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平成21年４月21日 

各   位 

会 社 名：株式会社インター           

（コード：8493  大証第二部）        

代表者名：代表取締役社長  平山 秀雄 

問合せ先：取締役総務部長  呉  東昊 

（ＴＥＬ：078－252－1234） 

 

 

当社の非公開化等のための定款一部変更 

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21年４月21日開催の取締役会において、全部取得条項付普通株式の発行のための当社定款

の一部変更、当社の普通株式に全部取得条項を付す旨の定款の一部変更、当社による全部取得条項付普通株

式の全部の取得に関する事項並びに公告方法及び「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）（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について、平成21年５月８日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時

株主総会」といいます。）に付議することを決議し、また、当社の普通株式に全部取得条項を付す旨の定款

の一部変更について、平成21年５月８日開催予定の普通株主による種類株主総会（以下「本種類株主総

会」といいます。）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。 
 

記 

 

Ⅰ．定款一部変更（１）（公告方法の変更及び決済合理化法の施行に伴う定款文言の変更） 

１．変更の理由 

（１）公告すべき事項の周知性の向上及び公告方法の合理化を図るため、現行定款第５条の公告の

方法を電子公告に変更し、併せて不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告の方法を定め

るものであります。 

（２）平成16 年 6月 9日に公布された決済合理化法が平成21 年 1月 5日に施行され、上場株式が

一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券電子化」）に伴い、これに対応するため、所

要の変更を行なうものであります。 

 

なお、定款一部変更（１）にかかる定款変更は、定款一部変更（１）が本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 定款一部変更（１）にかかる変更案 

（公告の方法） 

第５条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載

しておこなう。 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告方法は、電子公告とす

る。ただし、事故その他やむを得ない事由

によって電子公告ができない場合は、日本

経済新聞に掲載しておこなう。 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、その株式に係る株券を発行

する。 

（削除） 
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現行定款 定款一部変更（１）にかかる変更案 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第８条 当会社の単元株式数は、100 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７条 当会社の単元株式数は、100 株とす

る。 

（削除） 

（株式取扱規則） 

第９条 当会社の株券の種類、株主（実質株主

名簿に記載または記録された実質株主を

含む。以下同じ。）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およ

び買増し、その他株式に関する手続なら

びに手数料は、取締役会の定める株式取

扱規則による。 

（株式取扱規則） 

第８条 当会社の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および

買増し、その他株式に関する手続ならび

に手数料は、取締役会の定める株式取扱

規則による。 

第10条～第33条 （省略） 第９条～第32条 （現行どおり） 

 

 

Ⅱ．定款一部変更（２） 

１．変更の理由 

当社は、平成21年1月23日付の「自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに非上場会社化に関

するお知らせ」等にてご報告申し上げておりますとおり、グレーゾーン金利撤廃による今後の収支悪化、

過払金等の返還及び引当金計上による損失の増加、資金調達環境の悪化等という当社の現在の経営状況、

貸金事業の収益性及び将来性等に鑑み、正常な貸金事業の継続は困難であると判断せざるを得ず、このよ

うな状況下においては、多くの株主の皆様に当社の株式を保有して頂くことは、株主の皆様にとってもプ

ラスにはなり得ないばかりか、投資損失を今以上に拡大させる虞すらあり、当社株式の売却による投下資

本回収の機会を等しくご提供することが最善の策であると考え、また、今後の当社の事業にかかるリスク

につきましては、当社の代表取締役社長平山秀雄をはじめとする創業者一族等（株式会社インタープラン

ニング、平山秀雄、申碩憲氏、金福烈氏、申明順氏、申明恵氏及び申明夏氏をいいます。以下同様。）に

負担して頂くことが、当社及び株主の皆様にとって最適であると考えているため、当社の創業者一族等の

みが当社の発行済株式全株式（自己株式を除きます。）を保有することとなる手続を実施することを企図

しております。 

具体的には、以下①から③の方法（以下、総称して「本定款一部変更等」といいます。）を行なうこと

といたしました。 

 

① 当社定款の一部を変更して、種類株式（A種種類株式）を発行する旨の定めを新設する。 

② 上記①による変更後の当社定款の一部を変更して、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。）を付す（以下、全部

取得条項が付された当社普通株式を「全部取得条項付普通株式」といいます。）。なお、全部取得条

項付普通株式の内容としては、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

取得する場合において、全部取得条項付普通株式 1 株と引換えに、上記①による A 種種類株式を

0.00000344827株の割合をもって交付する旨を定めるものとする。 

③ 会社法第171 条第 1 項並びに上記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、

当社は、株主から当社の全部取得条項付普通株式全て（当社が有する自己株式を除く。）を取得し、

当該取得と引換えに、株主に対して、取得対価として全部取得条項付普通株式 1株につきA種種類

株式を0.00000344827株の割合をもって交付する。 

 

定款一部変更（２）は、上記本定款一部変更等のうち①を実施するものであります。会社法上、全部取

得条項付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
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項、第 108 条第 1 項第 7 号）、本定款一部変更等の①は、当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変

更である本定款一部変更等の②を行なう前提として、当社が種類株式発行会社となるため、種類株式（A

種種類株式）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、定款変更案第 6

条の2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、下記記載のⅣ．全部取得条項付普通株

式の取得の件で記載しておりますとおり、本定款一部変更等の③における全部取得条項付普通株式の取得

の対価はA種種類株式としております。 

以上のとおり、定款一部変更（２）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、

所要の変更を行なうものであります。 

なお、定款一部変更（２）にかかる定款変更は、定款一部変更（２）が本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ものとします。 
 

２．変更の内容 

変更の内容は以下の通りであり、定款一部変更（１）による変更後の定款を追加変更するものでありま

す。 

（下線は変更部分を示します。） 

定款一部変更（１）による変更後の定款 定款一部変更（２）にかかる変更案 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

32,000,000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

32,000,000 株とし、このうち普通株式

は 31,999,900 株、A 種種類株式は 100

株とする。 

（新設） （A種種類株式） 

第６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、175 円に A 種種類株式 1 株と交換さ

れる全部取得条項付普通株式の数を乗じ

た金額の金銭（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、普通

株主また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

主または 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。 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、100 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 100

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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定款一部変更（１）による変更後の定款 定款一部変更（２）にかかる変更案 

（新設） （種類株主総会） 

第 17 条の２ 第 14 条、第 16 条および第 17 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

について準用する。 

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

について準用する。 

  

Ⅲ．定款一部変更（３） 

１．変更の理由 

定款一部変更（２）で記載しておりますとおり、当社は、今後の当社の事業にかかるリスクにつきまし

ては、当社の代表取締役社長平山秀雄をはじめとする創業者一族等に負担して頂くことが、当社及び株主

の皆様にとって最適であると考えております。 

定款一部変更（３）は、本定款一部変更等のうち②として、定款一部変更（１）及び定款一部変更

（２）が承認可決された場合に変更される定款（以下「変更後定款①」といいます。）の一部をさらに変

更し、当社の普通株式に全部取得条項を付すこと及び当該全部取得条項に従い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式の全部を取得する場合において、全部取得条項付普通株式1株と引換え

に、変更後定款①にて定められたA種種類株式0.00000344827株を交付する旨の定款の定めを設けるもの

であります。 

なお、定款一部変更（３）にかかる定款変更は、（ⅰ）定款一部変更（２）にかかる定款変更の効力が

生じること、及び（ⅱ）本種類株主総会において定款一部変更（３）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を条件として、効力を生じるものであります。 

また、定款一部変更（３）にかかる定款変更の効力発生日は、平成21年6月13日とします。 
 

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（１）及び定款一部変更（２）による変更後の定款を追

加変更するものであります。 

（下線部は変更部分） 

定款一部変更（１）及び定款一部変更（２）

にかかる変更後の定款 
定款一部変更（３）にかかる変更案 

（新設） （普通株式） 

第６条の３ 当会社は、普通株式について、株

主総会の決議によりその全部を取得する

ことができる。 

２. 前項に基づき、当会社が普通株式を取得

する場合、当会社は、取得の対価として、

普通株式 1 株と引換えに、A 種種類株式

0.00000344827 株の割合をもって交付す

る。 

 

Ⅳ．全部取得条項付普通株式の取得の件 

１．全部取得条項付普通株式の取得を必要とする理由 

定款一部変更（２）で記載しておりますとおり、当社は、今後の当社の事業にかかるリスクにつきまし

ては、当社の代表取締役社長平山秀雄をはじめとする創業者一族等に負担して頂くことが、当社及び株主
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の皆様にとって最適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うち③として、会社法第171条に基づき、株主

総会の特別決議によって、全部取得条項付普通株式の全てを取得し、本定款一部変更等の①及び②による

変更後の定款の定めに従い、全部取得条項付普通株式1株と引換えに、A種種類株式 0.00000344827 株を

交付するものであります。 

当社は株主（当社を除きます。）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A種種類株式の数は、創業家一族等以外の各株主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、0.00000344827株としております。 

 

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の取得と引換えに交付する取得対価及びその割当に関する事項 

当社は、取得日（下記(2)において定めます。以下同様。）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式の株主の皆様の有する全部取得条

項付普通株式を取得し、本定款一部変更等の①及び②による変更後の定款の定めに従い、全部取

得条項付普通株式1株と引換えに、A種種類株式0.00000344827株を交付します。 

 

(2) 取得日 

平成21年6月13日とします。 

 

(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（２）及び定款一部変更（３）にかかる

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。 

 

Ⅴ．上場廃止の見込み 

本定款一部変更等の結果、当社普通株式に係る株券は、株式会社大阪証券取引所市場第二部の株券上場

廃止基準に該当しますので、当社普通株式に係る株券は平成 21 年５月９日から同年６月８日までの間、

整理銘柄に指定された後、同月９日をもって上場廃止になる予定です。上場廃止後は、当社普通株式に係

る株券を株式会社大阪証券取引所市場第二部において取引することはできません。 

 

Ⅵ．日程の概要（予定） 

平成21年５月８日（金）       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５月９日（土）       整理銘柄への指定 

平成21年６月８日（月）       当社普通株式の最終売買日 

平成21年６月９日（火）       当社普通株式の上場廃止日 

平成21年６月１２日（金）     全部取得条項付普通株式の取得に係る基準日 

平成21年６月１３日（土）     当社による当社全部取得条項付普通株式の取得及び当社A種種類株式

の交付の効力発生日 

 

以 上 


