に関連する少数株主の権利保護を目的として、当社普通株式

に全部取得条項を付す旨の定めを新設する定款の変更に関しては、当該定款変更に

反対する株主は、会社法第 116 条及び第 117 条に基づいて、当社に対し、その有す

る普通株式を公正な価格で買い取ることを請求でき、一定の場合には裁判所に対し

て価格決定の申立てをすることもできます。また、全部取得条項付普通株式の全部

を取得する決議が臨時株主総会においてなされた場合には、当社の株主は、会社法

第 172 条に基づいて、裁判所に対して、全部取得条項付普通株式の当社による取得

の価格決定の申立てをすることもできます。これらの方法による１株当たりの買取

価格及び取得価格は、最終的に裁判所が判断することになるため、本公開買付けに

おける買付価格とは異なることとなる可能性があります。これらの方法による請求

又は申立てを行うにあたっての必要な手続等に関しては、株主各位において自らの

責任にて確認され、ご判断いただくこととなります。 
 当社の普通株式は、現在、大阪証券取引所市場第二部に上場しておりますが、本

完全子会社化手続の実施により、当社株式は、大阪証券取引所の上場廃止基準に従

い、臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会開催日の翌日から１ヶ月間、

整理銘柄に指定された後、上場廃止となる予定であります。上場廃止後は、当社株

式を大阪証券取引所において取引することはできません。 
 

3. 本完全子会社化手続の日程等 
（1）本完全子会社化手続の日程の概略（予定） 

取締役会決議（基準日設定） 平成 20 年 ８月 26 日(火) 
基準日（臨時株主総会及び当社普通株主による種類

株主総会） 
９月 11 日(木) 

取締役会決議（臨時株主総会及び当社普通株主によ

る種類株主総会招集に関する内容決定） 
10 月 １日(水) 

臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会 10 月 21 日(火) 
株券提出手続の開始日（株券提出公告及び株主・登録株式

質権者への通知送付） 
10 月 下旬 

整理銘柄への指定 10 月 22 日(水） 
当社普通株式に係る株券の売買最終日 11 月 21 日(金） 
当社普通株式に係る株券の上場廃止予定日 11 月 22 日(土） 
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 
12 月 上旬 

株券提出の期限 12 月 上旬 
全部取得条項付普通株式全部の取得及び株式交付の

効力発生日 
12 月 上旬 
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(2）定款一部変更等における当社の株式に係る株券の上場廃止に関する事項 
 当社普通株式に係る株券は、臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会

開催日の翌日から１ヶ月間、整理銘柄に指定された後、平成 20 年 11 月 22 日をも

って上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式に係る株券を大阪証券

取引所において取引することはできません。 
 

4. 臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会招集のための基準日の設定 
(1) 臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会招集のための基準日の設定 
 当社は、平成 20 年 10 月 21 日開催予定の臨時株主総会及び当社普通株主による

種類株主総会において権利を行使すべき株主を確定するために、平成 20 年９月 11
日を基準日と定め、同日における最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録

された株主をもって、その権利を行使すべき株主といたします。 
① 公告日 平成 20 年８月 27 日（水曜日） 
② 基準日 平成 20 年９月 11 日（木曜日） 
③ 公告方法 電子公告（法定公告。当社ホームページに掲載いたします。）及  

び紙面公告（産経新聞に掲載いたします。） 
  http://www.koma-sta.co.jp/ 

(2) 臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会について 
開催予定日 平成 20 年 10 月 21 日（火曜日） 

(3) 当社普通株主による種類株主総会のための基準日の設定についての補足説明 
 当社は、上記臨時株主総会において、①当社の定款の一部を変更し、普通株式と

は別の種類の株式を発行する旨の定めを新設すること、②当社の定款の一部を変更

し、当社の発行する全ての普通株式に会社法第 108 条第１項第７号に規定する全部

取得条項を付す旨の定めを新設すること、並びに③会社法第 171 条第１項並びに上

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、当社が全部取

得条項付普通株式の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

引換えに別の種類の当社株式を交付すること等の議案を付議する予定であります。

上記基準日設定のための公告日現在において、当社は会社法第２条第 13 号に規定

する種類株式発行会社ではありませんが、上記臨時株主総会において上記①の議案

が決議されますと、当社は会社法上の種類株式発行会社となります。そして、上記

②の議案については、会社法第 111 条第２項第１号により、当社普通株主による種

類株主総会の承認が必要となりますので、臨時株主総会の開催日と同日に、当社普

通株主による種類株主総会を開催するものであります。 
 なお、全部取得条項付普通株式に変更される予定の株式は、上記基準日設定のた

めの公告日現在において当社の発行している全ての株式であることから、基準日に

おける最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の全てが、当社
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普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定公告の対象となります。 
 

5. その他 
本完全子会社化手続による当社事業への影響は想定しておりません。 

以 上 
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