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平成 20 年 11 月 18 日 

各  位 

 会社名  株式会社オリカキャピタル 

 （コード 3570 大証第 2部） 

 代表者名  取締役社長   保坂 まさ美 

 問合せ先  総務部財務経理課長 橋本 直人 

 （ＴＥＬ 03－5771－7303） 

 

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お知らせ 

 

当社は平成 20 年 11 月 18 日開催の取締役会において、当社普通株式の非上場化を図るため、

種類株式発行に関する定款の一部変更、全部取得条項に関する定款の一部変更および全部取得

条項付株式の取得（以下、総称して「本定款一部変更等」といいます。）に関する事項ならびに

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する

法律（以下「決済合理化法」といいます。）の施行に伴う定款の一部にかかる形式的変更を平成

21 年 1 月 28 日開催予定の臨時株主総会（以下「本件臨時株主総会」といいます。）および当社

普通株主様による種類株主総会（以下「本件種類株主総会」といいます。）に付議することなら

びにその議決権行使に係る基準日を平成 20 年 12 月 9 日（火曜日）に設定することを決議致し

ましたので下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

 

第 1. 定款一部変更Ⅰ（決済合理化法の施行に伴う定款文言の変更） 

決済合理化法の施行に伴い、定款の文言を形式的に変更する必要がございますので、当該

変更を行うものと致します。 

 

1 定款一部変更Ⅰの理由等 

決済合理化法の施行に伴い、定款の文言を形式的に変更するものです。なお、定款一部変

更Ⅰ（現行定款第 7 条を除きます。）は、本件臨時株主総会において承認可決された時点又

は決済合理化法の施行日のいずれか遅い日から効力を生じることとします。 

 

 2 定款一部変更Ⅰの内容 

   定款一部変更Ⅰの内容は次のとおりです（下線部分は変更箇所を示します。）。 

現行定款 定款一部変更Ⅰによる変更案 

(株券の発行) 

第7条 当会社は、株式に係る株券を発行す

る。 

 

  削除 
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(自己の株式の取得) 

第8条（条文省略） 

(自己の株式の取得) 

第7条（条文省略） 

(単元株式数および単元未満株券の不発行) 

第9条 当会社の単元株式数は、1,000株とす

る。 

2.当会社は、単元未満株式に係る株券を発行

しない。ただし、株式取扱規程に定めるとこ

ろについてはこの限りでない。 

(単元株式数) 

第8条 当会社の単元株式数は、1,000株とす

る。 

削除 

(単元未満株式についての権利） 

第10条 当会社の株主（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

の割当および募集新株予約権の割当て

を受ける権利。 

(4) 次条に定める請求をする権利。 

(単元未満株式についての権利） 

第9条 当会社の株主は、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

の割当および募集新株予約権の割当て

を受ける権利。 

(4) 次条に定める請求をする権利。 

(単元未満株式の買増し） 

第11条（条文省略） 

(単元未満株式の買増し） 

第10条（条文省略） 

(株主名簿管理人） 

第12条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定め、これを公

告する。 

3.当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失

登録簿の作成ならびに備置きその他の株主

名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿

に関する事務は、これを株主名簿管理人に委

託し、当会社においては取り扱わない。 

(株主名簿管理人） 

第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定め、これを公

告する。 

3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の

作成ならびに備置きその他の株主名簿および

新株予約権原簿に関する事務は、これを株主

名簿管理人に委託し、当会社においては取り

扱わない。 

 

(株式取扱規程) 

第13条 当会社の株式に関する取扱いおよ

び手数料は、法令または本定款のほか、取締

役会において定める株式取扱規程による。 

 

 

 

 

 

（新設） 

(株式取扱規程) 

第12条 当会社の株主権行使の手続きその他

株式に関する取扱いおよび手数料は、法令ま

たは本定款のほか、取締役会において定める

株式取扱規程による。 

 

（以下、条数を繰り上げる） 

 

附則 

第 1 条 当会社の株券喪失登録簿の作成およ

び備置きその他の株券喪失登録簿に関する事

務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会

社においては取り扱わない。 

 

第2条 前条および本条は、平成22年1月6日ま

で有効とし、同日をもって前条および本条を
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削るものとする。 

 

第 2. 定款一部変更Ⅱ（非上場化手続きに関する定款の変更） 

  1 定款一部変更Ⅱ① 

 (1) 変更の理由等 

 (a) 非上場化の必要性 

当貸金業界におきましては、法的債務整理の増加や利息返還請求の高止まりの状態

が続くなか、平成 22 年には貸付金の総量規制や上限金利の引下げを伴う貸金業法の完

全施行が予定されており当業界の経営環境は極めて厳しい状況となっております。 

このような状況のなか、当社は前期（平成 20 年 3 月期）において事業者向け無担保

ローン債権の貸倒引当金の大幅な積み増しや消費者金融事業の利息返還損失引当金の

積み増しを余儀なくされ、業績は、純損失 4,355 百万円を計上し、純資産も大幅に毀

損し、財務状況も危機的な状況という結果となり、継続企業の前提に関する重要な疑

義が発生しております。資金調達におきましては、各金融機関の当社に対する与信は

極端に低下しており、今後の事業継続のための新規資金調達は不可能な状況です。し

たがって、当社はこの営業貸付債権の回収による有利子負債の削減を 優先課題とし

て取り組むとともに、他の事業者との組織再編等の可能性についても探ってまいりま

したが、折からの金融収縮等の環境悪化も有り実現には至らず、これ以上の事業継続

は極めて困難な状況であります。 

このような経緯と将来の経営環境を踏まえますと、今後の株主価値の回復および向

上が望めない以上、事業から撤退することが 良の選択であると判断致しました。こ

のような事業撤退の過程においては、営業貸付債権の回収及び有利子負債の減少に専

念することとなり、新たな投資を行わない以上、収益は望めないだけでなく、債権の

損失処理等の撤退コストが生じることが予想されます。したがって、当社に対してご

出資いただいている株主の皆様に当社の事業撤退にかかるリスクを負担していただく

ことを回避するため、当社は、株主の皆様から当社株式を取得し、株式会社大阪証券

取引所（以下「大阪証券取引所」といいます。）（市場第二部）への上場を廃止するこ

とを決意致しました。なお、当社親会社である株式会社ユニマットホールディング（以

下「ユニマットホールディング」といいます。）は、今回の非上場化に賛同し、当社の

事業撤退につき引き続き協力する旨の意見を表明しております。 

 (b) 非上場化手続きの概要 

      非上場化手続きの概要は以下のとおりです。 

(i)  定款一部変更Ⅱ① 

本件臨時株主総会の特別決議により、当社定款を一部変更し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います。かかる種類株式としては A 種種類株式

とします。 
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(ii)  定款一部変更Ⅱ② 

上記(i)による変更後の当社定款を、本件臨時株主総会の特別決議により一部追加変

更し、当社普通株式に当社がその全部を取得する全部取得条項を付与し当社普通株式

を全部取得条項付の普通株式と致します（以下、この株式を「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、株主総会特別決議により

当社がその全部を取得する際に全部取得条項付普通株式１株と引き換えに新たに A

種種類株式 130 万分の 1株を交付する旨を定めるものとします。 

なお、この定款一部変更Ⅱ②は、本件臨時株主総会における特別決議のほか本件種

類株主総会における特別決議をもって効力を生じることとなりますので、本件臨時株

主総会の開催日と同日に本件種類株主総会を開催致します。 

(iii)  全部取得条項付普通株式の取得 

上記(i)および(ii)の変更後定款ならびに会社法第 171 条に基づき、本件臨時株主総

会の特別決議によって、当社は当該決議の日以降の特定の日（取得日）において当社

以外の株主の皆様から全部取得条項付普通株式を取得し、その取得に際し全部取得条

項付普通株式 1 株と引き換えに新たに A 種種類株式 130 万分の 1 株を交付致します。

この全部取得条項付普通株式取得および A 種種類株式交付の対象となる株主様は取

得日の前日における当社普通株式を有する株主の皆様となります。この結果、取得日

の前日において普通株式130万株未満を有する株主の皆様に割り当てられるA種種類

株式は 1株に満たない端数となる予定です。その結果、当社親会社であるユニマット

ホールディングおよびその関連会社等（以下、総称して「当社大株主」といいます。）

以外の大多数の株主の皆様に対しましては、A 種種類株式ではなく、下記(iv)の手続

きに従って、現金を交付することになります。 

(iv)  端数の処理方法および予定買取価格 

全部取得条項付普通株式の取得と引き換えに株主の皆様に割り当てられた 1 株に

満たない端数の A 種種類株式は、会社法第 234 条の定めるところにより端数の合計数

（但し、その合計数に端数が生じる場合はこれを切り捨てた数）を裁判所の許可を得

て当社が買取り、その買取価格を各株主様に割り当てられた端数の割合に応じて支払

うことと致します。 

かかる端数の買取価格は、当社普通株式の全部を取得する前日の株主名簿に記載さ

れた株主の皆様が有する当社全部取得条項付普通株式 1 株につき金 25 円の割合で計

算した金額を各株主様に交付できるような価格（以下「予定買取価格」といいます。）

とすることを予定しております。但し、裁判所の許可が予定どおり得られなかった場

合や計算上で端数調整が必要となる場合には、実際に支払われる金額が上記と異なる

場合もあります。 

(c) 予定買取価格の算定根拠等 

上記第 2.1(1)(b)(iv)の予定買取価格の算定根拠等は以下のとおりです。 
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(i) 予定買取価格の算定根拠 

当社は、上記 A 種種類株式の 1 株に満たない端数の予定買取価格に関して、親会

社であるユニマットホールディングとの利益相反を排除し、予定買取価格の公正

性・妥当性を担保するため、山田ビジネスコンサルティング株式会社（東京都新宿

区。以下、「評価人」といいます。）に当社普通株式の価値算定を依頼し、株式評価

報告書を得ております。なお、評価人は当社の関連当事者には該当いたしません。 

評価人は、当社が上場会社であることから、市場株価法に基づき株式を評価する

ことが合理的であるとしながらも、当社が事業から撤退するという固有の事情があ

ることから、市場株価法以外の評価方法として、時価純資産価額方式も考慮してい

ます。また、評価人は、当社が上場廃止後に事業から撤退し、債権の回収のみを行

うことを予定していることから、事業の継続を前提として収益力や将来のキャッシ

ュフローに着目する方式に基づき株式を評価することは合理性に欠けるため、DCF

方式、収益還元方式、類似会社比準方式、配当還元方式を採用することはできない

と判断しました。さらに、評価人は、簿価純資産方式は、含み損益が内在する場合

には、実態と乖離した株価が算出される可能性があることから、簿価純資産価額方

式についても採用することができないと判断し、市場株価法と時価純資産価額方式

の折衷法を採用しています。その結果、評価人による株式評価報告書では、当社普

通株式１株の価格は 15 円から 18 円と算定されました。なお、市場株価法および時

価純資産価額法それぞれによる評価結果は以下のとおりです。 

ア 市場株価法 22 円から 27 円 

イ 時価純資産価額法 7 円から 9円 

当社は上記の価値算定結果および取締役会決議の日の前日（平成 20 年 11 月 17

日）以前１ヶ月間の当社普通株式の平均終値を参考として、当社が端数を買取るに

あたっての分配可能額をも勘案し取締役会において検討協議の結果、当社普通株式

1 株あたりの価格を 25 円として、この割合で上記端数の予定買取価格を計算するこ

とと致しました。なお、この価格は、取締役会決議の日の前日（平成 20 年 11 月 17

日）の終値 22 円の 113％（少数点以下切捨て）にあたり、また取締役会決議の日の

前日以前１ヶ月間の大阪証券取引所における当社普通株式の平均終値 25 円（少数点

以下切上げ）と同額です。 

(ii)  反対株主による株式買取請求権および価格決定請求権 

当社が実施する非上場化手続きに関して、当社普通株式に全部取得条項を付与する

定款の一部変更に反対する株主様は、会社法第 116 条および第 117 条に基づき当社に

対しその有する株式を公正な価格で買取ることを請求することができ、価格の協議が

整わない場合は裁判所に対して価格決定の申立てを行うこともできます。また全部取

得条項付普通株式を当社が取得する決議がなされた場合、その取得価格に反対する株

主様は会社法第 172 条に基づき裁判所に対して価格決定の申立てを行うことができ
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ます。これらの方法による買取価格は 終的には裁判所の判断となりますので、当社

が算定した買取価格と異なる可能性があります。また、これらの請求あるいは申立て

を行う際の手続きや結果につきましては各株主様自らの責任と判断で行っていただ

くことになります。 

   (d) 定款一部変更Ⅱ①の理由 

上記のとおり、当社は全部取得条項付株式の取得により非上場化を図ります。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）、全部取得条項

を付す前提として、定款一部変更Ⅱ①は、定款一部変更Ⅰによる変更後の定款の一部

を追加変更し、当社を種類株式発行会社とするものであります。また、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。 

なお、定款一部変更Ⅱ①は、定款一部変更Ⅰにつき本件臨時株主総会による承認が

得られることを条件として、本件臨時株主総会において承認可決された時点で効力を

生じることとします。 

    

(2)  定款変更の内容 

 定款一部変更Ⅱ①の内容は次のとおりです（下線部分は変更箇所を示します。）。 

定款一部変更Ⅰによる変更後の定款 定款一部変更Ⅱ①による変更案 

(発行可能株式総数) 

第6条 当会社の発行可能株式総数は、1億

2,000万株とする。 

 

(発行可能株式総数) 

第6条 当会社の発行可能株式総数は、1億

2,000万株とし、当会社の発行可能種類株式総

数は、それぞれ、普通株式は1億1,000万株、A

種種類株式は1,000万株とする。 

 

(新設) 

(A種種類株式) 

第6条の2 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

を支払う。上記の残余財産の分配後、なお残

余する財産があるときは、普通株主または普

通登録株式質権者およびA種株主またはA種登

録株式質権者に対し、同順位にて残余財産の

分配を行う。 

(単元株式数) 

第8条 当会社の単元株式数は、1,000株とす

る。 

 

(単元株式数) 

第8条 当会社の単元株式数は、普通株式につ

いては、1,000株とし、A種種類株式について

は1株とする。 

 (種類株主総会への準用) 
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(新設) 

 

第17条の2 第16条及び第18条の規定は、種類

株主総会について準用する。 

2. 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ついて

準用する。 

3. 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ついて

準用する。 

 

 2 定款一部変更Ⅱ②  

(1) 変更の理由 

定款一部変更Ⅱ①に関する上記1(1)(a)でご説明申し上げましたとおり、当社は、事業か

ら撤退する上で、当社の事業撤退にかかるリスクを株主の皆様に負担していただくことを

回避するため、非上場化することが必要であると考えております。 

定款一部変更Ⅱ②は、定款一部変更Ⅰおよび定款一部変更Ⅱ①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す旨の定めとして、下記(2)の条項を新

設するものであります。定款一部変更Ⅱ②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。 

定款一部変更Ⅱ②が効力を生じることを前提として、当社は、株主総会の決議によって

株主の皆様から全部取得条項付普通株式を取得しますが、当該取得と引換えに当社が株主

の皆様に交付する取得対価は、定款一部変更Ⅱ①によって設けられるA種種類株式とします。 

また、当社大株主以外の各株主様に対して当社が交付するA種種類株式の数が1株未満の

端数となるように、当社が上記取得の対価として株主の皆様に交付するA種種類株式の数は、

全部取得条項付普通株式1株あたり、130万分の1株としております。 

なお、定款一部変更Ⅱ②による定款変更は、 

(a) 定款一部変更Ⅰおよび定款一部変更Ⅱ①につき本件臨時株主総会による承認が得ら

れること、 

(b) 定款一部変更Ⅱ②と同内容の議案につき本件種類株主総会による承認が得られるこ

と、 

の 2 点を条件として、平成 21 年 3 月 7 日に効力を生じることと致します。 

 

(2) 変更の内容 

変更の内容は次のとおりです（下線部分は変更箇所を示します。）。 

定款一部変更Ⅰおよび定款一部変更Ⅱ①に

よる変更後の定款 

定款一部変更Ⅱ②による追加変更案 

 

(新設) 

(全部取得条項) 

第6条の3 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

することができるものとする。当会社が普通株

式の全部を取得する場合には、普通株式と引換
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えに、普通株式1株につきA種種類株式を130万

分の1株の割合をもって交付する。 

 

第 3. 全部取得条項付普通株式の取得 

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等 

(1) 取得を必要とする理由 

定款一部変更Ⅱ①に関する上記第2.1(1)(a)でご説明申し上げましたとおり、当社は、事

業から撤退する上で、当社の事業撤退にかかるリスクを株主の皆様に負担していただくこ

とを回避するため、非上場化することが必要であると考えております。 

全部取得条項付普通株式の取得は、会社法第171条ならびに定款一部変更Ⅰ、定款一部変

更Ⅱ①および同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、以下にご説明

させていただく対価（A種種類株式）と引換えに、当社が株主の皆様から全部取得条項付普

通株式を取得するものです（当社自己株式は対象外となります。）。 

上記取得は、定款一部変更Ⅱ②が効力を生じることを条件として、平成21年3月7日に効

力が生じるものと致します。 

 

(2) 取得の対価等 

定款一部変更Ⅰならびに定款一部変更Ⅱ①および同②による変更後の定款の規定に基づ

き、上記取得の対価はA種種類株式とし、全部取得条項付普通株式1株につき交付されるA種

種類株式の数は130万分の1株とさせていただきます。この結果、当社大株主以外の各株主

様に対して上記取得の対価として割当てられるA種種類株式の数は、1株未満の端数となる

予定です。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当社大株主以

外の各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1株未満の端数

処理がなされ、 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の取得の件が承認された場合に、株主の皆様に割当

てられることとなる1株未満のA種種類株式端数の合計数の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上で、同条第4項により当社がこれを買取ることを

予定しております。上記第2.1(1)(b)(iii)のとおり、会社法第234条第1項に従い、当社が買

取るA種種類株式の数は端数を切り捨てた整数となりますが、各株主様への売却代金交付は

各株主様が割当てを受けたA種種類株式の端数の割合に応じてなされます。上記端数の切り

捨てによって一部の株主様が売却代金の交付を受けられなくなるものではありません。 

A種種類株式の予定買取価格につきましては、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、当社大株主以外の各株主様が保有する全部取得条項付普通株式数に25円（そ

の算定根拠につきましては、上記第2.1(1)(c)をご参照下さい。）を乗じた金額に相当する

金銭を当社大株主以外の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 取得の内容 

(1) 上記取得の対価およびその割当てに関する事項 

会社法第171条ならびに定款一部変更Ⅰ、定款一部変更Ⅱ①および同②による変更後の定

款規定に基づき、全部取得条項付普通株式の取得と引換えに、下記(2)の取得日において、

取得日前日の 終の当社株主名簿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

の皆様（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130万分の1株の割合をもって交付します。 

 

(2) 取得日 

平成21年3月7日と致します。 

 

(3) その他 

当社による全部取得条項付普通株式の取得は、定款一部変更Ⅱ②による定款変更の効力

が生ずることを条件として、上記(2)の取得日に効力が生ずるもの致します。 

なお、その他の必要事項につきましては、当社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 

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

準に該当することとなりますので、当社普通株式にかかる株券は平成21年1月29日から平成21

年2月28日までの間、整理銘柄に指定された後、平成21年3月1日をもって上場廃止となる予定

です。上場廃止後は、当社普通株式にかか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。 

 

第 4. 非上場化の日程の概略（予定） 

臨時株主総会・種類株主総会付議議案決定および基準

日設定取締役会 

平成 20 年 11 月 18 日（火） 

 

臨時株主総会・種類株主総会基準日設定公告      11 月 24 日(月) 

臨時株主総会・種類株主総会基準日      12 月 9 日(火) 

臨時株主総会・種類株主総会招集決定取締役会 平成 21 年  1 月 9 日(金) 

招集通知発送       1 月 13 日(火) 

臨時株主総会・種類株主総会       1 月 28 日(水) 

全部取得条項付株式取得の基準日設定公告       1 月 29 日(木) 

全部取得条項に係る定款一部変更の公告       1 月 29 日(木) 

整理銘柄指定       1 月 29 日(木) 

普通株式 終売買日       2 月 27 日(金) 
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普通株式上場廃止日       3 月 1 日(日) 

全部取得条項付株式取得の基準日       3 月 6 日(金) 

全部取得条項付株式取得の効力発生日（取得日） 

および A種種類株式交付の効力発生日 

      3 月 7 日(土) 

 以  上 


