
 - 1 -

 

平成21年４月２日 

各   位 

会 社 名：日本インテグランドホールディングス株式会社 

代表者名：代表取締役社長 桐野 誠和 

（コード：1416  大証２部）        

問合せ先：専務取締役 川上 耕司 

電話番号：06－6458－5561（代） 

 

 

 

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 21 年４月２日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更および当社の

全部取得条項付普通株式（下記「１．当社の定款の一部変更 （２）種類株式発行に係る定款一部変更

の件（定款一部変更の件（２）） 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４月 30 日開催予定の臨時株主総会およ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します。 

なお、上記の臨時株主総会および種類株主総会において予定どおり承認決議がなされた場合、当社

普通株式は、株式会社大阪証券取引所（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、当社普通株式は平成21年５月１日から平成21年５月19日までの間、整

理銘柄に指定された後、平成 21 年５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

普通株式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 

 

１． 当社の定款の一部変更 

（１） 株券の電子化に伴う定款一部変更の件（定款一部変更の件（１）） 

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」（平成 16 年法律第 88 号）が平成 21 年１月５日に施行され、当社普通株式は株

式振替制度（株券電子化制度）で取り扱われることから、これに対応するため、株券の存在

を前提とした規定の削除およびその他所要の変更を行うとともに、変更に係る経過的な措置

を定める附則を設けるものであります。 

 定款一部変更の件（１）に係る定款変更は、定款一部変更の件（１）が承認可決された時

点で効力を生じるものとします。 

② 変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示しております。） 

現行定款 変更案 

（株券の発行） 

第６条 当会社は、株式に係る株券を発行

する。 

（削除） 
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（単元株式数および単元未満株券の不発

行） 

第７条 

① 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

株券を発行しないことができ

る。 

（単元株式数） 

第６条 当会社の単元株式数は、1,000 株

とする。 

（削除） 

 

 

（単元未満株式の権利） 

第８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はできな

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 

（単元未満株式の権利） 

第７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は

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 

（株主名簿管理人） 

第９条 

① 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

おいてはこれを取り扱わな

い。 

（株主名簿管理人） 

第８条 

① 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、当会社においてはこ

れを取り扱わない。 
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（株式取扱規則） 

第 10 条 当会社の株券の種類、株主の氏

名等株主名簿記載事項の変更、単元

未満株式の買取り請求の取扱い、そ

の他株式に関する手続並びに手数料

は、取締役会で定める株式取扱規則

による。 

（株式取扱規則） 

第９条 当会社の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り扱

いおよび手数料、株主の権利行使

に際しての手続等は、法令または

定款に定めるもののほか、取締役

会で定める株式取扱規則による。 

第11条～第44条（条文省略） 第10条～第43条（現行どおり） 

  

附  則 附  則 

第１条～第２条（条文省略） 第１条～第２条（現行どおり） 

（附則の削除） 

第３条 本附則は、 初の定時株主総会終

結の時をもって将来に向ってその効

力を消滅させる。 

 

（附則の削除） 

第３条 前２条および本条は、 初の定

時株主総会終結の時をもってこれ

を削除し、附則第４条および第５

条の条文番号を繰り上げるものと

する。 

（新設） （株券喪失登録簿の取扱い） 

第４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。 

（新設） （附則の削除） 

第５条 前条および本条は、平成 22 年１

月６日をもってこれを削除するも

のとする。 

 

（２） 種類株式発行に係る定款一部変更の件（定款一部変更の件（２）） 

① 変更の理由 

 平成 21 年３月３日付当社プレスリリース「エヌアイエイチ･インベストメント株式会社に

よる当社株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」等にてご報告申し上げており

ますとおり、エヌアイエイチ･インベストメント株式会社（以下「NIH インベストメント」と

いいます。）は、平成 21 年１月 13 日から平成 21 年３月２日まで当社の普通株式および新株

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 21年３月 12

日（決済日）をもって、当社普通株式21,929,460 株を取得いたしました。その結果、NIH イ

ンベストメントおよびその 100％親会社であるシーエルエスエー・サンライズ・キャピタ

ル・エル・ピー（以下「CLSA サンライズキャピタル」といいます。）は、CLSA サンライズ

キャピタルが本公開買付け前から保有していた当社普通株式 12,686,000 株と合わせて、当

社普通株式を合計34,615,460 株を保有するに至っております。NIH インベストメントおよび

CLSA サンライズキャピタル保有の当社普通株式に係る議決権の数（34,615 個）は、平成 21

年３月 18 日現在の総株主の議決権の約 91.54％（同日付の当社の発行済株式総数

39,465,000 株から、当社が同日付で保有する自己株式数1,638,246 株および同日付の単元未
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満株式数 12,754 株を控除した株式数 37,814,000 株に係る議決権数 37,814 個を基準に算出

しています。）であります。 

 NIH インベストメントは、当社が厳しい経営環境の中で、短期的には業績面にネガティブ

な影響を与えうるリスクのある施策を迅速に実施し、今後当社グループを更に中長期的に発

展させるためには、短期的な利益を求められがちな上場会社であるよりも、戦略的な非上場

化を行うとともに、NIH インベストメントおよびCLSA サンライズキャピタルと当社が強固な

資本関係を構築することが必要かつ効果的であると考え、かかる観点から、CLSA サンライズ

キャピタルが保有する当社の普通株式と合わせて当社の発行済株式（自己株式を除きま

す。）の全てを取得することを企図しております。 

 当社としても、必要な施策を迅速に実施して当社の企業価値を向上させるため、本公開買

付けおよびその後の非上場化ならびに NIH インベストメントおよび CLSA サンライズキャピ

タルとの資本提携の強化に賛同する旨の意見を表明していたところであります。 

 以上を踏まえ、当社では、NIH インベストメントおよびCLSA サンライズキャピタルが合わ

せて当社の全ての発行済株式（当社の自己株式を除きます。）を所有することとなるよう以

下の手続を実施いたします（以下総称して「本定款一部変更等」といいます。）。 

（ⅰ） 当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことに

より、当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更します。 

（ⅱ） 当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第１項第７号に規

定する事項についての定めをいいます。以下、同じ。）を付す旨の定款変更をしま

す。 

（ⅲ） 全部取得条項の付された普通株式（以下「全部取得条項付普通株式」といいま

す。）の取得と引換えに別個の種類の当社株式を交付します。この際、NIH インベ

ストメントおよび CLSA サンライズキャピタル以外の株主の皆様に交付される当社

種類株式の数は、１株未満の端数となることを予定しております。 

 定款一部変更の件（２）は、本定款一部変更等のうち（ⅰ）を実施するものであります。 

 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）、当社普通株式に全

部取得条項を付す旨の定款一部変更である上記（ⅱ）を行う前提として、当社が普通株式と

は別の種類の株式を発行できる種類株式発行会社となる必要があります。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、定款一部変更の件

（３）でご説明いたしますとおり、上記（ⅲ）における全部取得条項付普通株式の取得対価

は当社A種種類株式です。 

 会社法第 171 条ならびに上記（ⅰ）および（ⅱ）による定款の一部変更による変更後の当

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）には、

上記のとおり、NIH インベストメントおよびCLSA サンライズキャピタル以外の株主の皆様に

対して取得対価として交付される当社A種種類株式は、１株未満の端数となる予定です。 

 株主の皆様に対する当社 A 種種類株式の交付の結果生じる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は、会社法第 234 条の定めに従い、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

株主の皆様に交付いたします。ただし、売却に当たっては、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

象とはなりません。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 NIH インベストメントに対して売却すること、また

は会社法第 234 条第２項および第４項の規定に基づき、裁判所の許可を得て当社が当社 A 種

種類株式を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、株主の皆様が保有する当社普通株式数に金 76 円（本公開買付け
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における買付価格）を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様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

が必要な場合等においては、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。 

 定款一部変更の件（２）は、本定款一部変更等の（ⅰ）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。 

 また、定款一部変更の件（１）に係る変更後の定款第６条（単元株式数）におきましては、

これまで当社は、事務負担の軽減を図るため、1,000 株を単元株式数として規定していたと

ころ、同第６条は、当社普通株式に単元株式数を定めるものであるため（定款一部変更の件

（２）で設けられる A 種種類株式には単元株式数を定めません。）、その趣旨を明確にするた

めに所要の変更を行うものであります。 

 なお、定款一部変更の件（２）に係る定款変更は、定款一部変更の件（２）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｡） 

定款一部変更の件（１）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、

8,000万株とする。 

（発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、

8,000 万株とし、普通株式の発行可

能種類株式総数は7,999万株、第６

条に定める内容の株式（以下「A 種

種類株式」という。）の発行可能種

類株式総数は1万株とする。 

（新設） （A種種類株式） 

第６条 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、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６条 当会社の単元株式数は、1,000 株

とする。 

（単元株式数） 

第７条 当会社の普通株式の単元株式数

は、1,000 株とし、A 種種類株式の

単元株式数は、１株とする。 
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第７条～第15条（条文省略） 第８条～第 16 条（定款一部変更の件

（１）に係る変更後の定款どおり） 

（新設） （種類株主総会） 

第17条 

① 第 13 条、第 15 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 14条第１項の規定は、会社

法第 324 条第１項に定める種

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項に定める種

類株主総会の決議にこれを準

用する。 

第16条～第43条（条文省略） 第 18 条～第 45 条（定款一部変更の件

（１）に係る変更後の定款どおり） 

 

（３） 全部取得条項に係る定款一部変更の件（定款一部変更の件（３）） 

① 変更の理由 

 定款一部変更の件（２）でご説明いたしましたとおり、当社の企業価値向上のための必要

な施策を迅速に実施するためには、戦略的な非上場化を行うとともに、当社が NIH インベス

トメントおよび CLSA サンライズキャピタルと強固な資本関係を構築することが必要かつ効

果的な手段であると判断しております。 

 定款一部変更の件（３）は、本定款一部変更等のうち（ⅱ）として、定款一部変更の件

（１）および定款一部変更の件（２）に係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、追加変更案第７条を新設するものであります。

定款一部変更の件（３）に係る定款変更の効力発生により、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。 

 ２．全部取得条項付普通株式の取得の決定の件が承認可決された場合、当社は株主の皆様

から全部取得条項付普通株式の全て（自己株式を除きます。）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、定款一部変更の件（２）に係る定款変更

により設けられる A 種種類株式とし、当社が全部取得条項付普通株式１株につき株主の皆様

に交付する当社A種種類株式の数は、NIHインベストメントおよびCLSAサンライズキャピタ

ル以外の各株主の皆様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、3,171,500分の１株としております。 

 なお、定款一部変更の件（３）に係る定款変更の効力発生日は、平成 21 年５月 26 日とい

たします。 

② 変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであり、定款一部変更の件（１）および定款一部変更の件（２）

に係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、定款一部変更の件（３）

に係る定款変更の効力発生は、定款一部変更の件（２）のご承認が得られること、および普

通株主様による種類株主総会において定款一部変更の件（３）と同内容の定款変更案のご承

認が得られることを条件といたします。 
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（下線は変更部分を示しております｡） 

定款一部変更の件（１）および定款一部変

更の件（２）に係る変更後の定款 

追加変更案 

（新設） （全部取得条項） 

第７条 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、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 3,171,500 分の１株

の割合をもって交付する。 

第７条～第45条（条文省略） 第８条～第 46 条（定款一部変更の件

（１）および定款一部変更の件（２）に

係る変更後の定款どおり） 

 

（４） 定時株主総会の基準日に係る定款一部変更の件（定款一部変更の件（４）） 

① 変更の理由 

 本定款一部変更等が実施された場合、NIH インベストメントおよび CLSA サンライズキャピ

タルが合わせて当社の全ての発行済株式（当社の自己株式を除きます。）を所有することに

なり、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになることから、定款一

部変更の件（１）ないし定款一部変更の件（３）に係る変更後の定款第 12 条（基準日）を

削除するものであります。 

② 変更の内容 

 変更の内容は以下のとおりであります。なお、定款一部変更の件（４）に係る定款一部変

更は、定款一部変更の件（３）に定める定款一部変更の効力が生じること、および２．全部

取得条項付普通株式の取得の決定の件が承認可決されることを条件として、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｡） 

定款一部変更の件（１）ないし定款一部変

更の件（３）に係る変更後の定款 

追加変更案 

（基準日） 

第 12 条 当会社は、毎年５月 31 日の株主

名簿に記載又は記録された株主を

もって、定時株主総会において権利

を行使することができる株主とす

る。 

（削除） 

第13条～第46条（条文省略） 第 12 条～第 45 条（定款一部変更の件

（１）ないし定款一部変更の件（３）に

係る変更後の定款どおり） 
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２． 全部取得条項付普通株式の取得の決定の件 

（１）全部取得条項付普通株式の取得を必要とする理由 

 上記「１．当社の定款の一部変更（２） 種類株式発行に係る定款一部変更の件（定款一

部変更の件（２））① 変更の理由」でご説明申し上げたとおり、当社は、当社の企業価値向

上のための必要な施策を迅速に実施するためには、戦略的な非上場化を行うとともに、当社

が NIH インベストメントおよび CLSA サンライズキャピタルと強固な資本関係を構築するこ

とが必要かつ効果的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の決定の件は、本定款一部変更等のうち（ⅲ）を実施する

もので、会社法第 171 条および定款一部変更の件（１）ないし定款一部変更の件（３）によ

る一部変更後の定款に基づき、株主総会の決議によって、当社が株主の皆様から全部取得条

項付普通株式を取得し、当該取得と引換えに以下に定めるとおり、株主の皆様に対し取得対

価を交付するものであります。定款一部変更の件（３）による一部変更後の定款の規定に基

づき、上記の取得対価としては、定款一部変更の件（２）における定款一部変更により設け

られる当社 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当社 A 種種類

株式の数は、3,171,500 分の１株とさせていただいております。この結果、NIH インベスト

メントおよび CLSA サンライズキャピタル以外の各株主の皆様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株主の皆様に関しましては、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決定の件が承認された場合に、株主の皆様に

割り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、NIH イ

ンベストメントに対して売却すること、または会社法第 234 条第２項および第４項の規定に

基づき、裁判所の許可を得て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、各株主の皆様が保有する当社普通株式数に金 76 円（本公開買付

けにおける買付価格）を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆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）全部取得条項付普通株式の取得の内容 

（ⅰ） 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およびその割当に関す

る事項 

 会社法第 171 条および定款一部変更の件（１）ないし定款一部変更の件（３）に

よる一部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（ⅱ）において定めます｡）において、取得日の前日の 終の当社の

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 3,171,500

分の１株の割合をもって交付します。 

（ⅱ） 取得日 

 平成21年５月26日といたします。 

（ⅲ） その他 

 全部取得条項付普通株式の取得は、定款一部変更の件（３）に定める定款一部変

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。 
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３． 本定款一部変更等の日程の概要 

 

臨時株主総会および普通株主様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４月２日 

臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会（予定） 平成21年４月30日 

 定款一部変更の件（１）および定款一部変更の件（２）による定款の

一部変更の効力発生日 

平成21年４月30日 

整理銘柄への指定（予定） 平成21年５月１日 

当社普通株式の 終売買日（予定） 平成21年５月19日 

当社普通株式の上場廃止日（予定） 平成21年５月20日 

全部取得条項付普通株式全部の取得および当社A種種類株式交付のた

めの基準日 

平成21年５月25日 

定款一部変更の件（３）および定款一部変更の件（４）による定款の

一部変更の効力発生日 

平成21年５月26日 

 当社による全部取得条項付普通株式の取得日および当社A種種類株式

交付の効力発生日 

平成21年５月26日 

 

 

 

以 上 

 

 


