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平成 21 年５月 20 日 

各位  

株 式 会 社 い い 生 活 

代表取締役社長 C E O  中村  清高

（コード番号：3796 東証マザーズ）

問合わせ先：  

代表取締役副社長 CFO 塩川 拓行

電 話 番 号 ： 0 3 （ 5 4 2 3 ） 7 8 2 0

 

第 10 期定時株主総会の付議議案に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 21 年６月 22 日開催予定の第 10 期定時株主総会における

付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
１．定時株主総会付議議案 

 (１) 第１号議案 剰余金の処分の件 

(２) 第２号議案 定款一部変更の件 

  (３) 第３号議案 監査役１名選任の件 

(４) 第４号議案 特定の株主からの自己株式取得の件 

 

２．各議案の概要 

(１) 第１号議案 剰余金の処分の件 

  平成 21 年３月 18 日付け「平成 21 年３月期 新規配当（初配）の実施について」にてお知らせし

ましたとおり、当期（平成 21 年３月期）の期末配当につきましては、当期の業績、中長期的な業績

見通し、投資計画及び資金状況並びに株主の皆様への利益還元強化等を総合的に考慮した結果、以下

のとおりといたしたいと存じます。 

 

(ⅰ) 配当財産の種類 

        金銭 

(ⅱ) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

        当社普通株式１株につき金 500 円 00 銭 

なお、この場合の配当総額は、33,656,000 円となります。 

(ⅲ) 剰余金の配当が効力を生じる日 

        平成 21 年６月 23 日（火） 

 

(２) 第２号議案 定款一部変更の件 

(ⅰ) 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、以下「決済合理化法」）の施行に伴い、現行定款に以下

のとおり変更を行うものであります。 

(イ) 決済合理化法附則第６条第１項の定めにより、当社は決済合理化法施行日（平成 21 年１月５

日）において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみな

されておりますので、当社定款第７条（株券の発行）を削除し、併せて株券に関する文言の

削除及び修正並びに必要となる条数の繰り上げを行うものであります。 
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(ロ)「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、当社定款のうち、実質株主

及び実質株主名簿に関する文言の削除及び修正を行うものであります。 

(ハ) 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日までこれを作

成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を新設するものであります。 

 

(ⅱ) 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） 

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。 

  

第８条 （省略） 

  

（株主名簿管理人） 

第９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選定する。 

 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

権原簿の作成ならびに備置き、その他株主名

簿、株券喪失登録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扱わない。 

 

第 10 条～第 13 条 （省略） 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみ

なし提供） 

第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類および連結

計算書類に記載または表示をすべき事項に

係る情報を、法務省令に定めるところに従い

インターネットを利用する方法で開示する

ことにより、株主（実質株主を含む。以下同

じ。）に対して提供したものとみなすことが

できる。 

 

第 15 条～第 40 条 （省略） 

 

  （新        設） 

 

（削        除） 

  

   

第７条 （現行どおり） 

 

（株主名簿管理人） 

第８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選定する。 

 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扱

わない。 

 

 

第９条～第 12 条 （現行どおり） 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみ

なし提供） 

第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類および連結

計算書類に記載または表示をすべき事項に

係る情報を、法務省令に定めるところに従い

インターネットを利用する方法で開示する

ことにより、株主に対して提供したものとみ

なすことができる。 

 

 

第 14 条～第 39 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及び備

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

会社においては取扱わない。 

第２条   前条及び本条の規定は、平成 22 年１月

５日まで有効とし、平成 22 年１月６日を

もってこれを削除する。 
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(ⅲ) 日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成 21 年６月 22 日（月） 

定款変更の効力発生日      平成 21 年６月 22 日（月） 

 

(３) 第３号議案 監査役１名選任の件 
(ⅰ) 監査役候補者 

平成 21 年６月 22 日開催予定の第 10 期定時株主総会終結の時をもって監査役の大町正人氏が
任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。 

 
監査役候補者は、次のとおりであります。 

氏名 選任の種別 現役職 

大町正人 重任 監査役 

（注）1. 大町正人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 
2. 大町正人氏は、社外監査役の候補者であります。 

 
(ⅱ) 監査役就任予定日 

平成 21 年６月 22 日（月） 
 

(４) 第４号議案 特定の株主からの自己株式取得の件 

(ⅰ) 自己株式取得を行う理由 
平成 20 年 11 月４日付「証券取引等監視委員会による当社元従業員に対する課徴金納付命令の勧告

について」でお知らせいたしましたとおり、当社元従業員（当社株主）１名によって金融商品取引法

に違反する不正な当社株式の売買が行われたとの事実が確認されました。 

当社は、違反行為の悪質性と当社へのダメージを考慮し、元従業員に対して損害賠償を請求してお

りましたが、元従業員が賠償額に充当する目的で自らが保有する当社株式を当社に譲渡することを申

し入れたため、会社法第 156 条第１項及び第 160 条第１項の規定に基づき、次のとおり、特定の株主

から自己の株式を取得する枠を設定するものであります。 

 
(ⅱ) 取得枠の内容 

(イ) 取得する相手方 

坂本和則 

(ロ) 取得する株式の種類 

普通株式 

(ハ) 取得する株式の総数（発行済普通株式総数に対する割合） 
520 株（0.8％） 

(ニ) 株式の取得価額の総額 

18,729,360 円（上限） 

(ホ) 株式１株を取得するのと引き換えに交付する金額 

株式１株を取得するのと引換えに交付する金額は、次の①②のうちいずれか低い方の金額

で算定し、交付する金銭等の総額は、それぞれの場合に基づき決定いたします。 

①損害賠償債権額に基づく場合 

株式１株を取得するのと引換えに交付する金額は、当社が元従業員（坂本和則）に対して有

する損害賠償債権額（18,729,551 円）の一部である 18,729,360 円を元従業員が有する株式総

数 520 株（(ハ)に定める取得株式総数）で除した額（36,018 円）といたします。 

  この場合、交付する金銭等の総額は、18,729,360 円となります。 



- 4 - 
 

②市場における価格による場合 

株式１株を取得するのと引換えに交付する金額は、本総会開催日である平成 21 年６月 22 日 

以降に東京証券取引所において 初になされた売買取引の成立価格といたします。 

            この場合、交付する金銭等の総額は、上記売買取引の成立価格に(ハ)に定める取得株式総数      

520 株を乗じた金額となります。 

(ヘ) 取得する期間 

平成 21年６月 22日開催予定の第 10期定時株主総会終結の時から平成 21年７月 30日まで 

 

(ⅲ) 取得先の概要 

坂本和則は、当社元従業員でありましたが、平成 20 年 11 月４日付「証券取引等監視委員会

による当社元従業員に対する課徴金納付命令の勧告について」でお知らせいたしましたとおり、

社内規程に則り、平成 20 年 11 月４日付で懲戒解雇処分としております。 

 

(ⅳ) その他 

(イ) 当社および元従業員（坂本和則）は、当社が元従業員に対して有する損害賠償請求権、及び

元従業員が当社に対して有する当社から交付する金銭等の支払債権（上記(４)（ⅱ）（ホ）の①

②のうちいずれか低い方の金額で算定）を、本総会において本議案が承認可決されることを条

件に相殺すること、並びに当社損害賠償額に満たない金額については元従業員が当社に対して

支払う旨の「有価証券売買契約書」を締結しております。従いまして、本件において当社から

元従業員に対して交付される金銭等はございません。 

(ロ) 本件自己株式の取得におきましては、株式１株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額

が会社法第 161 条および会社法施行規則第 30 条第１項により算定されるものを超えないため、

取得する株主以外の株主様には、会社法第160条第３項に定める売主追加請求権は生じません。 

 

(ⅴ) 自己株式の取得の日程（予定） 

(イ)第 10 期定時株主総会付議議案取締役会決議日 平成 21 年５月 20 日（水）

(ロ)第 10 期定時株主総会招集日    平成 21 年６月 ４ 日（木）

(ハ)第 10 期定時株主総会決議日 平成 21 年６月 22 日（月）

 

（ご参考）平成 21 年４月 30 日時点の自己株式の保有 

発行済普通株式総数（自己株式を除く） 67,330 株 

自己株式 743 株 

 

 

以上 

 


