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平成 21年 2月 6日 

各      位 

会 社 名 株式会社ＬＥＯＣ 
代表者名 代表取締役社長 小野寺 裕司 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2366） 
問合せ先 
役職・氏名執行役員 管理担当 中田 雅朗 
電話番号 03 － 5774 － 7410 

 
 

定款一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得 
並びに臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の開催日決定のお知らせ  

 
 
当社は、本日開催の取締役会において、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

う定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式発行のため等の当社定款の一部変更並びに当社に

よる全部取得条項付普通株式の全部の取得について、臨時株主総会及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。 
なお、当社は、平成21年1月9日付当社プレスリリース「臨時株主総会および普通株主による種
類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、臨時株主総会及び普通株主に

よる種類株主総会について平成21年3月11日開催予定とお知らせしておりましたが、本日開催の取
締役会において、当該開催日を3月10日とする旨決議しましたので、あわせてお知らせいたします。 

 
 
記 

 
 
Ⅰ 定款一部変更Ⅰ（決済合理化法の施行に伴う定款変更） 
（１）変更の理由 
決済合理化法が平成 21年 1月 5日に施行されたことに伴い、決済合理化法附則第 6条第 1項に
定めるみなし定款変更に基づいて当社定款第 8条第 1項は廃止されたものとみなされているため
削除するものであります。 
また、上記みなし定款変更によって当社定款第8条第2項の規定及び第12条の「当会社が発行す
る株券の種類ならびに」の記載は無効な定めとなり、さらに、「株券等の保管及び振替に関する

法律」が廃止されたことに伴い、当社定款第11条第3項の「（実質株主名簿を含む。以下同じ。）」
の定義規定は無効な定めとなっておりますので、削除するものであります。 
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加えて、株券喪失登録簿に関する記載を削除（当社定款第11条第3項、第12条）するとともに、
株券喪失登録簿は施行日の翌日から1年経過後に備置義務がなくなることから、附則に移設し、経
過期間後に削除するものであります。 
 なお、単元未満株式の売渡請求権については採用しないこととしましたので、当社定款第9条及
び第10条第(4)号については削除するものとし、あわせて当社定款第11条第3項及び第12条について
必要な文言変更を行います。 
その他、条文の削除に伴い、必要な条数変更を行うものであります。 
なお、定款一部変更Ⅰに係る定款変更は、定款一部変更Ⅰ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。 

（下線部分は変更箇所）  
現行定款  変更案  

第1条～第7条（省略） 
 
（株券の発行） 
第8条 当会社は株式に係る株券を発行する。 
2 前項の規定にかかわらず、当会社は単元
未満株式に係る株券を発行しないことがで

きる。 
 
（単元未満株主の売渡請求） 
第9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、株式取

扱規程に定めるところにより、その有する単

元未満株式の数と併せて単元株式数となる

数の株式を売り渡すこと（以下、買増しとい

う）を当会社に請求することができる。ただ

し、当会社が当該請求に係る株式を保有しな

い場合、その他株式取扱規程に定める場合

は、この限りではない。 
 
（単元未満株主の権利制限） 
第10条 当会社の株主は、その有する単元未
満株式について、以下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 

第1条～第7条（現行どおり） 
 
（削除） 
 
 
 
 
 
（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（単元未満株主の権利制限） 
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式
について、以下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 
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 （3）募集株式または募集新株予約権の割当
てを受ける権利 
（4） 前条に規定する単元未満株式の買増し
を請求することができる権利 
 
（株主名簿管理人） 
第11条（省略） 
2（省略） 
3 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。
以下同じ。）、株券喪失登録簿および新株予

約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所

に備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿およ

び新株予約権原簿への記載または記録、単元

未満株式の買取り・買増し、その他株式なら

びに新株予約権に関する事務は株主名簿管

理人に取扱わせ、当会社においては取扱わな

い。 
 
（株式取扱規程） 
第12条 当会社が発行する株券の種類なら
びに株主名簿、株券喪失登録簿および新株予

約権原簿への記載または記録、単元未満株式

の買取り・買増し、その他株式または新株予

約権に関する取扱いおよび手数料について

は、法令または定款に定めるもののほか、取

締役会において定める株式取扱規程による。 
 
第13条～第50条（省略） 
 
（新設） 
 
 
 
 
（新設） 

 （3）募集株式または募集新株予約権の割当てを受
ける権利 
（削除） 
 
 
（株主名簿管理人） 
第9条（現行どおり） 
2（現行どおり） 
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株
主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿

および新株予約権原簿への記載または記録、単元未

満株式の買取り、その他株式ならびに新株予約権に

関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社に

おいては取扱わない。 
 
 
 
 
（株式取扱規程） 
第10条 株主名簿および新株予約権原簿への記載
または記録、単元未満株式の買取り、その他株式ま

たは新株予約権に関する取扱いおよび手数料につ

いては、法令または定款に定めるもののほか、取締

役会において定める株式取扱規程による。 
 
 
 
第11条～第48条（現行どおり） 
 
附則 
第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備え
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取扱わせ、当会社においては取

扱わない。 
 
第2条 前条および本条は、平成22年1月5日まで有
効とし、同日の経過をもって前条および本条を削除

するものとする。 
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Ⅱ 定款一部変更 Ⅱ（完全子会社化手続に関する定款変更） 
１ 定款一部変更Ⅱ１  
（１）変更の理由 
平成20年12月5日付当社プレスリリース「親会社、主要株主及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ましたとおり、株式会社小野寺事務所（以下

「小野寺事務所」といいます。）は、平成20年10月22日から平成20年12月4日までの間、当社
普通株式及び新株予約権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、

平成20年12月11日の決済日をもって、当社普通株式13,156,300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95.42％）を保有するに至っております。  
また、当社といたしましても、平成20年10月20日付当社プレスリリース「当社株券等に対する
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いるとおり、厳しい

経営環境を踏まえ、長期的な当社のステークホルダーの方々へより貢献し企業価値を向上させる

ための施策について検討を行ってきた結果、経営管理体制、営業体制及び取引先の選別並びに将

来的な競争力向上のための投資が不可欠であるとの結論に至りました。但し、かかる投資を実施

した場合に想定される業績及び収益性の悪化の程度如何では、株価の影響も含め、株主に、一時

的であってもご迷惑をおかけする可能性もあります。そこで、当社の企業価値を中長期的に検討

した場合、より柔軟かつ迅速な事業戦略の実行が可能となる体制を構築しつつ、中長期的な

視点の下で必要な施策を速やかに実施するためには、小野寺事務所が当社の発行済株式の全

て（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することが当社の中

長期的な企業価値向上にとって有効な手段であると考えるに至りました。 
 このため、当社は、以下の方法により、小野寺事務所の完全子会社となることといたしま

した（以下①から③を総称して「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ます。  
② 定款一部変更Ⅰ及び上記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。）を付す旨の定めを新設します。  
③ 会社法第171条並びに定款一部変更Ⅰ、上記①及び②による変更後の当社定款の定めに基づ
き、株主総会の特別決議によって、当社が全部取得条項を付した当社普通株式（以下「全部

取得条項付普通株式」といいます。）の株主（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、当社は、各全部取得条項付普通株主に対して、当該取得の対価として他の種類の当社

株式を交付いたします。この際、小野寺事務所以外の各全部取得条項付普通株主に取得対価

として割り当てられる他の種類の当社株式の数は1株未満の端数となる予定です。 
 
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）、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Ⅲにてご説明申し上げます
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。  



 5

会社法第171条並びに定款一部変更Ⅰ、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
社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通株主から全部取得条項付普通株式の全てを

取得した場合、小野寺事務所以外の各株主に対して取得対価として割り当てられる当社A種種類
株式は、1株未満の端数となる予定です。このように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、法令の
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、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。但し、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、各全部取得条項付普通株主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種種類株式を小野寺事務所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通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金500円（本公開買付けにおけ
る当社普通株式1株あたりの買付価格）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。  
定款一部変更Ⅱ１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。なお、定款一部変更Ⅱ１に係る定款

変更は、定款一部変更Ⅱ１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、定款一部変更Ⅰによる変更後の定款を追加変更するもので

あります。  
 

（下線部分は変更箇所）  
定款一部変更Ⅰに係る変更後の定款  追加変更案  

（発行可能株式総数） 
第 5条  当会社の発行可能株式総数は、
40,000,000株とする。  
 
 
 
（新設） 
 
 
 

（発行可能株式総数）  
第5条 当会社の発行可能株式総数は、40,000,000
株とし、このうち普通株式の発行可能種類株式総数

は39,999,900株、A種種類株式の発行可能種類株式
総数は100株とする。 
 
（A種種類株式） 
第5条の2 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。）
またはA種種類株式の登録株式質権者（以下「A種
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（単元株式数） 
第7条 当会社の1単元の株式数は、1,000株と
する。 
 
 
（新設）  
 
 
 
 
 
 
 
 

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、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7条 当会社の普通株式の1単元の株式数は、
1,000株とし、A種種類株式の1単元の株式数は、1
株とする。 
 
（種類株主総会） 
第16条の2 第13条、第14条および第16条の規定は、
種類株主総会にこれを準用する。  
2 第15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15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。 

 
２ 定款一部変更Ⅱ２  
（１） 変更の理由  
上記Ⅱ１でご説明申しあげておりますとおり、当社は、当社の中長期的な企業価値向上にと

って小野寺事務所による当社の完全子会社化が有効な手段であると考えております。 
定款一部変更Ⅱ２は、本定款一部変更等の②として、定款一部変更Ⅰ及びⅡ１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。定款一部変更Ⅱ２が承認され、その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、株主総会の特別決議によって当社は全部取得条項付普通株

主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、定款一部変更Ⅱ１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、小野寺事務所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、0.00000289株としております。 
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なお、定款一部変更Ⅱ２に係る定款変更は、（i）定款一部変更Ⅱ１の効力が生ずること及び（ii）
普通株主による種類株主総会の特別決議によって定款一部変更Ⅱ２の追加変更案と同内容の変更

案に係る議案の承認が得られることを条件として、平成21年4月1日に効力が生ずるものでありま
す。  
 
（２） 変更の内容  
変更の内容は、以下のとおりであり、定款一部変更Ⅰ及びⅡ１による変更後の定款を追加変更

するものであります。    
（下線部分は変更箇所）  

定款一部変更Ⅰ及びⅡ１に係る変更後の定款  追加変更案  
（新設）  
 
 

（全部取得条項） 
第5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で

きることをその内容とする。当会社が普通株式

の全部を取得する場合には、普通株式の取得と

引換えに、新たに発行するA種種類株式を普通
株式1株につき0.00000289株の割合をもって交
付する。 
 

 
Ⅲ 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てを取得することを必要とする理由  
上記Ⅱ１でご説明申しあげておりますとおり、当社は、当社の中長期的な企業価値向上にと

って小野寺事務所による当社の完全子会社化が有効な手段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、本定款一部変更等の③として、会社法第171条並びに定款一
部変更Ⅰ、Ⅱ１及びⅡ２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

部取得条項付普通株主から全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得と引換えに、以下

に定めるとおり、定款一部変更Ⅱ１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。 
全部取得条項付普通株式の取得について株主総会の特別決議によって承認が得られた場合、小

野寺事務所以外の全部取得条項付普通株主に対して取得対価として割り当てられる当社A種種類
株式の数は、1株未満の端数となる予定です。このように割り当てられる当社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。具体的
には、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、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。但し、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、各全部取得条
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項付普通株主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A種種類株式を小野寺事務所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金500
円（本公開買付けにおける当社普通株式1株あたりの買付価格）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 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を取得するのと引換えに交付する取得対価及び全部取得条項付普

通株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項  
会社法第171条並びに定款一部変更Ⅰ、Ⅱ１及びⅡ２による変更後の当社定款の定めに従って、
全部取得条項付普通株式の取得と引換えに、取得日（以下（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

主名簿に記録された全部取得条項付普通株主に対して、その有する全部取得条項付普通株式1株に
対し、0.00000289株の割合にて当社A種種類株式を交付するものであります。  

 
（２）取得日  
平成21年4月1日（但し、全部取得条項付普通株式の取得は、定款一部変更Ⅱ２の効力が発生す
ることを条件として、効力が生ずるものといたします。）  
 
（３）その他の必要な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  
本定款一部変更等の結果、当社株式は、ジャスダック証券取引所の上場廃止基準に該当します

ので、当社普通株式は、平成21年3月11日から平成21年3月25日までの間、整理銘柄に指定された
後、平成21年3月26日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式をジャスダ
ック証券取引所において取引することはできなくなります。  
 
Ⅳ 定款一部変更等の日程の概略（予定） 
本定款一部変更等の日程の概略（予定）は、以下のとおりです。  

 
臨時株主総会及び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 21年 2月 6日 （金曜日） 

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会 平成 21年 3月 10日（火曜日） 
定款一部変更Ⅰ及びⅡ１にかかる定款変更の効力発生

日 
平成 21年 3月 10日（火曜日） 
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全部取得条項付普通株式取得及びA種種類株式交付の
基準日設定公告 
全部取得条項にかかる定款一部変更（定款一部変更Ⅱ

２）の公告 
整理銘柄への指定 

平成 21年 3月 11日（水曜日） 
 
平成 21年 3月 11日（水曜日） 
 
平成 21年 3月 11日（水曜日） 

普通株式の売買最終日 平成 21年 3月 25日（水曜日） 

普通株式の上場廃止日 平成 21年 3月 26日（木曜日） 

全部取得条項付普通株式取得及びA種種類株式交付の
基準日 
定款一部変更Ⅱ２にかかる定款変更の効力発生日 

平成 21年 3月 31日（火曜日） 
 
平成 21年 4月 1日 （水曜日） 

全部取得条項付普通株式全部の取得及びA種種類株式
交付の効力発生日 

平成 21年 4月 1日 （水曜日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


