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平成 20 年 10 月１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）  

 
 

当社の完全子会社化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 10 月１日開催の取締役会において、当社の完全子会社化のための当

社定款の一部変更及び当社による全部取得条項付普通株式（下記において定義いたしま

す。）の全部の取得について、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（種類株式発行に係る定款一部変更の

件及び全部取得条項に係る定款一部変更の件） 
 
第１ 種類株式発行に係る定款一部変更の件 
 
１. 変更の理由 
 
（１）  平成 20 年８月 26 日付「親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に

関するお知らせ」にてご報告申し上げておりますとおり、東宝株式会社（以下「東

宝」といいます。）は、平成 20 年７月 23 日から平成 20 年８月 25 日まで当社普通

株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行いました。その

結果、東宝は、平成 20 年９月２日（本公開買付けの決済開始日）をもって、当社

普通株式 1,066,634 株（総株主の議決権の数に占める割合は 91.85%であります。な

お、総株主の議決権の数に対する割合は、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
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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。）を保

有するに至り、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主となりました。 
東宝は、本公開買付けに係る公開買付届出書及び平成 20 年８月 26 日付「株式会

社コマ・スタジアム株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知

らせ」等において表明しているとおり、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７月 22 日付「東宝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」等にてご説明申し上げました

とおり、当社の抜本的な経営の見直しの必要性や歌舞伎町一丁目地区における映

画・演劇興行立地の地盤沈下が急速に進んでいる事態を踏まえ、「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土地再開発に取り組むことが最善の選択であると判断し、ま

た、唯一の事業所であり収益基盤であった「新宿コマ劇場」閉館後において持続的

な収益確保が困難である状況を踏まえると、東宝の完全子会社になることが最善の

方策であるとの結論に至りました。 
以上の理由により、当社は、以下の①から③の方法により東宝の完全子会社とな

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  当社定款の一部を変更し、種類株式発行会社となるために、平成 20 年 10 月

21 日現在において発行済の当社株式を「普通株式」と呼称するとともに、後記

の A 種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による定款一部変更後の当社定款の一部を更に変更し、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。）を付し、その呼称を「全部取得条項付普通株式」に

変更する旨の定めを新設いたします。 
③  会社法第 171 条並びに上記①及び②による変更後の当社定款の定めに基づき、

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の全部（自

己株式を除きます。）を取得し、各株主様に対して、取得対価として A 種種類株

式を交付いたします。この際、東宝以外の各株主様に対して取得対価として割

当てられる当社の 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、東宝以外の各株主様に対する 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 種種類株式を、会社法第 234 条第２項の規定に基づき、裁判所の許可
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を得て東宝に売却することを予定しております。この場合の 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

主様が保有する全部取得条項付普通株式の数に 7,400 円（本公開買付けにおける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。ただし、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等においては、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）  種類株式発行に係る定款一部変更の件は、本定款一部変更等のうち①を実施する

ものです。 
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）、当

社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款一部変更である上記②を行う前提として、

当社が会社法上の種類株式発行会社となるため、また、全部取得条項の付された株

式の取得と引換えに交付する取得対価を定めるため、A 種種類株式を発行する旨の

定めを新設するほか、所要の変更を行うものであります。 
また、これまで当社は、定款第９条におきまして、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、同条は、当社普通株式について単

元株式数を定めるものであるため、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。なお、種類株式発行に係る定款一部変更

の件に係る定款変更の効力は、臨時株主総会において種類株式発行に係る定款一部変

更の件が承認された時点で生じるものといたします。 
（下線を付した部分は変更箇所） 

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、２０

０万株とする。 
 
 
 
 
 
 

（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、２０

０万株Uとし、次条に定める内容の株式（以下

「普通株式」という。）の発行可能種類株式

総数は１，９９９，９００株とし、第６条の

３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Uとする。 
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（新設） 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（株券の発行） 
第７条 当会社は、株式に係る株券を発行す

る。 
 
（単元株式数） 
第９条 当会社の単元株式数は、１００株と

する。 
 
（新設） 
 

U（普通株式） 
U第６条の２ 当会社は、平成 20 年 10 月 21
日現在において発行済の当会社株式につい

て、その内容として、会社法第 108 条第２項

各号に定める事項についての定めを設けな

い。 
 
U（A種種類株式） 
U第６条の３ 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。 
 
（株券の発行） 
第７条 当会社は、U全ての種類のU株式に係る

株券を発行する。 
 
（単元株式数） 
第９条 当会社の U普通株式に係る U単元株式

数は、１００株とする。 
 
U（種類株主総会） 
U第１８条の２ 第１５条、第１６条および第
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１８条の規定は、種類株主総会にこれを準用

する。 
U２ 第１７条第１項の規定は、会社法第 324
条第１項の規定による種類株主総会の決議

にこれを準用する。 
U３ 第１７条第２項の規定は、会社法第 324
条第２項の規定による種類株主総会の決議

にこれを準用する。U 

 
第２ 全部取得条項に係る定款一部変更の件 
 
１. 変更の理由 

「第１ 種類株式発行に係る定款一部変更の件」における「変更の理由」にてご説

明申し上げておりますとおり、当社は、「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、東宝と協同して土地再開発に取り組むことが最善

の選択であると判断し、また、「新宿コマ劇場」閉館後において持続的な収益確保が困

難である状況を踏まえ、東宝の完全子会社になることが最善の方策であるとの結論に

至り、本定款一部変更等を行うことといたしました。 
全部取得条項に係る定款一部変更の件は、本定款一部変更等のうち②を実施するも

のであり、種類株式発行に係る定款一部変更の件が承認されたことによる変更後の定

款の一部を更に変更し、当社普通株式に、全部取得条項を付し、その呼称を「全部取

得条項付普通株式」とし、また、当社が株主総会の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の取得と引換えに、全部

取得条項付普通株式１株につきA種種類株式を 95,554分の１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。全部取得条項に係る定款一部変更の件が承認さ

れ、かつ、全部取得条項に係る定款一部変更の件に係る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、全部取得条項に係る定款一部変更の件が承認されたことによる変更後の当社

定款の定めに基づき、当社が株主総会の決議によって、当社の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、前記のとおり、東宝以外の各株主

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。 
 
２. 変更の内容 

変更の内容は、以下のとおりであります。なお、全部取得条項に係る定款一部変更

の件に係る定款変更の効力は、臨時株主総会において種類株式発行に係る定款一部変
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更の件及び全部取得条項付普通株式の取得の件のご承認が得られること並びに普通株

主による種類株主総会において全部取得条項に係る定款一部変更の件と同内容の定款

変更議案のご承認が得られることを条件として、平成 20 年 12 月２日に効力が生じる

ものといたします。 
（下線を付した部分は変更箇所） 

種類株式発行に係る定款一部変更の件 
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、２０

０万株とし、次条に定める内容の株式（以下

「普通株式」という。）の発行可能種類株式

総数は１，９９９，９００株とし、第６条の

３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。 
 
（普通株式） 
第６条の２ 当会社は、平成 20 年 10 月 21
日現在において発行済の当会社株式につい

て、Uその内容として、会社法第 108 条第２項

各号に定める事項についての定めを設けな

い。 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
（A 種種類株式） 
第６条の３ 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

（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、２０

０万株とし、次条に定める内容の株式（以下

「 U全部取得条項付 U普通株式」という。）の発

行可能種類株式総数は１，９９９，９００株

とし、第６条の３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。 
 
（U全部取得条項付U普通株式） 
第６条の２ 当会社は、平成 20 年 10 月 21
日現在において発行済の当会社株式につい

て、U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。 
 
 
U２ 当会社が全部取得条項付普通株式の全

部を取得する場合には、全部取得条項付普通

株式の取得と引換えに、全部取得条項付普通

株式１株につきA種種類株式を９５，５５４

分の１株の割合をもって交付する。U 

 
（A 種種類株式） 
第６条の３ 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、 U全部取得条項付 U普通株式

を有する株主（以下「U全部取得条項付U普通株
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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。 
 
 
 
 
（単元株式数） 
第９条 当会社の普通株式に係る単元株式

数は、１００株とする。 

主」という。）または U全部取得条項付 U普通株

式の登録株式質権者（以下「 U全部取得条項付

U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、U全部取

得条項付 U普通株主または U全部取得条項付 U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、U全部

取得条項付 U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。 
 
（単元株式数） 
第９条 当会社の U全部取得条項付 U普通株式

に係る単元株式数は、１００株とする。 

 
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 

「第１ 種類株式発行に係る定款一部変更の件」における「変更の理由」にてご説

明申し上げておりますとおり、当社は、「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、東宝と協同して土地再開発に取り組むことが最善

の選択であると判断し、また、「新宿コマ劇場」閉館後において持続的な収益確保が困

難である状況を踏まえ、東宝の完全子会社になることが最善の方策であるとの結論に

至り、本定款一部変更等を行うことといたしました。 
   全部取得条項付普通株式の取得の件は、本定款一部変更等のうち③を実施するもの

として、会社法第 171 条並びに種類株式発行に係る定款一部変更の件及び全部取得条

項に係る定款一部変更の件が承認されたことによる変更後の当社定款の定めに基づき、

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の全部（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、各株主様に対

し、取得対価を交付するものであります。 
   全部取得条項に係る定款一部変更の件が承認されたことによる変更後の当社定款の

定めに基づき、上記の取得対価は、種類株式発行に係る定款一部変更の件が承認され
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たことによる変更後の当社定款により設けられた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の取得の件が承認された場合、各株主様（当社を除きます。）

に対しては、その保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 95,554
分の１の割合をもって A 種種類株式が交付される予定ですが、東宝以外の各株主様に

対する 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。 
当社は、全部取得条項付普通株式の取得の件が承認された場合には、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 種種類株式を、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東宝に売却することを予定しております。

この場合の 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全部取得条項付普通株式の数に 7,400
円（本公開買付けにおける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。ただし、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等においては、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 条並びに種類株式発行に係る定款一部変更の件及び全部取得条項に

係る定款一部変更の件が承認されたことによる変更後の定款の定めに基づき、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。）の最終の当社の株主名簿（実質

株主名簿を含みます。）に記載又は記録された普通株式の株主様（当社を除きます。）

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95,554
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 12 月２日といたします。 
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（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、

全部取得条項に係る定款一部変更の件に係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 

本定款一部変更等の結果、当社普通株式に係る株券は、大阪証券取引所の株券上場廃

止基準に該当しますので、当社普通株式に係る株券は平成 20 年 10 月 22 日から平成

20 年 11 月 21 日までの間、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。 
 
III. 本定款一部変更等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。 
 

臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会招

集に関する取締役会決議 
平成 20 年 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) 
種類株式発行に係る定款一部変更の件の効力発生日 10 月 21 日(火) 
整理銘柄への指定 10 月 22 日(水) 
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 24 日(金) 

全部取得条項に係る定款一部変更の公告 10 月 24 日(金) 
全部取得条項付普通株式の取得及び株券交付の基準日設定に

関する公告 
10 月 24 日(金) 

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 １日(月) 

株券提出の期限 12 月 ２日(火) 
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 ２日(火) 

 
以 上 

 
 
 
 


