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平成 21 年 1 月 7 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） 

 
  当社の非上場化等のための定款一部変更および全部取得条項付株式 
 の取得ならびに資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少等に 

関するお知らせ 
 

 当社は、平成 20 年 11 月 18 日付「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」および｢資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少に関するお知らせ｣にお

いて、当社普通株式の非上場化を図るための定款一部変更および全部取得条項付株式の取得なら

びに資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少等を、平成 21 年１月 28 日開催予定の臨時

株主総会および種類株主総会に付議することをお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会に

おいて上記の付議議案の詳細を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
第１号議案 資本金の額の減少の件 
１．資本金の額の減少の理由 
 後記第４号議案でご説明申しあげますとおり、当社は会社法第 171 条ならびに第４号議案およ

び第５号議案による変更後の定款に基づき、当社が第４号議案において定義する全部取得条項付

株式の全てを取得する方法による非上場化を行うことといたしました。従いまして、この全部取

得条項付株式の取得に際し当社が 1 株に満たない端数を株主の皆様から買取るにあたって必要な

分配可能額の創出を目的として、会社法第 447 条第 1 項に基づき、資本金の額を減少し、その全

額をその他資本剰余金に計上するものであります。 
 
２．資本金の額の減少の内容 
（１） 減少する資本金の額 
資本金の額 3,062,400,000 円のうち 3,052,400,000 円。 
（２） 資本金の額の減少の方法 
発行済株式総数の変更を行わず資本金の額のみを減少いたします。 
（３）資本金の額の減少の効力発生日 
平成 21 年 3 月 1 日。 
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（４）その他 
本議案にかかる資本金の額の減少決議は、①第４号議案ないし第６号議案が原案どおり承認可決

されること、および②本株主総会と同日に開催される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。）において本株主総会第５号議案の変更案と同内容の変更案にかか

る議案が原案どおり承認可決されること、のすべてを条件として、効力を生じるものとします。 
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。 
 
第２号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件 
１．資本準備金および利益準備金の額の減少の理由 
第４号議案でご説明申しあげますとおり、当社は会社法第 171 条ならびに第４号議案および第

５号議案による変更後の定款に基づき、当社が全部取得条項付株式の全てを取得する方法による

非上場化を行うことといたしました。従いまして、この全部取得条項付株式の取得に際し当社が

1 株に満たない端数を株主の皆様から買取るにあたって必要な分配可能額の創出を目的として、

会社法第 448 条第 1 項に基づき、準備金の額を減少し、減少する資本準備金の額の全額をその他

資本剰余金に、減少する利益準備金の額の全額をその他利益剰余金に、それぞれ計上するもので

あります。 
 
２．資本準備金および利益準備金の額の減少の内容 
（１） 減少する資本準備金の額 
資本準備金の額 1,875,800,000 円のうち 1,875,800,000 円。 
（２） 減少する利益準備金の額 
利益準備金の額 53,000,000 円のうち 53,000,000 円。 
（３） 資本準備金および利益準備金の額の減少の効力発生日 
平成 21 年 3 月 1 日。 
（４）その他 
本議案にかかる資本準備金の額および利益準備金の額の減少決議は、①第４号議案ないし第６号

議案が原案どおり承認可決されること、および②普通株主様による本件種類株主総会において本

株主総会第５号議案の変更案と同内容の変更案にかかる議案が原案どおり承認可決されること、

のすべてを条件として、効力を生じるものとします。 
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。 
 
第３号議案 定款一部変更の件 
１．変更の理由 
「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。）が平成 21 年 1 月 5 日に施行されたことにより当社

普通株式は「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく株式等振替制度の下で取り扱われるこ

とになりました。これに伴い決済合理化法附則第 6 条第 1 項により同法の施行日（以下「施行日」

といいます。）をもって当社定款第 7 条の定めは廃止されたものとみなされております。また、決
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済合理化法附則第 2 条により施行日をもって「株券等の保管及び振替に関する法律」は廃止され

ております。このような株券電子化制度への移行に伴い、当社定款第 9 条第 2 項中の「株券」、第

10 条中の「実質株主」および第 12 条第 3 項中の「実質株主名簿」といった概念はなくなってお

り、それぞれ該当する定款の定めは実質的に無効となっております。本議案は以上のような決済

合理化法の施行に伴う定款文言の形式的変更および株券喪失登録簿に関する附則の設置等所要の

変更を行うものであります。 
 
２．変更の内容 
変更の内容は次のとおりであります。 

                      （下線部分は変更箇所を示します。） 

現 行 定 款 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 

 

(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。 
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(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

削るものとする。 

 

３．効力発生日 
本議案による定款一部変更は、本議案が承認可決された時点で効力を生じるものといたします。 
 

第４号議案 種類株式発行にかかる定款一部変更の件 
１．変更の理由 
（１）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。従いまして、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あり実現には至らず、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いたしました。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およ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。従いまして、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、
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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

することを決意いたしました。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。 

（２）非上場化手続きの概要 

非上場化手続きの概要（以下「非上場化手続き」といいます。）は以下のとおりです。 

①  種類株式発行にかかる定款一部変更 

本株主総会の特別決議により、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。 

②  全部取得条項にかかる定款一部変更 

上記①による変更後の定款を、本株主総会の特別決議により一部追加変更し、当社普通株式に株

主総会特別決議により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いたします（以下この株式を「全部取得条項付株式」といいます。）。全部

取得条項付株式の内容として、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、この全部取得条項にかかる定款一部変更は、本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。 

③  全部取得条項付株式の取得  

上記①および②による変更後の定款ならびに会社法第 171 条に基づき、本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（以下「取得日」といいます。）において当社以外

の株主の皆様から全部取得条項付株式を取得し、その取得に際し全部取得条項付株式 1 株と引き

換えに新たに A 種種類株式 130 万分の 1 株を交付いたします。この全部取得条項付株式取得およ

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。従いまして、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④の手続きに従って、

現金を交付することになります。 

④  端数の処理方法および予定買取価格 

全部取得条項付株式の取得と引き換えに株主の皆様に割当てられた 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

当てられた端数の割合に応じて支払うことといたします。 

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
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に支払われる金額が上記と異なる場合もあります。 

（３）予定買取価格の算定根拠 

予定買取価格の算定根拠は以下のとおりです。 

当社は、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、簿価純資産価額方式は、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本株主総会へ第１号議案ないし第６号議案を、本件種類株主総

会へ全部取得条項にかかる定款一部変更の件を付議することをそれぞれ決定した取締役会決議

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当該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

とといたしました。なお、この価格は、当該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、また当該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。 

 

以上のとおり、当社は全部取得条項付株式の取得により非上場化を図ることといたしました。本

議案は前記非上場化手続きのうち①を実施するもので、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、第３号議案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。 
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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。 

（下線部分は変更箇所を示します。） 

第３号議案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、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。 

 

(新設) 

 

(種類株主総会への準用) 

第17条の2 第16条および第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。 

 

３．効力発生日 

本議案による定款一部変更は、第３号議案につき本株主総会による承認が得られることを条件と

して、本株主総会において承認可決された時点で効力を生じるものといたします。 

 

第５号議案 全部取得条項にかかる定款一部変更の件 
１．変更の理由 

第４号議案でご説明申しあげましたとおり、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。 

本議案は、第４号議案における１．変更の理由（２）非上場化手続きの概要（本参考書類7ページ）
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の非上場化手続きのうち②を実施するもので、第３号議案および第４号議案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。 

また、当社は本議案による全部取得条項にかかる定款一部変更が効力を生じることを前提として、

本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株式を取得いたしますが、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、第４号議案による定款一部変更によって設け

られるA種種類株式といたします。 

この場合、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

条項付株式1株あたり、130万分の1株とさせていただきます。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示します。） 

第３号議案および第４号議案による変更後

の定款 

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

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。 

 

３．効力発生日 

本議案による定款一部変更は、①第１号議案および第２号議案が原案どおり承認可決され、資本

金の額の減少ならびに資本準備金および利益準備金の額の減少の効力が発生すること、②第３号

議案ないし第６号議案が原案どおり承認可決されること、および③本議案と同内容の議案につき

本件種類株主総会において原案どおり承認可決されること、のすべてを条件として、平成 21 年 3

月 7 日に効力を生じるものといたします。 

 

第６号議案 全部取得条項付株式取得の件 
１．全部取得条項付株式の全部取得を必要とする理由 

第４号議案でご説明申しあげましたとおり、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。 

本議案は、第４号議案における１．変更の理由（２）非上場化手続きの概要（本参考書類7ページ）

の非上場化手続きのうち③を実施するもので、全部取得条項付株式の取得は会社法第171条ならび

に第４号議案および第５号議案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株
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式を取得するものであります（当社自己株式は対象外となります。）。 

  全部取得条項付株式の取得の対価等 

第４号議案および第５号議案による変更後の定款に基づき、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、本議案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A種種類株式に1株

に満たない端数があるときは、その端数の合計数（その合計数に1株に満たない端数があるときは、

会社法第234条第1項により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、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。この場合、当社が買取るA種種類株式の数は会社法第234条第1項に従い端数

を切捨てた整数となりますが、各株主様への売却代金の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。従いまして、上記端数の切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。 

この場合、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、各株主様が所有する全部取得条項付株式数に25円（その算定根拠につきまして

は、第４号議案における１．変更の理由（３）予定買取価格の算定根拠（本参考書類8ページ）を

ご参照ください。）を乗じた金額に相当する金銭を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。 

 

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の取得の対価およびその割当てに関する事項 

会社法第171条ならびに第４号議案および第５号議案による変更後の定款に基づき、全部取得条項

付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いたします。 

（２）取得日 

平成21年3月7日といたします。 

３．効力発生日等 

本議案による全部取得条項付株式の取得は、第５号議案による定款変更の効力が生じることを条

件として、上記２．（２）の取得日に効力が生じるものといたします。 

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。 

 

非上場化のための定款一部変更等の日程の概要（予定） 

 以上の非上場化のための定款一部変更および全部取得条項付株式の取得等の議案が１月 28 日
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開催予定の臨時株主総会および種類株主総会において承認されますと、当社普通株式は、株式会

社大阪証券取引所の株式上場廃止基準により、平成 21 年１月 29 日から２月 28 日までの期間整理

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あります。上場廃止後は

当社普通株式は株式会社大阪証券取引所において取引することはできません。 

日程の概略（予定） 

臨時株主総会・種類株主総会基準日 平成 20 年 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 7 日(水) 

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) 

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 


