
 
 

平成 20 年 10 月 10 日 
 
各   位 

 
会 社 名  日本コンピュータシステム株式会社 
代表者名 代表取締役社長  三田 信孝 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９７１１） 
問合せ先 取締役総務部長 栗田 昭平 

（TEL．０３－３３４６－２００１） 
 

 

全部取得条項付株式発行のため等の定款一部変更および 

全部取得条項付株式の取得に関するお知らせ 

 

 

  当社は、本日開催の取締役会において、全部取得条項付株式発行のため等の当社定款の一

部変更およ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 11 月 11 日開

催予定の臨時株主総会およ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〔１〕・同〔２〕） 

 
１．定款一部変更の件〔１〕 

(1)．変更の理由 
平成 20 年９月 18 日付当社プレスリリース「親会社およ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、パレス・キャピタル・パ

ートナーズ株式会社（以下「パレス・キャピタル・パートナーズ」といいます｡）は、平

成 20 年８月５日から当社株式に対し公開買付けを行い、平成 20 年９月 25 日（決済日）

をもって、当社株式 3,652,341 株（当社の発行済株式総数（自己株式を除きます｡）に対

する割合：約 95.0％）を保有するに至っております。 
また、平成 20 年８月４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、当社を取り巻く事

業環境は、大手 SI 企業間で合併や資本・業務提携等が活発化しており、これらの大手 SI
企業を顧客に持つ当社に対しても、受注規模の拡大への要請や開発内容に対するニーズが

多様化・高度化してくることが予想されます。これらのニーズに応えるためには、プロジ

ェクトに対応できる高度なスキルを有する人材を獲得する必要がありますが、従来の採用

方法では困難であることから、積極的にスカウトやヘッドハンティングの手法を活用する

とともに、全体的な技術レベルの向上を図るためには社員への教育環境の整備等が喫緊の

課題であり、採用や教育に要する費用が一時的に増加する見込みであります。また、これ

らの要員を受け入れるための人事制度の改革は労務費の上昇を招くことが予想されると

ともに、管理開発に対応できる体制を整備するための先行投資が必要となる見込みであり

ます。さらにはこれらの開発体制を支えるために営業力を強化していく必要があるものと

考えております。しかし、これらの積極的な施策の実施は、必ずしも短期的な業績向上に

 1



繋がらず、逆に一時的な業績下降局面にさらされるリスクを内包しており、短期的な業績

変動は、株式市場から十分な評価を得られず、当社の株主の皆様のご期待に沿えない可能

性があります。そこで、当社は、かかる改革の一環として、パレス・キャピタル・パート

ナーズが当社の発行済株式の 100％（自己株式を除きます。）を取得することにより当社を

完全子会社とし（以下「完全子会社化」といいます。）、中核的安定株主である同社の下、

事業運営にあたっていくことが望ましいと判断しました。 
このため、財務戦略上の観点等も総合的に考慮したうえで、当社およびパレス・キャピタ

ル・パートナーズは、以下の方法によりパレス・キャピタル・パートナーズによる当社の完

全子会社化を行う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、種類株式を発行する旨の定めを新設し、平成 20 年 11 月 11

日（以下「本株主総会日」といいます｡）現在において発行済の当社株式を「普通株式」

と呼称することといたします。 
② 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

特別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、当社普通株式を全部取得条項付株式といたします。なお、全部取得条項付株式

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株式の全部を取得

する場合において、全部取得条項付株式１株と引換えに、本株主総会日現在において発

行済の当社株式と同じ内容を有する新たな当社普通株式 0.0000049283 株を交付する旨

を定めるものといたします。 
③ 会社法第 171 条ならびに上記①および②による変更後の定款の定めに基づき、株主総

会の特別決議によって、全部取得条項付株式の全て（自己株式を除きます。）を取得し、

全部取得条項付株式１株と引換えに、新たな当社普通株式 0.0000049283 株を交付します。 
ところで、会社法上、全部取得条項の付された種類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）、

前記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前記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、定款変更案第７条の３の内容のＡ種類株式（残

余財産劣後種類株式）を設けることとしております。会社法第 171 条ならびに前記①お

よび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特別決議によって全

部取得条項付株式の全て（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）、パレス・キャピタル・パートナーズ以外の各株主様に対

して取得対価として割り当てられる当社の新たな普通株式は、１株未満の端数となる予

定です。かかる株主様に対する割当ての結果生じる１株未満の端数につきましては、そ

の合計数に相当する株式を、法令に定める手続に従い、必要となる裁判所の許可が得ら

れることを条件に、売却することにより、売却により得られた代金をその端数に応じて

株主様に交付します。ただし、上記売却にあたっては、当該端数の合計数に１株に満た

ない端数がある場合には、当該端数部分は会社法第 234 条第１項により切り捨てられ、

売却の対象となりません。なお、この場合であっても、売却代金の交付に際しては、各

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。かかる売

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

当社の新たな普通株式をパレス・キャピタル・パートナーズ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

の場合の当社の新たな普通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、本株主総会日現在において株主様が保有する当社株式１

株につき金 630 円（パレス・キャピタル・パートナーズが当社株式に対して公開買付け

を行った際における買付価格）の割合で計算した金額とすることを予定しておりますが、
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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。 
本議案は、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ための規定を

設けるほか、所要の変更を行うものであります。 
また、中核的安定株主であるパレス・キャピタル・パートナーズの下で、当社の経営体

制のより一層の強化を図り、経営環境の変化に対し迅速に対応するために、取締役員数を

1 名増加するとともに、取締役の任期を１年とするものであります。 
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ずるものとし

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。なお、本株主総会日現在において発行済の当社

株式の内容を有する株式を、定款において、普通株式と呼称することとし、第７条の２に

おいてその内容を規定するものといたします。また、これに伴い、第６条においてそれぞ

れの種類の株式につき発行可能種類株式総数を定めております。 
さらに、第 21 条において取締役の員数、第 24 条において取締役の任期について、それ

ぞれ変更を行うものです。 
 

(下線部分は変更箇所） 
現 行 定 款 本議案に係る変更案 

 
（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、

18,500,000 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、

18,500,000 株とし、第７条の２

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 9,250,000 株、第７条

の３に定める内容の株式（以下

「Ａ種類株式」という。）の発行

可能種類株式総数は 9,250,000
株とする。 

（株券の発行） 
第７条 当会社は、株式に係る株券を発行

する。 
 

（新 設） 
 
 
 
 
 
 

（新 設） 
 

（株券の発行） 
第７条 当会社は、全ての種類の株式に係

る株券を発行する。 
（普通株式） 
第７条の２ 当会社は、平成 20 年 11 月

11 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。 
（Ａ種類株式） 
第７条の３ Ａ種類株式の内容は別紙の

とおりとする。 

（単元株式数） 
第９条 当会社の単元株式数は、100 株と

する。 

（単元株式数） 
第９条 当会社の普通株式の単元株式数

は、100 株とする。 
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現 行 定 款 本議案に係る変更案 
 

 
（新 設） 

 
 
 
 
 
 

 

 
（種類株主総会) 
第 20 条の２ 第 16 条、第 17 条第１項お

よび第 18 条の規定は、種類株主

総会にこれを準用する。 
２．第 15 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

会において準用する。 
３．会社法第 324 条第２項に定める種

類株主総会の決議は、当該種類株主

総会において議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その

議決権の３分の２以上で行う。 
（取締役の員数） 
第 21 条  当会社の取締役は、６名以内と

する。 
（取締役の任期） 
第 24 条  取締役の任期は、選任後２年以

内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする。 
２．   （条文省略） 

 
（新 設） 

 
 
 
 
 
 

 

（取締役の員数） 
第 21 条  当会社の取締役は、7 名以内と

する。 
（取締役の任期） 
第 24 条  取締役の任期は、選任後１年以

内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする。 
２．   （現行どおり） 

附則 
第 24 条の規定にかかわらず、平

成 19 年 6 月 25 日開催の定時株

主総会において選任された取締

役の任期は、平成 21 年開催の定

時株主総会終結の時までとする。

本附則は、期日経過後これを削除

する。 

 
 

（新 設） 

別紙 
当会社は、Ａ種類株式を有する株

主またはＡ種類株式の登録株式

質権者に対して、残余財産の分配

を行わない。 

 
 
２．定款一部変更の件〔２〕 

(1)．変更の理由 
第１号議案でご説明申し上げておりますとおり、当社は、当社の積極的な施策を伴う改

革を実行するためには、パレス・キャピタル・パートナーズによる当社の完全子会社化が

最良であると考えております。 
本議案は、本定款一部変更等の②として、第１号議案による変更後の当社定款の一部を

追加変更し、当社普通株式に全部取得条項を付してこれを全部取得条項付株式とし、かつ、

当該全部取得条項に従い当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付株式の全部
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を取得する場合において、全部取得条項付株式１株と引換えに、本株主総会日現在におい

て発行済の当社株式と同じ内容を有する新たな当社普通株式 0.0000049283 株を交付する

旨の定款の定めを設けるほか、所要の変更を行うものです。 
かかる定款の定めに従って当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付株式の

全て（自己株式を除きます。）を取得した場合、パレス・キャピタル・パートナーズ以外

の各株主様に対して取得対価として割り当てられる当社の新たな普通株式は、１株未満の

端数となる予定です。なお、本議案に係る定款変更は、（ⅰ）第１号議案に係る定款変更

の効力が生ずること、（ⅱ）第３号議案が原案どおり承認可決されること、および（ⅲ）

普通株主様による種類株主総会において本議案の追加変更案と同内容の変更案に係る議

案が原案どおり承認可決されること条件として、効力を生ずるものであります。 
また、本議案に係る定款変更の効力発生日は平成 20 年 12 月 10 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、第１号議案による変更後の定款を追加変更するもの

であります。 
・本株主総会日現在において発行済の当社株式に全部取得条項を付すことにより、株式の

内容として全部取得条項を有する種類の株式とし、その呼称を「普通株式」から「全部

取得条項付株式」に変更するものです。 
・当社が発行することができるＡ種類株式の内容に関する規定を削除し、本株主総会日現

在において発行済の当社株式と同じ内容を有する新たな当社普通株式の内容に関する

規定を新設するものです。 
・Ａ種類株式の内容に関する規定を削除することに伴い、Ａ種類株式の発行可能種類株式

総数に関する規定を削除するとともに、全部取得条項付株式および普通株式のそれぞれ

につき発行可能種類株式総数に関する規定を定めるものです。 
・当社における単元株式制度の廃止に伴い、単元株式数および単元未満株券の不発行に関

する規定等を削除するものです。 
・その他文言の整備を行うとともに、上記変更に伴う条数の変更を行うものです。 

 
 （下線部分は変更箇所） 

第１号議案に係る変更後の当社定款 本議案に係る追加変更案 
 
（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、

18,500,000 株とし、第７条の２
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 9,250,000 株、第７条
の３に定める内容の株式（以下「
Ａ種類株式」という。）の発行可
能種類株式総数は 9,250,000 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、

18,500,000 株とし、第７条の２
に定める内容の株式（以下「全部
取得条項付株式」という。）の発
行 可 能 種 類 株 式 総 数 は
9,250,000 株、第７条の３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 9,250,000 株とする。  

（普通株式） 
第７条の２ 当会社は、平成 20 年 11 月

11 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。 

 
（全部取得条項付株式） 
第７条の２ 当会社は、平成 20 年 11 月

11 日現在において発行済の当会
社の普通株式について、その内容
として、会社法第 108条第２項第
７号の定めを設ける。 
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第１号議案に係る変更後の当社定款 本議案に係る追加変更案 
 

（新 設） 
 
 
 
 

（新 設） 
 
 
 
 
 

 
２．当会社が全部取得条項付株式を取

得する場合には、全部取得条項付
株式１株の取得と引換えに、
0.0000049283 株の当会社の普通
株式を交付する。 

３．当会社は、当会社の発行する全部
取得条項付株式について、その内
容として、会社法第 108 条第２項
第１号から第６号まで、第８号お
よび第９号に定める事項につい
ての定めを設けない。 

（Ａ種類株式） 
第７条の３ Ａ種類株式の内容は別紙の

とおりとする。 
 
 
 

（普通株式） 
第７条の３ 当会社は、当会社の発行する

普通株式について、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。 
（単元株式数） 
第９条 当会社の普通株式の単元株式数

は、100 株とする。 

 
（削 除） 

 
（単元未満株券の不発行） 
第 10 条 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株

式（以下｢単元未満株式｣という。）

に係わる株券を発行しない。 

 
（削 除） 

 
 

（単元未満株式についての権利） 
第11条 当会社の単元未満株式を有する株

主（実質株主を含む。以下同じ。）

は、その有する単元未満株式につ

いて、次に掲げる権利以外の権利

を行使することができない。 
(1)  会社法第 189 条第２項各号に掲

げる権利 
(2)  会社法第 166 条第１項の規定に

よる請求をする権利 
(3)  株主の有する株式数に応じて募

集株式の割当ておよび募集新株

予約権の割当てを受ける権利 

 
（削 除） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第12条 

～    （条文省略） 
第20条 

第 9 条 

～    （現行どおり） 
第17条 

（種類株主総会) 
第20条の２ 第16条、第17条第１項およ

び第18条の規定は、種類株主総会

にこれを準用する。 
２．第15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

において準用する。 

（種類株主総会) 
第17条の２ 第13条、第14条第１項およ

び第15条の規定は、種類株主総

会にこれを準用する。 
２．第12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

において準用する。 
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第１号議案に係る変更後の当社定款 本議案に係る追加変更案 
第21条 

～     （条文省略） 
第48条 

第18条 

～    （現行どおり） 
第45条 

別紙 
当会社は、Ａ種類株式を有する株

主またはＡ種類株式の登録株式質

権者に対して、残余財産の分配を行

わない。 

 
（削 除） 

 
 
 

 
 
Ⅱ．全部取得条項付株式の取得の件 

 
１．全部取得条項付株式を取得することを必要とする理由 

第１号議案でご説明申し上げておりますとおり、当社は、当社の積極的な施策を伴う改

革を実行するためには、パレス・キャピタル・パートナーズによる当社の完全子会社化が

最良であると考えております。 
本議案は、本定款一部変更等の③として、会社法第 171 条ならびに第１号議案および第

２号議案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、当社が全部取得条

項付株式を取得し、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

割り当てるものであります。なお、かかる取得対価としては、第２号議案に係る追加変更

後の定款において定めるとおり、本株主総会日現在において発行済の当社株式と同じ内容

を有する新たな当社普通株式とさせていただいております。 
本議案についてご承認いただいた場合、パレス・キャピタル・パートナーズ以外の各株

主様に対して取得対価として割り当てられる当社普通株式は、１株未満の端数となる予定

です。このように割り当てられる普通株式の数が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。具体的には、株主様に対する割当ての結果生じ

る１株未満の端数につきましては、その合計数に相当する株式を、法令に定める手続に従

い、必要となる裁判所の許可が得られることを条件に、売却することにより、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します。ただし、上記売却にあたっては、

当該端数の合計数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数部分は会社法第 234 条

第１項により切り捨てられ、売却の対象となりません。なお、この場合であっても、売却

代金の交付に際しては、各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。 
かかる売却手続に関し、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

可を得て当社の新たな普通株式をパレス・キャピタル・パートナーズ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。 
この場合の当社の新たな普通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、本株主総会日現在において株主様が保有する当社株式１

株につき金 630 円（パレス・キャピタル・パートナーズが当社株式に対して公開買付けを

行った際における買付価格）の割合で計算した金額と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。 
なお、本議案に係る全部取得条項付株式の取得は、第１号議案および第２号議案に係る

定款変更の効力が生ずることを条件として、効力が生ずるものであります。 
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２．全部取得条項付株式の取得の内容 
 
(1) 全部取得条項付株式を取得するのと引換えに交付する金銭等および全部取得条項付株

式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項 
当社は、取得日（下記(2)において定めます｡）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株主様の有する全部取得条項付株式（自己

株式を除きます。）を取得し、これと引換えに、当社の定款第７条の２第２項の定めに

従い、全部取得条項付株式１株に対し、0.0000049283 株の割合にて当社の新たな普通

株式を交付するものであります。 
 
(2) 取得日 

平成 20 年 12 月 10 日（ただし、本議案に定める全部取得条項付株式の取得は、第１

号議案および第２号議案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、当社株式のかかる株券は、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 11 月 12 日から平成 20 年 12 月 3 日までの間、整理ポスト

に指定された後、平成 20 年 12 月 4 日を持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．定款の一部変更およ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 臨時株主総会および普通株主による種類株主総会の    平成 20年10月10日（金） 

招集に関する取締役会 
② 株券提出手続きの開始日                平成 20 年 11 月７日（金） 
③ 臨時株主総会および普通株主による種類株主総会     平成 20年 11月 11日（火） 
④ 整理ポストへの指定                  平成 20年 11月 12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 12 月３日（水）      

⑥ 当社普通株式にかかる株券の上場廃止日         平成 20 年 12 月４日（木） 
⑦ 全部取得条項付株式全部の取得および株式交付の     平成 20 年 12 月９日（火） 

基準日 
⑧ 株券提出の期限                    平成 20年12月10日（水） 
⑨ 当社による全部取得条項付普通株式の取得およびＡ種   平成 20年12月10日（水） 

類株式交付の効力発生日 
 

以 上 


