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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 10 月 15 日開催の当社取締役会において、種類株式発行にかかる定款一

部変更、全部取得条項を付すための定款の一部変更、全部取得条項付普通株式（下記Ⅰにおい

て定義します。）の取得並びに監査役会廃止及び会計監査人廃止にかかる定款一部変更を平成

21 年 11 月 17 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。）及び当社普

通株主様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 Ａ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件（定款一部変更の件（１）） 

1. 変更の理由 

 (1)  平成 21 年９月 12 日付当社プレスリリース「エー・シー・ピー・ワン・ホールディ

ングス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」及び

「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

報告申しあげておりますとおり、エー・シー・ピー・ワン・ホールディングス株式会

社（以下「ＡＣＰ１Ｈ」といいます。）は、平成 21 年７月 31 日から同年９月 11 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９月 18 日（決済日）をもって、当社株式 57,392 株（総

株主の議決権の数に対する割合：97.15％）を保有するに至っております。 

ＡＣＰ1Ｈは、平成 21 年７月 30 日付「バリオセキュア・ネットワークス株式会社

の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び平成 21 年７月 31 日付公



開買付届出書等で表明しておりますとおり、当社の中長期的な企業価値の向上を実現

するため、当社を完全子会社化すること（以下「本完全子会社化」といいます。）を企

図して本公開買付けを実施しました。当社グループの主たる事業領域であるネットワ

ークセキュリティ市場においては、急激な景気後退に伴う顧客先における設備投資意

欲の低下、コスト削減の徹底等の影響が生じており、当社においても既存顧客からの

解約が増加し、サービス提供箇所の増加ペースが鈍化するなど、当社の成長率が徐々

に鈍化しています。そこで、当社は、今後も、顧客先における設備投資意欲の低下、

コスト削減の徹底等が相当期間継続することが予測されることを鑑みると、上場を維

持しながら景気後退に対する諸施策をとりつつ長期的な安定成長を目指すよりも、今

後の戦略として、(ⅰ)当社がその成長性を十分に発揮し、企業価値を中長期的に向上

発展させていくためには、当面は企業としての独立性を保ったまま、短期的な損益に

ネガティブな影響を与え得る経営施策（例えば、人員増加による営業力の強化、新サ

ービスの開発投資、企業買収や海外展開等）を積極的に実施していくことが極めて有

益であり、(ⅱ)そのためには当社の株主構成の簡素化により、中長期的な観点からの

経営判断を迅速に行うことができる体制を構築することが最善であると判断し、以下

の①乃至③の方法により本完全子会社化を実施することといたしました（以下総称し

て「本完全子会社化手続」といいます。）。 

① 当社定款の一部を変更し、残余財産分配優先株式であるＡ種種類株式（以下「Ａ

種種類株式」といいます。）を発行する旨の定めを新設します。 

② 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いたします。なお、全部取得条項が付

された後の当社普通株式を、以下「全部取得条項付普通株式」といいます。 

③ 会社法第 171 条並びに上記①及び②による変更後の当社定款に基づき、当社は、

株主総会の決議によって、株主の皆様から当社の全部取得条項付普通株式全て

（自己株式を除きます。）を取得し、当社は各株主の皆様に対して、当該取得の

対価として全部取得条項付普通株式１株と引換えにＡ種種類株式 1,686 分の１

株を交付いたします。この際、ＡＣＰ１Ｈ以外の各株主の皆様に対して交付さ

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。 

 

 (2)  定款一部変更の件（１）は、本完全子会社化手続のうち上記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。 



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）、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、普通株式に優先して残余財産の分配を

受けられる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。なお、下

記定款一部変更の件（２）及び「Ⅲ 全部取得条項付普通株式の取得の決定の件」

に記載のとおり、全部取得条項付普通株式の取得対価はＡ種種類株式としておりま

す。 

       会社法第 171 条並びに上記①及び②による変更後の当社定款の定めに従って、当

社が株主総会の決議によって全部取得条項付普通株式の全部を取得した場合（即ち、

本完全子会社化手続を実施した場合）、上記のとおり、ＡＣＰ１Ｈ以外の株主の皆様

に対して取得対価として交付されるＡ種種類株式は、１株未満の端数になる予定で

す。 

株主の皆様に対する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し、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Ａ種種類株式をＡＣＰ１

Ｈに売却すること、又は会社法第 234 条第２項及び第４項の規定に基づき、裁判所

の許可を得て当社が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 100,000 円

（ＡＣＰ１Ｈが本公開買付けを行った際における買付価格）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事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。 

       なお、定款一部変更の件（１）にかかる定款変更は、定款一部変更の件（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。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 



現 行 定 款 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、２２

９，２００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、２２

９，２００株とし、このうち普通株

式の発行可能種類株式総数は２２

９，１００株、第５条の２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

１００株とする。 

 

（新 設） 

 

（Ａ種種類株式） 

第５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種種類株主」という。）又は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。）又は普通株式の登

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

種種類株主又は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、普通株主又は普通登

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種種類株主又は

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。 

 

（新 設） 

 

（種類株主総会） 

第１５条の２ 第１０条、第１１条、第１２条、

第１４条及び第１５条の規定は、種類



株主総会にこれを準用する。 

   ② 第１３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１３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。 

 

 

Ⅱ 全部取得条項を付すための定款一部変更の件（定款一部変更の件（２）） 

1. 変更の理由 

 

   定款一部変更の件（２）は、本完全子会社化手続における②として、定款一部変更の

件（１）による変更後の当社定款の一部を追加変更し、当社普通株式に全部取得条項を

付す旨の定めを設けるものであります。 

   また本完全子会社化手続における②の後、株主総会の決議によって当社は、株主の皆

様から全部取得条項付普通株式を取得しますが（本完全子会社化手続における③）、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（１）にか

か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Ａ種種類株式の数は、ＡＣＰ１Ｈ以外の各株主の皆様に交

付されるＡ種種類株式の数が１株未満の端数となるように、1,686 分の１株としており

ます。 

 

2. 変更の内容 

変更の内容は以下のとおりであり、定款一部変更の件（１）による変更後の定款の一

部を更に追加変更するものであります。なお、定款一部変更の件（２）にかかる定款変

更は、本臨時株主総会において定款一部変更の件（１）及び下記「Ⅲ 全部取得条項付

普通株式の取得の決定の件」が原案どおり承認可決されること、並びに本種類株主総会

において定款一部変更の件（２）にかかる定款変更と同内容の定款変更案が原案どおり

承認可決されることを条件として、その効力が生ずるものといたします。 

なお、定款一部変更の件（２）にかかる定款変更の効力発生日は平成 21 年 12 月 29

日といたします。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 



定款一部変更の件（１）による変更後の定款 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

1,686 分の１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 

全部取得条項付普通株式の取得の決定の件は、本完全子会社化手続における③として、

会社法第 171 条並びに定款一部変更の件（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、当社が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、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。 

    かかる取得対価としては、定款一部変更の件（１）における変更後の定款により設け

られたＡ種種類株式とし、定款一部変更の件（２）による変更後の当社定款規定第５条

の３に定めるとおり、全部取得条項付普通株式１株につき交付されるＡ種種類株式の数

は、1,686 分の１株とさせていただいております。この結果、ＡＣＰ１Ｈ以外の各株主

の皆様に対して取得対価として交付されるＡ種種類株式の数は、１株未満の端数になる

予定であり、このように交付されるＡ種種類株式の株が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。 

    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

様に交付されることになる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。なお、

この場合でも、売却代金の交付に際しては、株主の皆様が交付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。）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項に基づき、裁判所の許可を得てＡＣＰ１Ｈに対して売却すること、又は

会社法第 234 条第２項及び第４項の規定に基づき、裁判所の許可を得て当社が買い取る



ことを予定しております。この場合の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、100,000 円（ＡＣＰ１Ｈが本公開買付けを行った際における買付価格）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。 

 

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てに関する事

項 

 会社法第 171 条並びに定款一部変更の件（１）及び（２）による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(2)において定め

ます。）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

得条項付普通株式にかかる株主（当社を除きます。）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、Ａ種種類株式を 1,686 分の１株の割合をもって交付

します。 

(2) 取得日 

平成 21 年 12 月 29 日  

(3) その他 

     当該全部取得条項付普通株式の取得は、定款一部変更の件（２）にかかる定款変更の

効力が生ずることを条件として、効力が生ずるものといたします。なお、その他の必要

事項につきましては、取締役会にご一任いただきたく存じます。 

 

3. 上場廃止の予定 

定款一部変更の件（１）及び（２）並びに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には、当社普通株式は、大阪証券取引所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 11 月 18 日から平成 21 年 12 月 17 日

までの間、整理銘柄に指定された後、平成 21 年 12 月 18 日をもって上場廃止となる予定

です。上場廃止後は、当社普通株式を大阪証券取引所において取引することはできませ

ん。 

 



Ⅳ 完全子会社化の日程概略（予定） 

臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会基準日設
定公告

平成21年9月15日（火）

臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会基準日 平成21年9月30日（水）

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10月15日（木）

臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会開催 平成21年11月17日（火）

種類株式発行に係る定款一部変更の効力発生日 平成21年11月17日（火）

整理銘柄への指定 平成21年11月18日（水）

全部取得条項を付すための定款一部変更の通知公告 平成21年11月18日（水）

全部取得条項付普通株式全部の取得の基準日設定に関する通
知公告

平成21年11月18日（水）

当社普通株式の売買最終日 平成21年12月17日（木）

当社普通株式の上場廃止日 平成21年12月18日（金）

全部取得条項付普通株式全部の取得の基準日 平成21年12月28日（月）

全部取得条項付普通株式全部の取得およびＡ種種類株式交付
の効力発生日

平成21年12月29日（火）
 

 



Ⅴ 監査役会廃止及び会計監査人廃止にかかる定款一部変更の件（定款一部変更の件（３）） 

1. 変更の理由 

当社では、(ⅰ)今後、本公開買付けにより親会社となったＡＣＰ１Ｈを含めたグルー

プ経営での効率的な事業推進を実施することを目的とし、また、(ii)本臨時株主総会及

び本種類株主総会における承認決議を受け、当社普通株式が大阪証券取引所の上場廃止

基準に従い、所定の手続を経て、上場廃止となる見込みであることなどを鑑み、当社の

機関として設置している監査役会及び会計監査人を廃止するものであります。 

なお、定款一部変更の件（３）にかかる定款変更は、定款一部変更の件（３）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。 

定款一部変更の件（１）による変更後の定款 追 加 変 更 案 

第５章  監査役 

（監査役及び監査役会の設置） 

第３０条 当会社は監査役及び監査役会を置

く。 

第５章  監査役 

（監査役の設置） 

第３０条 当会社は監査役を置く。 

第３１条～第３３条 （条文省略） 第３１条～第３３条 （現行どおり） 

（常勤の監査役） 

第３４条 監査役会は、監査役の中から常勤

監査役を選定する。 

 

（削 除） 

 

（監査役会の招集） 

第３５条 監査役会は常勤監査役がこれを招

集する。但し、他の監査役が常勤監査役

に監査役会の招集を請求し、または自ら

これを招集することを妨げない。 

 

（削 除） 

 

（監査役会の決議） 

第３６条 監査役会の決議は、法令に別段の

定めがある場合を除き、監査役全員の過半数

をもって決定する。 

 

（削 除） 

 

（監査役会規程） 

第３７条 監査役会に関する事項は、法令ま

たは定款に定めるもののほか、監査役会

の定める監査役会規程による。 

 

（削 除） 

 



（監査役会の議事録） 

第３８条 監査役会における議事の経過の要

領及びその結果並びにその他法令で定

める事項は、議事録に記載し、出席した

監査役がこれに記名押印または電子署

名を行うものとする。 

 

（削 除） 

 

第３９条～第４０条 （条文省略） 第３４条～第３５条 （現行どおり） 

第６章  会計監査人 

（会計監査人の設置） 

第４１条 当会社は、会計監査人を置く。 

 

（削 除） 

 

（会計監査人の選任） 

第４２条 会計監査人は、株主総会の決議に

よって選任する。 

 

（削 除） 

 

（会計監査人の任期） 

第４３条 会計監査人の任期は、選任後１年

以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の時ま

でとする。 

   ② 会計監査人は前項の定時株主総会

において別段の決議がされなかったと

きは、当該定時株主総会において再任さ

れたものとみなす。 

 

（削 除） 

 

（会計監査人の報酬等） 

第４４条 会計監査人の報酬等は、代表取締

役が監査役の同意を得て定める。 

 

（削 除） 

 

第７章  計算 

第４５条～第４８条 （条文省略） 

第６章  計算 

第３６条～第３９条 （現行どおり） 

 

 

 

以 上 


