
 

 

平成 20 年 12 月 19 日 

各      位 

会 社 名  株式会社イーシー・ワン 

代表者名  代表取締役社長 最首 英裕 

                                                    （JASDAQ・コード：2310） 

問合せ先  常務取締役経営企画部長 村永 実 

（TEL．03-5614-7020） 

 

当社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 12 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更及び

当社の全部取得条項付普通株式（下記「Ⅰ．当社の定款の一部変更 １．定款の一部変更① （１）

変更の理由」において定義します。）の全部の取得について、平成 21 年１月 19 日開催予定の臨

時株主総会及び普通株主様による種類株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

 なお、本定款一部変更等の結果、当社株式に係る株券は、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になりますので、当社株

式に係る株券は平成21年1月20日から平成21年2月19日までの間、整理銘柄に指定された後、

平成 21 年 2月 20 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式に係る株券を本

金融商品取引所において取引することはできません。 

 

記 

 

Ⅰ．当社の定款の一部変更 

 

１．定款の一部変更① 

 

（１） 変更の理由   

平成 20 年 11 月 8 日付当社プレスリリース「株式会社ステップスによる当社株式に対する公開

買付けの結果に関するお知らせ」等にてご報告申しあげておりますとおり、株式会社ステップス

（以下「ステップス」といいます。）は、平成 20 年 9 月 25 日から当社普通株式に対し公開買付

けを行い、平成 20 年 11 月 13 日（決済日）をもって、当社普通株式 36,697 株を取得しました。

その結果、ステップスは、公開買付け前に保有していた 1株と合わせ、当社普通株式 36,698 株

（議決権を行使することができる株主の議決権の数 39,907 個（平成 20 年 6 月 30 日現在）に対
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する所有割合：91.96％）を保有するに至っております。 

昨今、ソフトウェア産業においては、企業のシステム投資需要こそ穏やかに増加しているもの

の、最終顧客からの開発内容に対するニーズは多様化・高度化してきている一方で、低価格化と

慢性的な人材不足が進展しており、当社を取り巻く事業環境は厳しいものとなっております。他

方で、新たな IT 技術の広がりは、これまでのようなベンダー主導ではなく、ソフトウェア技術

者によるコミュニティ主導で拡がる傾向が顕著になっており、現在注目を集めている Ruby や

Ruby on Rails などの技術も、ソフトウェア技術者個人やコミュニティによって発展してきてい

ます。当社は、Ruby の可能性に着目しており、Ruby ビジネス・コモンズというコミュニティの

設立及び運営に関与し、自ら勉強会の開催や技術情報等の交換を行い、Ruby を生かした新規ビ

ジネスの可能性の拡大を図っておりますが、先行きには不確実な部分も多く、その成果の如何に

よっては将来、当社の業績が悪化する可能性も否定できません。このような経営環境を乗り切り、

一貫した事業戦略に基づく断固とした経営改革を実行するためには、株主の皆様、経営陣及び従

業員が一つになって当社の経営改革に注力するだけにとどまらず、経営陣自身にリスクを集中し

て、その自己責任において迅速かつ果敢に意思決定できる経営体制を構築することこそが、必要

な施策であり、中長期的な観点から当社の企業価値の最大化に資すると考えております。 

以上をふまえ、当社は、平成 20 年 9月 25 日付意見表明報告書記載のとおり、当社の企業価値

の更なる向上を速やかに実現するためには、柔軟かつ迅速な経営戦略の実現が可能となるマネジ

メント・バイアウト（MBO）（注）の手法による非公開化を行うことが最善であると判断いたしま

した。 

そこで当社は、以下の方法（以下、①から③までの手続を総称して「本定款一部変更等」とい

います。）により、ステップスの完全子会社となることといたしました。 

 

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いたします。 

② 上記①による変更後の定款の一部を変更し、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。）を付す

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による変更後の定款に基づき、株主総会の決議によ

って、全部取得条項が付された当社普通株式（以下「全部取得条項付普通株式」といい

ます。）を有する株主様（但し、当社を除きます。以下「全部取得条項付普通株主」と

いいます。）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、ステ

ップスを除く全部取得条項付普通株主に対して 1株未満の端数となるように、取得対価

として当社種類株式を交付いたします。 

③の手続完了によりステップスのみが当社の株主となる予定です。 

 

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）、上記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上記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、以下の
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内容のＡ種種類株式を設けることとしております。なお、下記「Ⅱ．当社の全部取得条項付普通

株式の取得（１）取得の理由」でご説明申しあげますとおり、上記③における全部取得条項付普

通株式の取得対価は当社Ａ種種類株式としております。 

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従って当社が株主総会

の決議によって全部取得条項付普通株式の全部を取得した場合（すなわち、本定款一部変更等を

実施した場合）、上記のとおり、ステップスを除く全部取得条項付普通株主に対して取得対価と

して割当てられる当社Ａ種種類株式は、1株未満の端数となる予定です。 

全部取得条項付普通株主に対する当社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（但し、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。）に相当する株式は、会社法第 234 条の定

めに従ってこれを売却し、その売却により得られた代金をその端数に応じて全部取得条項付普通

株主に交付します。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Ａ種種類株式をステップスに対して売却すること、又は会社法第 234 条第

2項及び第 4項の規定に基づき裁判所の許可を得て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、全部取得条項付普通株主が保有する当社全部取得条項付普通株式数に 57,500

円（ステップスが当社普通株式に対して公開買付けを行った際における買付価格）を乗じた金額

に相当する金銭を全部取得条項付普通株主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。 

本変更は、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とともに、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。 

 

(注)  マネジメント・バイアウト（MBO）とは、一般に、買収対象会社の業務執行を行う取締

役の全部又は一部が資金を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株

式を購入する取引をいいます。
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（２） 変更の内容 

   変更の内容は、次のとおりであります。 

 

                      （下線は変更部分を示しております。） 

現行定款 変更案 

第 5条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、118,208 株

とする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

第 5条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、118,208 株

とし、このうち普通株式の発行可能種類株式

総数は 108,208 株、Ａ種種類株式の発行可能

種類株式総数は 10,000 株とする。 

第 5条の 2（Ａ種種類株式） 

当会社の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。）又は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。）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。）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

種株主又は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

通株主又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種株主又は

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。

第 15条の 2（種類株主総会） 

1. 第 12 条、第 13 条及び第 15 条の規定は、

種類株主総会にこれを準用する。 

2. 第 14 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。 

3. 第 14 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。
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２．定款の一部変更② 

 

（１） 変更の理由 

本変更は、上記「Ⅰ．当社定款の一部変更 １．定款の一部変更① （１）変更の理由」

においてご説明申しあげましたとおり、当社がステップスの完全子会社となるために、本定

款一部変更等のうち②として、「Ⅰ．当社定款の一部変更 １．定款の一部変更① （２）変

更の内容」による変更後の定款の一部を変更し、当社普通株式に、全部取得条項を付す旨の

定めとして、追加変更案第 5 条の 3 を新設するものであります。本変更が承認され、本変更

によ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、本定款一部変更等の②の後、株主総会の決議によって当社は全部取得条項付普通株

主（当社を除きます。）から全部取得条項付普通株式を取得しますが（本定款一部変更等の③）、

当該取得と引換えに当社が全部取得条項付普通株主に交付する取得対価は、「Ⅰ．当社定款の

一部変更 １．定款の一部変更① （２）変更の内容」における定款変更案により設けられ

る当社Ａ種種類株式とし、当社が全部取得条項付普通株式１株につき全部取得条項付普通株

主に交付する当社Ａ種種類株式の数は、ステップスを除く全部取得条項付普通株主に対して

当社が交付する当社Ａ種種類株式の数が１株未満の端数となるように、0.00033 株としており

ます。 

なお、本変更に係る定款変更の効力発生日は、平成 21 年 3月 1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ますが、上記「Ⅰ．当社定款の一部変更 １．定款の一

部変更① （２）変更の内容」の変更案による変更後の定款の規定を追加変更するものであ

ります。なお、本変更による定款変更は、上記「Ⅰ．当社定款の一部変更 １．定款の一部

変更① （２）変更の内容」の変更案のご承認が得られること及び普通株主様による種類株

主総会において本変更の追加変更案と同内容の変更案が原案どおり承認可決されることを条

件として、その効力を生じるものといたします。 

                      （下線は変更部分を示しております。） 

「１．定款の一部変更①」の「（２）変更

の内容」による変更後の定款 

追加変更案 

（新設） 

 

 

 

 

第 5 条の 3（全部取得条項） 

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、当会社は、普通株式の取得と

引換えに、普通株式 1株につきＡ種種類株式

を 0.00033 株の割合をもって交付する。
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Ⅱ． 当社の全部取得条項付普通株式の取得 

 

（１） 取得の理由 

本取得は、「Ⅰ．当社定款の一部変更 １．定款の一部変更① （１）変更の理由」におい

てご説明申しあげましたとおり、本定款一部変更等のうち③として、会社法第 171 条並びに

「Ⅰ．当社定款の一部変更 １．定款の一部変更① （２）変更の内容」及び「Ⅰ．当社定

款の一部変更 １．定款の一部変更② （２）変更の内容」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主（当社を除きます。）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、以下に定めるとおり、全部取得条項

付普通株主に対し取得対価として、「Ⅰ．当社定款の一部変更 １．定款の一部変更① （２）

変更の内容」による変更後の当社定款により設けられる当社Ａ種種類株式を交付するもので

あります。 

本取得が承認された場合、ステップスを除く全部取得条項付普通株主に対して交付される

取得対価としての当社Ａ種種類株式の数は、1株未満となる予定であり、具体的にはその所有

する全部取得条項付普通株式 1 株につき、新たに発行する当社Ａ種種類株式を 0.00033 株の

割合をもって交付する予定です。このように割当てられる当社Ａ種種類株式の数が 1 株未満

の端数となる全部取得条項付普通株主に関しましては、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。 

当社では、本取得が承認された場合に、全部取得条項付普通株主に割当てられることとな

る 1 株未満の端数の合計数（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、ステップスに対して売却すること、

又は会社法第 234 条第 2 項及び第 4 項の規定に基づき裁判所の許可を得た上で、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る場合には、全部取得条項付普通株主が保有する

当社全部取得条項付普通株式数に 57,500 円（ステップスが当社普通株式に対して公開買付け

を行った際の買付価格）を乗じた金額に相当する金銭を全部取得条項付普通株主に対して交

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。 

 

（２） 取得の内容 

本取得の内容は以下のとおりであります。 

 

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「Ⅰ．当社定款の一部変更 １．定款の一部変更① （２）変

更の内容」及び「Ⅰ．当社定款の一部変更 2．定款の一部変更② （２）変更の内容」
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による変更後の定款の規定に基づき、全部取得条項付普通株式の取得と引換えに、取得

日（下記②において定めます。）において、取得日の前日の最終の当社の株主名簿に記載

又は記録された全部取得条項付普通株主に対して、その所有する全部取得条項付普通株

式 1株につき、当社Ａ種種類株式を 0.00033 株の割合をもって交付します。 

② 取得日 

平成 21 年 3月 1日といたします。 

③ その他 

本取得に定める全部取得条項付普通株式の取得は、「Ⅰ．当社定款の一部変更 １．定

款の一部変更② （２）変更の内容」に定め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。 

 

Ⅲ．本定款一部変更等の日程の概要 

 

平成 20 年 12 月 19 日  取締役会決議 

平成 21 年 01 月 19 日  臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会 

平成 21 年 03 月 02 日  定款の一部変更①の効力発生日 

平成 21 年 01 月 20 日  整理銘柄への指定（予定） 

平成 21 年 02 月 19 日  当社普通株式にかかる株券の最終売買日（予定） 

平成 21 年 02 月 20 日  当社普通株式にかかる株券の上場廃止日（予定） 

平成 21 年 02 月 28 日  全部取得の為の基準日 

平成 21 年 03 月 01 日  定款の一部変更②の効力発生日 

平成 21 年 03 月 02 日  当社による普通株式全部取得条項付普通株式の取得日及びＡ種 

平成 21 年 03 月 02 日  種類株式交付日 

 

 

以上 

 


