
 

 

平成 22年５月 20日 

各  位 

                  上場会社名 株式会社ユニマットライフ 

                  代 表 者 名 代表取締役社長 芝岡 裕之 

 （東証第 1 部 コード番号：７５６０） 

  問 合 せ 先 常務取締役 管理本部長 

兼 社長室長  大野 憲二 

                  電 話 番 号 ０３－５７７０－１５３７ 

 

定款の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、本日開催の取締役会において、種類株式発行に係る定款一部変更、全部取得条項（下

記「Ⅰ. １ （１） 変更の理由②」において定義いたします。）に係る定款一部変更、及び全部

取得条項付普通株式（下記「Ⅰ. １ （１） 変更の理由②」において定義いたします。）の取得

について、平成 22年６月 29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、全部取得条項に係る定款一部変更について、本臨時株主総会と

同日に開催する予定の当社普通株式を有する株主様を構成員とする種類株主総会（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．当社完全子会社化のための定款一部変更 

 

１ 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-１」） 

 

（１） 変更の理由 

平成 22年３月 19日付のプレスリリース「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知ら

せ」、及び同年５月 12日付のプレスリリース「株式会社ユニマットレインボーによる当社

普通株式に対する公開買付け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、株式会社ユニマットレインボー（以下「ユニマットレインボー」といいます。）は、

平成 22年３月 23日から平成 22年５月 11日まで当社普通株式を対象とする公開買付け（以

下「本公開買付け」といいます。）を行い、平成 22年５月 19日の決済の開始日をもって、

当社普通株式 15,444,508株（総株主の議決権の数に対する割合 61.96％。なお、当該割合

は、当社の平成 22年５月 12日付「平成 22年３月期 決算短信」に記載された平成 22年

３月 31日現在の発行済株式数（24,931,500株）から、同「平成 22 年３月期 決算短信」

に記載された当社の平成 22 年３月 31 日現在の自己株式数（6,370 株）を控除した

24,925,130株に係る議決権数 249,251個を分母として計算し、小数点以下第３位を四捨五

入しております。）を保有するに至りました。 



 

当社は、平成 20 年下期に発生したいわゆるリーマンショックに伴う世界同時株安、不

安定な為替動向等から生じる経済状況の不透明感を背景とする厳しい経済環境が続く中

でも、主力事業であるＯＣＳ事業及びレンタル事業については、サービス体制の拡充や積

極的な営業展開により、平成 21 年３月期においてともに増収を果たし、結果として会社

全体の業績についても経常利益ベースでは、前年同期比にて増収増益（売上高 10.2％増、

営業利益 0.2％増、経常利益 0.2％増）を達成しておりますが、経済環境が悪化する中で

生じた投資有価証券の評価損等により最終利益となる当期純利益ベースでは減益（当期純

利益 51.4％減）となっております。これに加え、このような厳しい経済環境が続くことに

より、当社のお客様である各企業の経費削減の傾向が更に進むことが想定され、トータル

オフィスサービスの提供を主力事業とする当社にとっては、ライバル企業との更なる競争

激化や市場動向を踏まえたサービスの提供による差別化に対応するための措置を講じる

ことが急務となっております。 

当社は、こうした市場環境の中において更なる企業価値の向上のためには、従来までの

事業拡大の経営戦略を転換し、当社の事業展開や組織体制の見直しのための抜本的な経営

改革を実施していくことが不可欠であり、具体的には、近年の積極的なＭ＆Ａの展開に伴

い増加した各事業について大幅な見直しを行うとともに、当社の現在までの発展の基礎と

なっている主力事業のＯＣＳ事業及びレンタル事業を中心として、当社の原点に立ち返る

必要があると考えております。 

しかしながら、商品開発や海外展開、設備投資などの経営改革を断行していくためには、

多大な投資の実施と相応の期間が必要となり、かつその効果が現れるには一定の時間が必

要であることから、一時的にはコストの増加やキャッシュ・フローの悪化に伴う業績悪化

が見込まれます。かかる業績の悪化は、短期的な業績の拡大を志向する傾向にある資本市

場においては評価されず、当社の株主の皆様に対して、短期的にマイナスの影響を及ぼす

可能性は否定できません。 

これらのことから、当社の株主の皆様に一時的であれ、上記のリスクを負わせることを

回避するために、当社経営陣は、平成 21年 11月頃からユニマットホールディング及び公

開買付者の代表取締役となる髙橋洋二と慎重に検討を重ね、短期的な業績変動に左右され

ることなく、機動的かつ柔軟な経営戦略の実現が可能となるマネジメント・バイアウトの

手法により、当社をユニマットホールディングの完全子会社とすることが、当社の企業価

値の更なる向上につながると判断いたしました。 

以上を踏まえ、当社は、以下の①から③の方法（以下、総称して「本完全子会社化手続」

といいます。）によりユニマットレインボーの株式を 100％保有する株式会社ユニマットホ

ールディング（以下「ユニマットホールディング」といいます。）の完全子会社（ユニマ

ットレインボーが直接保有する当社株式のユニマットホールディングによる間接保有を

も考慮しています。以下同様です。）となることといたしました。 

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いたします。 

かかる種類株式としては、以下の定款変更案に定める内容のＡ種種類株式（以下「Ａ

種種類株式」といいます。）を設けることといたします。 

② 上記①による変更後の当社定款の一部をさらに変更し、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いたします（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、株主様（当社を除きます。以下同じ。）から当社の発行済み



 

の全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得の対価として、各株主様に対し、

全部取得条項付普通株式１株と引換えにＡ種種類株式 1,198,152分の１株を交付いた

します。この際、ユニマットレインボー及びユニマットホールディング以外の各株主

様に対して取得対価として割り当てられるＡ種種類株式の数は、１株未満の端数とな

る予定です。 

 

株主様に対する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（ただし、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、株主様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。）に

相当する株式を、会社法第 234条の定めに従って売却し、この売却により得られた代金を

その端数に応じて株主様に交付いたします。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Ａ種種類株式をユニマットレインボーに売

却すること、または会社法第 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Ａ種種類株式を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

却価格につきましては、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、別途定

める基準日（取得日（下記「Ⅱ. ２ （２）取得日」において定めます。以下同様です。）

の前日を基準日とすることを予定しております。）において各株主様が保有する当社普通

株式数に金 1,350 円（本公開買付けにおける１株当たりの買付価格）を乗じた金額に相当

する金銭を各株主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-１」は、本完全子会社化手続のうち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、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が、かか

る種類株式としては、以下の定款変更案に定める内容のＡ種種類株式を設けることとして

おります。なお、「全部取得条項付普通株式の取得の件」で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Ａ種種類株式としております。 

また、これまで当社は、当社定款第８条におきまして、当社の事務負担の軽減を図るた

め、100 株を単元株式数として規定していたところ、同条は、当社普通株式の単元株式数

を定めるものであり（Ａ種種類株式の単元株式数は１株とし、実質的には単元株式制度を

利用いたしません。）、その趣旨を明確にするために所要の変更をするものであります。 

 

なお、「定款一部変更の件-１」に係る定款の一部変更は、「定款一部変更の件-１」に係

る議案が本臨時株主総会において承認された時点でその効力を生じるものといたします。 

 



 

（２） 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 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、

99,000,000 株とする。 

 

 

 

 

 

(新  設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単元株式数）  

第８条 当会社の単元株式数は、100 株とす

る。 

 

 

(新  設) 

 

(発行可能株式総数)  

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

99,000,000 株とし、このうち普通

株式の発行可能種類株式総数は

98,999,980 株、Ａ種種類株式の発

行可能種類株式総数は 20 株とす

る。 

 

（Ａ種種類株式） 

第６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（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８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。 

 

（種類株主総会） 

第 18条の２ 第 15条、第 16条、及び第 18

条の規定は、種類株主総会にこれ



 

を準用する。 

２. 第 17 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 17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 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-２」） 

 

（１） 変更の理由 

「定款一部変更の件-１」でご説明申し上げておりますとおり、当社は、短期的な業績

変動に左右されることなく、機動的かつ柔軟な経営戦略の実現が可能となるマネジメン

ト・バイアウトの手法により当社がユニマットホールディングの完全子会社となることが

最善の方策であるとの結論に至り、本完全子会社化手続を行うことといたしました。 

「定款一部変更の件-２」は、本完全子会社化手続のうち②を実施するものであり、「定

款一部変更の件-１」による変更後の当社定款の一部をさらに変更し、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６条の３を新設するものであります。

「定款一部変更の件-２」に係る議案が承認され、当該定款変更の効力が生じた場合には、

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、「全部取得条項付普通株式の取得の件」に係る議案が承認され、その効力が生じ

た場合には、当社は取得日において株主様から全部取得条項付普通株式（自己株式を除き

ます。）を取得いたしますが（本完全子会社化手続の③）、当該取得と引換えに当社が株主

様に交付する取得対価は、「定款一部変更の件-１」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株につき株主様に割り当てるＡ種種類株

式の数は、ユニマットレインボー及びユニマットホールディング以外の各株主様に対して

当社が割り当てるＡ種種類株式の数が１株未満の端数となるように、1,198,152 分の１株

としております。 

 

なお、「定款一部変更の件-２」に係る定款変更の効力発生は、①「定款一部変更の件-

１」に係る定款変更の効力が生じること、②「全部取得条項付普通株式の取得の件」に係

る議案のご承認が得られること及び③本種類株主総会及び本臨時株主総会において「定款

一部変更の件-２」に係る議案のご承認が得られることを条件といたします。 

また、「定款一部変更の件-２」に係る定款変更の効力発生日は、平成 22 年８月３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ます。 

（下線は変更部分を示します。） 

「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６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 1,198,152 分の１株の割合

をもって交付する。 

 

Ⅱ．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全部を取得することを必要とする理由 

 

「定款一部変更の件-１」でご説明申し上げておりますとおり、当社は、短期的な業績変動

に左右されることなく、機動的かつ柔軟な経営戦略の実現が可能となるマネジメント・バイア

ウトの手法により当社がユニマットホールディングの完全子会社となることが最善の方策で

あるとの結論に至り、本完全子会社化手続を行うことといたしました。 

全部取得条項付普通株式の取得は、本完全子会社化手続のうち③を実施するものであり、会

社法第 171条第１項並びに「定款一部変更の件-１」及び「定款一部変更の件-２」による変更

後の当社定款に基づき、株主総会の特別決議によって、当社が株主様から発行済みの全部取得

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、各株主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-２」に係る変更後の当社定款の規定に基づき、全部取得条項付普通株

式の取得対価としては、「定款一部変更の件-１」に係る定款変更により設けられるＡ種種類株

式とし、全部取得条項付普通株式１株につき割り当てられるＡ種種類株式の数は 1,198,152分

の１株とさせていただいております。この結果、「全部取得条項付普通株式の取得の件」に係

る議案が承認された場合、ユニマットレインボー及びユニマットホールディング以外の各株主

様に対して当社が割り当てる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Ａ種種類株式の数が１株未満の端数となる株主様に関しましては、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、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件」に係る議案が承認された場合に、株主様

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。なお、この場合で

も、売却代金の交付に際しては、株主様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。）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項の規定に基

づく裁判所の許可を得たうえで、ユニマットレインボーに対して売却すること、または会社法



 

第 234条第２項及び第４項の規定に基づく裁判所の許可を得たうえで、当社が買い取ることを

予定しております。この場合の当社のＡ種種類株式の売却価格につきましては、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、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。）において各株主様が保有する当社普通株式数に金 1,350 円（本公

開買付けにおける当社普通株式１株当たりの買付価格）を乗じた金額に相当する金銭を各株主

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「定款一部変更の件-２」による変

更後の当社定款の規定に基づき、取得日において、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株主様の有

する全部取得条項付普通株式を当社が取得し、これと引換えに、その株主様に対して、そ

の所有していた全部取得条項付普通株式１株につき、Ａ種種類株式を 1,198,152分の１株

の割合をもって交付いたします。 

 

（２） 取得日 

平成 22年８月３日（火曜日） 

 

（３） その他 

「全部取得条項付普通株式の取得の件」に係る全部取得条項付普通株式の取得の効力発

生は、「定款一部変更の件-１」及び「定款一部変更の件-２」に係る定款変更の効力が生

じることを条件といたします。 

なお、その他の必要事項につきましては、当社取締役会にご一任願いたいと存じます。 

 

３ 上場廃止 

 

本臨時株主総会において「定款一部変更の件-１」、「定款一部変更の件-２」、及び「全部取

得条項付普通株式の取得の件」に係る議案が原案どおり承認可決され、本種類株主総会におい

て「定款一部変更の件-２」に係る議案のご承認が得られた場合には、当社普通株式は、株式

会社東京証券取引所市場第一部（以下「東証一部」といいます。）の上場廃止基準に該当する

こととなり、平成 22年６月 29日から平成 22年７月 28日まで整理銘柄に指定された後、平成

22 年７月 29 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東証一部に

おいて取引することはできません。 



 

Ⅲ．本完全子会社化手続の日程の概要（予定） 

 

本完全子会社化手続の日程の概要（予定）は以下のとおりです。 

 

本臨時株主総会及び本種類株主総会の基準日公告 平成 22年４月 30日（金） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会基準日 平成 22年５月 20日（木） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会招集に関する取締役会決議 平成 22年５月 20日（木） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会の開催 

場所：東京都港区元赤坂２丁目２番 23号 

   明治記念館 １階 若竹の間 

時間：午前 10時から 

平成 22年６月 29日（火） 

種類株式発行に係る定款一部変更（「定款一部変更の件-１」）の効

力発生日 
平成 22年６月 29日（火） 

当社普通株式の東証一部における整理銘柄への指定 平成 22年６月 29日（火） 

当社普通株式の東証一部における売買最終日 平成 22年７月 28日（水） 

当社普通株式の東証一部における上場廃止日 平成 22年７月 29日（木） 

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式の交付に係る基

準日 
平成 22年８月２日（月） 

全部取得条項に係る定款一部変更（「定款一部変更の件-２」）の効

力発生日 
平成 22年８月３日（火） 

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の効力発生

日 
平成 22年８月３日（火） 

 

以 上 

 


