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平成20年９月12日 

 

各      位 

 

会 社 名 ： 田 崎 真 珠 株 式 会 社 

(コード ： 7968 東証・大証第一部) 

代表者名 ： 代表取締役社長 田崎 征次郎 

問合せ先 ： 常 務 取 締 役 

管 理 本 部 長 
明石 靖彦 

(TEL ： 078－302－3321) 

 

 

第三者割当による優先株式の発行に係る払込期日、 

代表取締役及び役員の異動並びに臨時株主総会の開催日及び付議議案等の 

決定に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成20年７月31日付「第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更、代表取締役及

び役員の異動、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動、大規模買付行為への対応方針の取り扱い、

並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」(以下、「７月31日付プレスリリース」

といいます。なお、その後、割当先の名称変更に関して平成20年８月28日付で公表を行っております。)

にて、第三者割当による優先株式の発行、当社代表取締役及び役員の異動、平成20年９月下旬又は10

月上旬の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)開催等についてお知らせいたしましたが、

本日開催の当社取締役会において、当社新経営陣の候補者の決定及び第三者割当による優先株式の発行

に係る払込期日(以下、「本増資払込期日」といいます。)に関する決定を行うとともに、本臨時株主総会

の開催日及び付議議案等を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本書における用語は、特に定めない限り、７月31日付プレスリリースにおいて定義される意味

を有するものとします。 

 

記 

 

Ⅰ．第三者割当による優先株式の発行について 

 

 当社は、７月31日付プレスリリースにて本増資払込期日を「平成20年10月下旬(予定)」とす

る旨公表しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会で株主の皆様にご承認

いただくことを条件に、本増資払込期日を「平成20年10月27日。但し、当社取締役会決議に基

づき別の日を定めた場合には、その日とする。」とする旨決定いたしました。 

 なお、当社は、７月31日付プレスリリースにて一部の借入金について財務制限条項に抵触する

事態が生じ、借入金融機関と期限の利益喪失の免除について協議中である旨公表しておりましたが、

その後の協議の結果、借入金融機関より、期限の利益喪失の免除をする旨の通知を受けております。 

 また、当社は、本増資が実施されること等を条件に、借入金のリファイナンス資金調達を目的と

して、複数の金融機関を貸付人とする融資契約を締結すべく継続して交渉を進めております。 
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Ⅱ．代表取締役及び役員の異動について 

 

１．異動の理由 

 ７月31日付プレスリリースにてお知らせしましたとおり、本増資の払込がなされることを条件

として、現行の当社取締役５名の内、田崎将大を除く４名(田崎征次郎、田﨑東次郎、芝原茂信及

び明石靖彦)及び現行の当社監査役の内、正木政弘を除く３名(紅野正樹、三谷昭三及び津村公一)

が、本増資払込期日をもって辞任するとともに、MBKパートナーズから招聘する７名(新任役員８

名の内、飯田隆也を除く取締役５名及び監査役２名)を含む下記３．の役員が、新たに取締役又は

監査役に就任する予定です。 

また、下記３．の役員の選任について本臨時株主総会のご承認を頂きました上で、当社取締役会

において、代表取締役会長に静永賢介氏(MBKパートナーズ株式会社代表取締役)を、代表取締役社

長に 飯田隆也(当社現執行役員管理本部管理室長)を、それぞれ選定する予定です。 

本増資が実施されることとなった場合には、当面の間、当社取締役会は、田崎将大のほか、新た

に選任される６名を加えた合計７名で構成し、監査役会は、正木政弘のほか、新たに選任される２

名を加えた合計３名で構成する予定です。 

なお、現在、小売業界において高い実績を有する経営者を招聘し、今後開催予定の株主総会にお

ける株主の皆様のご承認と当社取締役会の決定を前提として当社の代表取締役社長に就任してい

ただくことを検討しております。この場合には、静永賢介氏及び飯田隆也は代表取締役の地位を辞

任し、代表権のない取締役に就任する予定です。この点につきましては、決定次第、お知らせいた

します。 

 本増資を受けて、当社は経営体制を大幅に刷新し、業績の回復、企業価値の増大に取り組む体制

を構築し、経営及び事業の再生を早急に実行して参る所存であります。 

 

２．代表取締役の異動 

(１)異動の内容 

氏  名 現役職名 新役職名 

静永 賢介 － 代表取締役会長 

飯田 隆也 執行役員管理本部管理室長 代表取締役社長 

田崎 征次郎 代表取締役社長 － 

田﨑 東次郎 代表取締役副社長 － 

 

(２)新任代表取締役の氏名及び略歴等 

 

氏名(よみがな)  静永 賢介 (しずなが けんすけ) 

出身地  滋賀県 

最終学歴  早稲田大学 政治経済学部卒業 

コロンビア大学 経営学修士（MBA）修了 

生年月日  昭和26年３月29日 

略歴  昭和48年４月 トリオ株式会社(現株式会社ケンウッド)入社 

  昭和60年12月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 

  平成11年１月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 
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  平成13年５月 カーライル・グループ入社 

  平成17年６月 MBKパートナーズ株式会社 代表取締役(現在に至

る) 

  平成19年９月 弥生株式会社 社外取締役(現在に至る) 

 

氏名(よみがな)  飯田 隆也 (いいだ たかや) 

出身地  兵庫県 

最終学歴  関西学院大学 経済学部卒業 

生年月日  昭和28年２月20日 

略歴  昭和50年４月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 

  平成15年５月 当社へ出向 経営企画室長 

  平成16年４月 当社入社 経営企画室長 

  平成20年１月 当社 執行役員 管理本部管理室長(現在に至る) 

 

(３)就任予定日 

本増資の払込がなされることを条件として、本増資払込期日付で就任する予定です。 

 

 

３．新任役員候補 

   

新役職名 氏名 

代表取締役会長 静永 賢介 

代表取締役社長 飯田 隆也 

取締役(社外取締役) 鈴木 荘平 

取締役(社外取締役) Michael Kim(キム・マイケル) 

取締役(社外取締役) Kuo Chuan Kung(クン・ケーシー) 

取締役(社外取締役) Jay Bu(ブー・ジェイ) 

監査役(社外監査役) 福本 太郎 

監査役(社外監査役) 池田 大輔 

 

(注)本増資の払込がなされることを条件として、本増資払込期日付で就任する予定です。 

 

Ⅲ．本臨時株主総会の開催日及び付議議案等 

 

１．本臨時株主総会の開催日及び開催場所 

(１)開催日時  平成20年９月30日(火曜日)午前10時 
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(２)開催場所  神戸市中央区港島中町６丁目３番地２ 

  当社 田崎ビル２階ホール 

 

２．本臨時株主総会の付議議案 

(１)第１号議案  定款の一部変更の件(１) 

(２)第２号議案  第三者割当による募集株式の発行の件 

(３)第３号議案  定款の一部変更の件(２) 

(４)第４号議案  取締役６名選任の件 

(５)第５号議案  監査役２名選任の件 

 

  ※なお、Ocean0309 B.V.との株式引受契約上、上記全議案が本臨時株主総会において承認されるこ

と、その他Ocean0309 B.V.・当社間で合意された事項が本増資の前提条件となっております。 

 

 上記議案の内容については、別添資料(本臨時株主総会付議議案の詳細)をご参照下さい。 

 なお、第１号議案乃至第３号議案の内容につきましては、第２号議案における「払込期日」が決定さ

れた点を除き、７月31日付プレスリリース及び平成20年８月28日付プレスリリースにおいて開示いた

しました内容からの変更はありません。 

 

Ⅳ．今後の日程(予定)について 

 

 今後の日程(予定)は、以下のとおりとなります。なお、上記Ⅰに記載のとおり、本増資払込期日を「平

成20年10月27日。但し、当社取締役会決議に基づき別の日を定めた場合には、その日とする。」とす

る旨決定しております。これに伴い、現役員の一部の辞任及び新役員の就任、主要株主である筆頭株主

及び親会社の異動並びに定款の一部変更(２)の効力も、本増資払込期日と同日に発生することとなりま

す。 

 

 平成20年９月30日 臨時株主総会(予定) 

 平成20年９月30日 定款の一部変更(１)の効力発生(予定) 

 

平成20年10月27日(但

し、当社取締役会決議に

基づき別の日を定めた

場合には、その日とす

る。) 

払込(予定) 

現役員の一部の辞任及び新役員の就任(予定) 

主要株主である筆頭株主及び親会社の異動(予定) 

定款の一部変更(２)の効力発生(予定) 

 ※本増資払込期日が変更される場合は、改めてお知らせいたします。 

以上 
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(別添資料) 本臨時株主総会付議議案の詳細 

 

第１号議案 定款の一部変更の件(１) 

  

本議案は、定款の一部を定款変更案(１)のとおり変更することにつき特別決議によるご承認

をお願いするものであります。 

 

１．変更の理由 

  

(１)  当社は、資金の手許流動性が薄い状態にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在するほか、一部の借入金について財務制限条項に抵触する事態となる等、財務基

盤の強化が喫緊の課題となっております。この課題を克服し、事業及び経営の構造改

革を実現するため、第２号議案のとおり、募集株式(優先株式)の発行による第三者割

当増資を実施することといたしました。本議案は、これに備えるために、現行定款第

６条の発行可能株式総数を変更するなど所要の変更をするほか、A種優先株式に関す

る関係条文を新設するものであります。 

 

(２)  また、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役の責任

限定契約の締結を可能とするため、社外取締役の責任限定契約に関する規定を新設す

るものであります。なお、上記規定の新設につきましては、各監査役の同意を得てお

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。 

 

【定款変更案(１)】 

(下線は変更部分を示します。) 

現行定款 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、

120,000,000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、

150,000,000株とし、当会社の発行可能種類株式総数

は、次のとおりとする。 

 

普通株式  120,000,000株 

A種優先株式 70,000,000株 

(新設) (A種優先株式) 

第６条の２  A種優先株式の内容は、別紙１のとお

りとする。 

(単元株式数および単元未満株券の不発行) 

第８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

(単元株式数および単元未満株券の不発行) 

第８条  当会社の単元株式数は、普通株式およびA

種優先株式ともに1,000株とする。 

 ２  (現行どおり) 
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規程に定めるところについてはこの限りでない。 

(新設) (種類株主総会) 

第19条の２  第15条、第16条、第18条および前

条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。 

 ２  第14条の規定は、定時株主総会と同日に開

催される種類株主総会にこれを準用する。 

 ３  第17条第１項の規定は、会社法第324条第

１項の規定によるべき種類株主総会の決議に、第17

条第２項の規定は、会社法第324条第２項の規定によ

るべき種類株主総会の決議に、それぞれ準用する。 

(取締役の責任免除) 

第30条  当会社は、会社法第426条第１項の規定

により、同法第423条第１項に定める取締役(取締役

であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度にお

いて、取締役会の決議によって免除することができ

る。 

(新設) 

(取締役の責任免除) 

第30条  (現行どおり) 

 

 

 

 

 ２  当会社は、会社法第427条１項の規定により、

社外取締役との間に、損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当該契約に基づく損

害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

定款変更案(１) 別紙１ 

A種優先株式の内容 

 

１. 剰余金の配当 

 

当会社は、剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録され

たA種優先株式(以下｢優先株式｣という。)を有する株主(以下｢優先株主｣という。)または優先株式

の登録株式質権者(以下｢優先登録株式質権者｣という。)に対し、優先株式１株につき、普通株式１

株あたりの配当金にその時点での取得比率を当初取得比率で除した数を乗じた額の配当を、当該配

当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録された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。)と同順位にて行う。

１円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

２. 残余財産の分配 

 

(１) 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主

または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式１株あたりの残余財産分配額として、200円(以

下｢優先残余財産分配金｣という。)を分配する。 

 

(２) 優先株式発行後、４項(４)①乃至⑤のいずれかに該当する場合には、４項(４)の規定に従い、

優先残余財産分配金の額を調整する。 

   

(３) 優先株主または優先登録株式質権者に対し(１)に基づく分配を行ってなお残余財産が残存す
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る場合(以下かかる残存する残余財産を｢残存残余財産｣という。)で、残存残余財産の額が残

余財産分配時の発行済普通株式数(自己株式を除く。)に優先残余財産分配金((２)に基づく調

整があった場合にはその調整後の優先残余財産分配金をいう。以下この項において同じ。)を

乗じた額に満たない場合には、残存残余財産については優先株主または優先登録株式質権者

に対して残余財産の分配を行わない。 

 

(４) 優先株主または優先登録株式質権者に対し(１)に基づく分配を行ってなお残存残余財産が残

存する場合で、残存残余財産の額が残余財産分配時の発行済普通株式数(自己株式を除く。)

に優先残余財産分配金を乗じた額を超える場合には、残存残余財産のうち上記額を超えない

部分については優先株主または優先登録株式質権者に対して残余財産の分配を行わず、上記

額を超える部分(以下｢再残存残余財産｣という。)については、優先株主または優先登録株式

質権者に対して、優先株式１株あたり、再残存残余財産についての普通株式１株あたりの分

配額にその時点での取得比率を当初取得比率で除した数を乗じた額の残余財産を、普通株主

または普通登録株式質権者と同順位にて支払う。 

 

３. 議決権 

 

優先株主は、株主総会において議決権を有する。 

 

４. 株式の併合または分割、株式無償割当て等 

 

(１) 当会社は、株式の併合または株式の分割をするときは、優先株式につき、普通株式と同時に

同一の割合でこれをする。 

 

(２) 当会社は、株式無償割当または新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同

じ。)無償割当てをするときは、優先株主に対し、優先株式の株式無償割当てまたは優先株式

を目的とする新株予約権無償割当てを、普通株主に対して行う普通株式の株式無償割当てま

たは普通株式を目的とする新株予約権無償割当てと、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権

における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。)でする。 

 

(３) 当会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行(自己株式の処分を

含む。以下同じ。)または株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約

権の発行(自己新株予約権の処分を含む。以下同じ。)をするときは、優先株主に対し、優先

株式または優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、普通株主に対して与

える普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利と、それぞれ同

時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にするこ

とを含む。)で、優先株主の権利・利益に鑑みての実質的に公平な払込金額、新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額その他の条件により与える。 

 

(４) 優先株式発行後、次の①乃至④のいずれかに該当する場合には、優先残余財産分配金は、そ

の直前における優先残余財産分配金(以下｢調整前優先残余財産分配金｣という。)をもとに下

記算式(以下｢優先残余財産分配金調整式｣という。)により計算される額に調整され、⑤に該

当する場合には、同⑤に従って調整される(かかる調整後の優先残余財産分配金を以下｢調整

後優先残余財産分配金｣という。)。調整後優先残余財産分配金の額は、小数点第１位まで算
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出し、その小数点第１位を四捨五入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 優先株式につき株式の分割をするとき 

 

優先株式につき株式の分割をするときは、これにより増加する株式数を新規発行・処分

優先株式数とみなし、１株あたり払込金額を零円として優先残余財産分配金調整式を使

用するものとし、株式の分割の効力発生日以降、調整後優先残余財産分配金を適用する。 

 

② 優先株式につき株式無償割当てをするとき 

 

優先株式につき株式無償割当てをするときは、１株あたり払込金額を零円として優先残

余財産分配金調整式を使用するものとし、株式無償割当ての効力発生日以降、調整後優

先残余財産分配金を適用する。 

 

③ 優先株式につき株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行をす

るとき 

 

優先株式につき株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行をすると

きは、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日)以降、調整後優先残余財産分配

金を適用する。 

 

④ 優先株式につき株式の併合をするとき 

 

優先株式につき株式の併合を行う場合には、株式の併合により減少する株式数の負の値

を新規発行・処分優先株式数とみなし、１株あたり払込金額を零円として優先残余財産

分配金調整式を使用するものとし、株式併合の効力発生日以降、調整後優先残余財産分

配金を適用する。 

 

⑤ 優先株式につき優先株式を目的とする新株予約権無償割当てまたは株主に優先株式

を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行

をするとき 

 

優先株式につき優先株式を目的とする新株予約権無償割当てをするときまたは株主に優

先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発

行をするときは、調整後優先残余財産分配金は、それぞれ上記②または③に定めるとこ

ろに準じて適切な優先残余財産分配金に調整される。 

×

調 整 前

優先残余

財産分配

金 
 

調 整 後 

優先残余

財産分配

金 

 

＝

＋ 
×調整前の

既発行優

先株式数 

 

１株あたり払込金

額 
新規発行・処分

優先株式数 

調整前優先残余財産分配金 

調整前の既発行 

優先株式数 
+ 新規発行・処分優先株式数 
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５. 普通株式を対価とする取得請求権 

 

優先株主は、当会社に対し、以下に定める取得を請求することができる期間中、以下に定める取得

の条件で、その有する優先株式の全部または一部につき、普通株式の交付を対価とする取得を請求

することができる。 

 

(１) 取得を請求することができる期間 

 

優先株式の払込期日から起算して１年を経過した日以降とする。 

 

(２) 取得の条件 

 

優先株主は、優先株式の全部または一部について、当会社が優先株式を取得するのと引換え

に、優先株式１株につき下記(イ)および(ロ)に定める取得比率により、下記(ハ)の定めに従

い、当会社の普通株式を交付することを請求することができる。 

 

(イ) 当初取得比率 

        

当初の取得比率は４とする。 

 

(ロ) 取得比率の調整 

 

優先株式発行後、合併、株式交換、株式移転、または会社分割その他当会社の発行済株

式の総数が変更する事由が生じる場合(ただし、４項(１)乃至(３)に定める場合を除く。)

で、優先株主の権利・利益に鑑みての実質的公平の観点から当該取得比率の調整が必要

とされる場合には、取締役会が適切と判断する取得比率に変更される。 

 

 

(ハ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数 

 

優先株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、優先株主が取得を請求し

た優先株式数に、取得比率を乗じた数とする。 

なお、取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって、１株未満の端数が生じ

た場合には、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第３項に規定する金銭は交付

しないものとする。 

 

 

第２号議案 第三者割当による募集株式の発行の件 

  

本議案は、第１号議案が承認されることを条件として、特別決議によるご承認をお願いする

ものであります。 

 

１．特に有利な払込金額で募集株式を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 
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    当社は、喫緊に財務体質の強化を図り、当社のブランド価値の維持を図る必要性に迫

られ、当社の財務体質の改善並びに経営及び事業の再生が企業価値向上のために必要不

可欠であると認識し、そのための資金調達に関し、金融機関と協議、交渉を重ねて参り

ましたが、資本の増強等により財務体質の健全化を図る必要があると判断したため、借

入れではなく、増資によるスキームを検討することとなりました。 

このような当社の置かれた厳しい状況の下、取引金融機関との協議・交渉を行いつつ、

短期的には財務制限条項の抵触回避に必要となる資本の調達を行うと共に、中長期的に

見て財務基盤を安定させ、かつ、ブランド価値刷新・向上、中国を含むアジア市場にお

ける積極的な展開及び合理化(コスト削減)の実施により収益性を向上させるのに必要な

規模の資本を調達するべく、慎重な調査及び検討を重ねて参りました。 

当社が必要とする規模での増資引受先が限られる中で、資金繰りとの関係、緊急性、

当社の最近の業績、有利子負債総額等を含む当社の財務状態などを総合的に勘案し、上

場維持に必要な流動性に配慮して MBKパートナーズと慎重に協議を重ねた結果、発行価

額(１株につき200円)や取得比率(当初取得比率：４)等の条件を決定いたしました。 

当社といたしましては、A種優先株式を上記発行価額で発行し、MBKパートナーズの

投資目的子会社であるOcean0309 B.V.に対して割り当てることが、当社グループの財務

状態の健全化・経営及び事業の再生を進め、当社の企業価値向上のために必要不可欠な

ものであると考えております。 

株主の皆様におかれましては、何卒上記事情をご賢察いただき、本議案をご承認くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

２．募集株式発行の内容 

 

(１) 募集株式の種類 

 

田崎真珠株式会社A種優先株式(以下｢優先株式｣という。) 

 

(２) 募集株式の数 

 

35,000,000株 

 

(３) 払込金額 

 

１株につき200円 

 

(４) 払込金額の総額 

 

7,000,000,000円 

 

(５) 増加する資本金の額 

 

3,500,000,000円 (１株につき100円) 
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(６) 増加する資本準備金の額 

 

3,500,000,000円 (１株につき100円) 

 

(７) 払込期日 

 

平成20年10月27日。ただし、当社取締役会決議に基づき別の日を定めた場合には、そ

の日とする。 

 

(８) 発行方法 

 

第三者割当ての方法により、Ocean0309 B.V.に35,000,000株を割り当てる。 

 

(９) 優先株式に対する剰余金の配当 

 

当会社は、剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記

録された優先株式を有する株主(以下｢優先株主｣という。)又は優先株式の登録株式質権者

(以下｢優先登録株式質権者｣という。)に対し、優先株式１株につき、普通株式１株あたり

の配当金にその時点での取得比率を当初取得比率で除した数を乗じた額の配当を、当該配

当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された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。)と同順

位にて行う。１円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

(10) 残余財産の分配 

 

① 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、優先株式１株あたりの残余財産分配額とし

て、200円(以下｢優先残余財産分配金｣という。)を分配する。 

 

② 優先株式発行後、12項④(イ)乃至(ホ)のいずれかに該当する場合には、12項④の規

定に従い、優先残余財産分配金の額を調整する。 

 

③ 優先株主または優先登録株式質権者に対し①に基づく分配を行ってなお残余財産が

残存する場合(以下かかる残存する残余財産を｢残存残余財産｣という。)で、残存残余

財産の額が残余財産分配時の発行済普通株式数(自己株式を除く。)に優先残余財産分

配金(②に基づく調整があった場合にはその調整後の優先残余財産分配金をいう。以

下この項において同じ。)を乗じた額に満たない場合には、残存残余財産については

優先株主又は優先登録株式質権者に対して残余財産の分配を行わない。 

 

④ 優先株主又は優先登録株式質権者に対し①に基づく分配を行ってなお残存残余財産

が残存する場合で、残存残余財産の額が残余財産分配時の発行済普通株式数(自己株

式を除く。)に優先残余財産分配金を乗じた額を超える場合には、残存残余財産のう

ち上記額を超えない部分については優先株主又は優先登録株式質権者に対して残余

財産の分配を行わず、上記額を超える部分(以下｢再残存残余財産｣という。)について
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は、優先株主または優先登録株式質権者に対して、優先株式１株あたり、再残存残余

財産についての普通株式１株あたりの分配額にその時点での取得比率を当初取得比

率で除した数を乗じた額の残余財産を、普通株主または普通登録株式質権者と同順位

にて支払う。 

 

(11) 議決権及び単元株式数 

 

① 優先株主は、株主総会において議決権を有する。 

 

② 優先株式の１単元の株式数は、1,000株とする。 

 

(12) 株式の併合又は分割、株式無償割当て等 

 

① 当会社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、優先株式につき、普通株式と同

時に同一の割合でこれをする。 

 

② 当会社は、株式無償割当又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。

以下同じ。)無償割当てをするときは、優先株主に対し、優先株式の株式無償割当て

又は優先株式を目的とする新株予約権無償割当てを、普通株主に対して行う普通株式

の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てと、それぞれ同時

に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にす

ることを含む。)でする。 

 

③ 当会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行(自己株式

の処分を含む。以下同じ。)又は株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行

う募集新株予約権の発行(自己新株予約権の処分を含む。以下同じ。)をするときは、

優先株主に対し、優先株式又は優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権

利を、普通株主に対して与える普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当

てを受ける権利と、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる

株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。)で、優先株主の権利・利益に鑑み

ての実質的に公平な払込金額、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額その

他の条件により与える。 

 

④ 優先株式発行後、次の(イ)乃至(ニ)のいずれかに該当する場合には、優先残余財産分

配金は、その直前における優先残余財産分配金(以下｢調整前優先残余財産分配金｣と

いう。)をもとに下記算式(以下｢優先残余財産分配金調整式｣という。)により計算さ

れる額に調整され、(ホ)に該当する場合には、同(ホ)に従って調整される(かかる調

整後の優先残余財産分配金を以下｢調整後優先残余財産分配金｣という。)。調整後優

先残余財産分配金の額は、小数点第１位まで算出し、その小数点第１位を四捨五入す

る。 
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(イ) 優先株式につき株式の分割をするとき 

 

優先株式につき株式の分割をするときは、これにより増加する株式数を新規発

行・処分優先株式数とみなし、１株あたり払込金額を零円として優先残余財産

分配金調整式を使用するものとし、株式の分割の効力発生日以降、調整後優先

残余財産分配金を適用する。 

 

(ロ) 優先株式につき株式無償割当てをするとき 

 

優先株式につき株式無償割当てをするときは、１株あたり払込金額を零円とし

て優先残余財産分配金調整式を使用するものとし、株式無償割当ての効力発生

日以降、調整後優先残余財産分配金を適用する。 

 

(ハ) 優先株式につき株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行

をするとき 

 

優先株式につき株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行

をするときは、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日)以降、調整後

優先残余財産分配金を適用する。 

 

(ニ) 優先株式につき株式の併合をするとき 

 

優先株式につき株式の併合を行う場合には、株式の併合により減少する株式数

の負の値を新規発行・処分優先株式数とみなし、１株あたり払込金額を零円と

して優先残余財産分配金調整式を使用するものとし、株式併合の効力発生日以

降、調整後優先残余財産分配金を適用する。 

 

(ホ) 優先株式につき優先株式を目的とする新株予約権無償割当て又は株主に優先株

式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権

の発行をするとき 

 

優先株式につき優先株式を目的とする新株予約権無償割当てをするとき又は株

主に優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集

新株予約権の発行をするときは、調整後優先残余財産分配金は、それぞれ上記

(ロ)又は(ハ)に定めるところに準じて適切な優先残余財産分配金に調整され

る。 

×

調 整 前

優先残余

財産分配

金 
 

調 整 後 

優先残余

財産分配

金 

 

＝

＋ 
×調整前の

既発行優

先株式数 

 

１株あたり払込金

額 
新規発行・処分

優先株式数 

調整前優先残余財産分配金 

調整前の既発行 

優先株式数 
+ 新規発行・処分優先株式数 
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(13) 普通株式を対価とする取得請求権 

 

優先株主は、当会社に対し、以下に定める取得を請求することができる期間中、以下に定

める取得の条件で、その有する優先株式の全部又は一部につき、普通株式の交付を対価と

する取得を請求することができる。 

 

① 取得を請求することができる期間 

 

優先株式の払込期日から起算して１年を経過した日以降 

 

② 取得の条件 

 

(イ) 優先株主は、優先株式の全部又は一部について、当会社が優先株式を取得する

のと引換えに、優先株式１株につき下記(ⅰ)及び(ⅱ)に定める取得比率により、

下記(ⅲ)の定めに従い、当会社の普通株式を交付することを請求することがで

きる。 

 

(ⅰ) 当初取得比率 

 

当初の取得比率は４とする。 

 

(ⅱ) 取得比率の調整 

 

優先株式発行後、合併、株式交換、株式移転、又は会社分割その他当会社

の発行済株式の総数が変更する事由が生じる場合(ただし、12項①乃至③

に定める場合を除く。)で、優先株主の権利・利益に鑑みての実質的公平

の観点から当該取得比率の調整が必要とされる場合には、取締役会が適切

と判断する取得比率に変更される。 

 

(ⅲ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数 

 

優先株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、優先株主が

取得を請求した優先株式数に、取得比率を乗じた数とする。 

なお、取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって、１株未満

の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第

３項に規定する金銭は交付しないものとする。 

 

(ロ)取得請求受付場所 

 

大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 大阪本店 証券代行部 

 

(ハ) 取得の効力発生 
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取得請求書及び優先株式の株券が上記(ロ)に記載する取得請求受付場所に到

着したときに、当会社は優先株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当

会社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。ただし、優先

株式の株券が発行されないときは、株券の提出を要しない。 

 

 

第３号議案 定款の一部変更の件(２) 

  

本議案は、第２号議案が承認されることを条件として、定款の一部を定款変更案(２)のとお

り変更することにつき特別決議によるご承認をお願いするものであります。 

本議案につきましては、第２号議案に基づく優先株式の払込金額の総額の払込がなされるこ

とを条件として、上記優先株式の払込期日に変更の効力が生じるものといたします。 

 

１．変更の理由 

  

   第２号議案をご承認いただき、優先株式が発行されることとなった場合には、会社法の

規定に基づき、優先株式に係る取得請求権の行使により対価として交付すべき普通株式

に関し、十分な発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を確保する必要

があることから、会社法の規定に基づき、第２号議案による優先株式の払込期日をもっ

て、第１号議案による変更後の発行可能株式総数１億５千万株を２億９千万株に変更

し、かつ発行可能普通株式総数１億２千万株を３億６千万株に変更するものでありま

す。 

 

２．変更の内容 

 

    変更の内容は次のとおりであります。 

 

【定款変更案(２)】 

 (下線は変更部分を示します。) 

定款変更案(１)による変更後の定款 追加変更案 

(発行可能株式総数) 

第６条  当会社の発行可能株式総数は、

150,000,000株とし、当会社の発行可能種類株式総数

は、次のとおりとする。 

 

普通株式  120,000,000株 

A種優先株式 70,000,000株 

(発行可能株式総数) 

第６条  当会社の発行可能株式総数は、

290,000,000株とし、当会社の発行可能種類株式総数

は、次のとおりとする。 

 

普通株式  360,000,000株 

A種優先株式 70,000,000株 

 (なお、定款変更案(２)は、定款変更案(１)による変更後の当社定款を追加変更するものです。) 

 

第４号議案 取締役６名選任の件 

  

当社の経営体制を刷新するべく、第２号議案に基づく優先株式の払込金額の総額の払込がな
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されることを条件として、現行の当社取締役５名の内、田崎将大を除く４名(田崎征次郎、田﨑

東次郎、芝原茂信及び明石靖彦)は、上記優先株式の払込期日をもって辞任いたします。そのた

め、本議案は、第２号議案が承認されることを条件として、新任取締役６名の選任をお願いす

るものであります。 

本議案につきましては、上記優先株式の払込がなされることを条件として、上記優先株式の

払込期日に選任の効力が生じるものといたします。 

取締役候補者は次のとおりであります。 

 

候補者

番号 

氏  名 

(生年月日) 

略歴、当社における地位、担当 

(他の法人等の代表状況) 

所有す

る当社

株式数 

昭和48年４月 

 

トリオ株式会社(現株

式会社ケンウッド)入

社 

昭和60年12月 
 
リーマン・ブラザーズ

証券会社入社 

平成11年１月 
 
シュローダー・ベンチ

ャーズ株式会社入社 

平成13年５月 
 
カーライル・グループ

入社 

平成17年６月 

 

MBKパートナーズ株

式会社 代表取締役

(現在に至る) 

平成19年９月 
 
弥生株式会社 社外

取締役(現在に至る) 

 

(他の法人等の代表状況) 

１ 

静永賢介 

(昭和26年３月29日生) 

 

MBKパートナーズ株式会社 代表取締役   

－ 

昭和50年４月 

 

株式会社住友銀行(現

株式会社三井住友銀

行)入行 

平成15年５月 
 
当社へ出向 経営企

画室長 

平成16年４月 
 
当社入社 経営企画

室長 

平成20年１月 

 

当社 執行役員 管

理本部管理室長(現在

に至る) 

 

(他の法人等の代表状況) 

２ 
飯田隆也 

(昭和28年２月20日生) 

他の法人等の代表状況はありません。 

－ 
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平成６年４月 

 

株式会社ボストン・コ

ンサルティング・グル

ープ入社 

平成11年８月 
 
ゴールドマン・サック

ス証券会社入社 

平成14年５月 
 
A.T.カーニー株式会

社入社 

平成18年４月 

 

MBKパートナーズ株

式会社入社 ディレ

クター(現在に至る) 

平成19年９月 
 
弥生株式会社 社外

取締役(現在に至る) 

 

(他の法人等の代表状況) 

３ 

鈴木荘平 

(昭和46年６月13日生) 

 

他の法人等の代表状況はありません。 

－ 

昭和61年５月 
 
ゴールドマン・サック

ス入社 

平成７年３月 
 
ソロモン・ブラザーズ

入社 

平成10年２月 
 
カーライル・グループ

入社 

平成17年３月 
 
MBK パートナーズ共

同設立(現在に至る) 

平成18年６月 

 

HK Mutual Savings 

Bank社外取締役(現

在に至る) 

平成19年５月 

 

China Network 

Systems Co., Ltd. 社

外取締役(現在に至

る) 

平成19年９月 
 
弥生株式会社 社外

取締役(現在に至る) 

平成19年11月 
 
C&M Co., Ltd. 社外取

締役(現在に至る) 

平成20年７月 

 

Watermunt Spare 

Parts B.V. (現

Ocean0309 B.V.)ディ

レクター(現在に至

る) 

 

(他の法人等の代表状況) 

４ 
Michael Kim(キム・マイケル) 

(昭和38年10月８日生) 

Ocean0309 B.V. ディレクター 

－ 
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平成３年８月 
 
マッキンゼー・アン

ド・カンパニー入社 

平成10年６月 
 
カーライル・グループ

入社 

平成17年３月 
 
MBK パートナーズ共

同設立(現在に至る) 

平成17年10月 

 

Beijing Bowei 

Airport Support Ltd. 

社外取締役(現在に至

る) 

平成19年５月 

 

China Network 

Systems Co., Ltd. 社

外取締役(現在に至

る) 

平成20年８月 

 

AsiaPharm Group Ltd. 

社外取締役(現在に至

る) 

 

(他の法人等の代表状況) 

５ 

Kuo Chuan Kung(クン・ケー

シー) 

(昭和43年４月26日生) 

他の法人等の代表状況はありません。 

－ 

平成10年１月 
 
ソロモン・スミス・バ

ーニー入社 

平成11年４月 
 
カーライル・グループ

入社 

平成17年３月 
 
MBK パートナーズ共

同設立(現在に至る) 

平成19年８月 

 

China Network 

Systems Co., Ltd. 社

外取締役(現在に至

る) 

平成20年３月 
 
C&M Co., Ltd., 社外

取締役(現在に至る) 

平成20年７月 
 
弥生株式会社 社外

取締役(現在に至る) 

 

(他の法人等の代表状況) 

６ 
Jay Bu(ブー・ジェイ) 

(昭和45年12月29日生) 

他の法人等の代表状況はありません。 

－ 

 

(注) １． 静永賢介氏、鈴木荘平氏、Michael Kim(キム・マイケル)氏、Kuo Chuan 

Kung(クン・ケーシー)氏及び Jay Bu(ブー・ジェイ)氏が上記「略歴、当

社における地位、担当(他の法人等の代表状況)」に記載のとおり関与して

いる MBKパートナーズの投資目的子会社である Ocean0309 B.V.は、当社

との間で、第２号議案に基づく優先株式発行に関し株式引受契約を締結し
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ております。上記以外、各候補者と当社との間には特別の利害関係はあり

ません。  

 ２． 取締役候補者の内、静永賢介氏及び飯田隆也を除く４名は、社外取締役の

候補者であります。当該４名は、上記「略歴、当社における地位、担当(他

の法人等の代表状況)」に記載のとおり、MBKパートナーズに関与してい

る方々であり、事業再生に関する経験とノウハウを有しており、その専門

知識と見識を当社の経営に反映していただくために、選任をお願いするも

のであります。  

 ３． 当社は、第１号議案による定款の一部変更により、社外取締役との間で責

任限定契約を締結できる旨の規定を新設する予定ですが、各社外取締役候

補者が就任した場合には、当社は、各社外取締役候補者との間で、各社外

取締役は法令が規定する額を限度額としてその責任を負う旨の責任限定

契約を締結する予定であります。 

 

 

第５号議案 監査役２名選任の件 

  

第２号議案に基づく優先株式の払込金額の総額の払込がなされることを条件として、現行の

当社監査役の内、正木政弘を除く３名(紅野正樹、三谷昭三及び津村公一)は、上記優先株式の

払込期日をもって辞任いたします。そのため、本議案は、第４号議案が承認されることを条件

として、新任監査役２名の選任をお願いするものであります。 

本議案につきましては、上記優先株式の払込がなされることを条件として、上記優先株式の

払込期日に選任の効力が生じるものといたします。 

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

監査役候補者は次のとおりであります。 

 

候補者

番号 

氏  名 

(生年月日) 

略歴、当社における地位、担当 

(他の法人等の代表状況) 

所有す

る当社

株式数 

平成７年４月 

 

株式会社日本興業銀行

(現株式会社みずほコー

ポレート銀行)入行 

平成17年１月 
 
GCA株式会社(現GCAサヴ

ィアン株式会社)入社 

平成19年５月 
 
MBKパートナーズ株式会

社入社(現在に至る) 

   

(他の法人等の代表状況) 

１ 
福本太郎 

(昭和47年５月３日生) 

他の法人等の代表状況はありません。 

－ 
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平成13年４月 
 
株式会社富士銀行(現株

式会社みずほ銀行)入行 

平成15年９月 
 
株式会社グラックス・ア

ンド・アソシエイツ入社 

平成16年９月 
 
株式会社MKSパートナー

ズ入社 

平成20年４月 
 
MBKパートナーズ株式会

社入社(現在に至る) 

   

(他の法人等の代表状況) 

２ 
池田大輔 

(昭和52年７月18日生) 

他の法人等の代表状況はありません。 

－ 

 

(注) １． 福本太郎氏及び池田大輔氏が上記「略歴、当社における地位、担当(他の

法人等の代表状況)」に記載のとおり関与しているMBKパートナーズの投

資目的子会社であるOcean0309 B.V.は、当社との間で、第２号議案に基

づく優先株式発行に関し株式引受契約を締結しております。上記以外、各

候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 

 ２． 福本太郎氏及び池田大輔氏は、社外監査役の候補者であります。福本太郎

氏及び池田大輔氏は、上記「略歴、当社における地位、担当(他の法人等

の代表状況)」に記載のとおり、MBKパートナーズに関与している方々で

あり、事業再生に関する経験とノウハウを有しており、その専門知識と見

識を当社の経営に反映していただくために、選任をお願いするものであり

ます。なお、福本太郎氏及び池田大輔氏は、直接企業経営に関与された経

験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に

遂行できるものと判断しております。 

 ３． 各社外監査役候補者が監査役に就任した場合、当社は、各社外取締役候補

者との間で、各社外監査役は法令が規定する額を限度額としてその責任を

負う旨の責任限定契約を締結する予定であります。 

 

以 上 

 

 

 


