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平成 22 年 10 月 15 日 

各  位 

会 社 名 東京都港区芝浦四丁目 16 番 25 号 

 株式会社ＶＳＮ 

代 表 者 名 代表取締役社長 川崎  健一郎

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 ２１３５）

問 合 せ 先 経営企画部長 西 村  正 一

電 話 番 号 ０３-５４１９-８８８０（代表） 

 

 

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、当社定款の一部変更及び当社による全部取得条項付普通株式

の取得について、平成 22年 12 月７日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会に付議

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 当社定款の一部変更（定款一部変更その１・同その２） 

１．定款一部変更その１（種類株式発行に係る定款一部変更の件） 

(1) 変更の理由 

平成 22 年 10 月６日付当社プレスリリース「Ｒホールディングス株式会社による当社普通株式

等の公開買付け（ＭＢＯ）の結果に関するお知らせ」等にてご報告申し上げましたとおり、Ｒホ

ールディングス株式会社（以下「Ｒホールディングス」といいます。）は、平成 22 年８月 16 日

から平成 22 年 10 月５日まで、当社普通株式及び新株予約権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 10 月 13 日の本公開買付けの決済の開始日をもっ

て、当社普通株式 2,810,851 株を保有するに至っております。これにより、SBI Value Up Fund １

号投資事業有限責任組合（以下「ＳＢＩファンド」といいます。）が保有する当社普通株式

1,465,100 株及び Ant Global Partners Japan Strategic Fund I, L.P.（以下「ＡＧＰファンド」

といい、Ｒホールディングス及びＳＢＩファンドと併せて「公開買付者ら」と総称します。）が

保有する当社普通株式 580,400 株と合わせて 4,856,351 株を保有することとなりますので、公開

買付者らの当社普通株式に係る議決権の保有比率は、平成 22 年６月 30 日現在における総株主の

議決権の数 50,082 個に対し 96.97％であります。 

平成 22 年８月 13 日付「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」において公表いたし

ましたとおり、リーマンショックが沈静化した後もギリシャ危機等により引き続き世界的な経済

活動が停滞したことから、国内企業各社は継続的に余剰人員の整理等、大幅なコスト削減を実施

しており、技術者派遣事業を取り囲む環境は引き続き非常に厳しいものとなっております。当社

においても在籍する技術者総数に占める派遣中の技術者数の割合（以下「派遣率」といいます。）

及び契約単価の大幅な下落等により、平成 22 年３月期は売上高 14,777 百万円（連結）、営業損

失 635 百万円（連結）となり、上場以来初の営業赤字を計上するに至っております。なお、当社

が公表した平成 22 年８月６日付プレスリリース「業績予想の修正に関するお知らせ」記載のと

おり、当社は平成 23 年３月期第２四半期累計期間における連結業績予想数値を上方修正してお

りますが、通期の連結業績予想数値については今後の不透明な事業環境を勘案し現時点では据え

置くことにしております。このように、当社の状況は、その上場時点から、取り巻く経済環境、

顧客企業の要請、従業員の価値観等多くの面で劇的に変化しております。 

以上のような状況に鑑みて、公開買付者ら及び Stamford Growth Capital,L.P.（以下、「ＳＧ
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Ｃファンド」といい、公開買付者ら及びＳＧＣファンドを総称して「公開買付者グループ」とい

います。）及び川崎健一郎氏（以下「川崎氏」といいます。）は、今後当社が中長期的に発展する

ためには、上記のような状況の変化に対応していくことが重要となり、提供サービスの思い切っ

た高付加価値化や新規事業への進出が必要であり、これらを通して顧客企業に不可欠な存在とな

ることが必要であると考えております。そして、このような変革を実現するためには従業員教育

の更なる強化を行うと同時に、先行投資及び同業他社のＭ＆Ａ等の積極的な成長投資を行うべき

であると考えております。 

しかし、このような経営改革には、短期的には損益にネガティブな影響を与える派遣率の低下

や初期投資に伴うコスト増加が見込まれる他、各種施策に伴って事業リスクが増大する可能性も

あり、短期的には株主にマイナスの影響を生じさせる可能性があります。 

公開買付者グループ及び川崎氏は、以上述べて参りました観点に鑑みて慎重に検討を重ね、経

営改革に伴うリスクを一般株主の負担に帰せしめることを避けつつ、当社が中長期的な成長を成

し遂げ、顧客企業に不可欠な存在となるためには、マネジメント・バイアウトの手法により当社

の普通株式を非上場化して、当社の代表取締役社長である川崎氏のリーダーシップの下で、当社

の経営陣及び従業員が一丸となって変革に取り組むことが、最も有効な手段であるという結論に

至りました。非上場化により、株主を当社の役職員及び公開買付者グループに限定することが可

能となり、ＳＢＩファンド、ＳＢＩキャピタル株式会社、ＳＢＩホールディングス株式会社、Ａ

ＧＰファンド、ACA JAPAN STRATEGIC INVESTMENTS, LTD.、ＳＧＣファンド、Stamford Growth 

Investments, LTD.及びＡＣＡ株式会社が持つ事業再編ノウハウを更に活用できるほか、思い切

った経営資源の再配置や成長分野への集中投資が可能になると考えております。公開買付者グル

ープは、当社におけるかかる経営改革の実施を最大限サポートし、当社の企業価値・株主価値を

中長期的に最大化するため、マネジメント・バイアウトのための一連の取引の実施を決定してお

ります。 

以上のような考え方に基づき、公開買付者グループ及び川崎氏は、当社との間で、当社の変革

の必要性について平成 22 年７月中旬より検討を開始しました。当社は、慎重に検討を重ねた結

果、上記のような経営改革は当社に必要不可欠であり、その実施のためには当社の経営陣及び従

業員が一丸となる必要があること、また上記のような経営改革を敢行する際には、一時的な業績

変動は回避できず、当社のその他の株主がかかる経営改革に伴うリスクを負うことを避ける手段

として、以下の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。）により、当

社の株主を公開買付者らのみとし、当社株式の非上場化を図ることが最善の方策であると判断い

たしました。 

① 当社定款の一部を変更し、普通株式とは別のＡ種種類株式（その内容につきましては、「(2)

定款変更の内容」をご参照ください。以下「Ａ種種類株式」といいます。）を発行する旨の

定めを新設いたします。 

② 上記①による変更後の当社定款の一部を変更し、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。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による変更後の定款に基づき、株主総会の特別決議に

よって、全部取得条項付普通株式を有する株主（当社を除きます。以下「全部取得条項付普

通株主」といいます。）から全部取得条項付普通株式の全部を取得し、当該取得と引き換え

に、Ａ種種類株式を交付します。この際、公開買付者らを除く一般の全部取得条項付普通株

主（以下「一般株主」といいます。）に交付されるＡ種種類株式の数は、１株未満となる予

定です。 

Ａ種種類株式の割り当ての結果生じる１株未満の端数の合計数（会社法第234条第１項により、
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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種種類株式につきましては、会社法第 234 条第２項に基づく裁判所の許可を得たうえで、

資本政策の観点からしかるべき者に対して売却し、または会社法第 234 条第２項及び第４項の規

定に基づき、当社が買い取り、各株主の保有する端数に応じて当該買取代金を交付する予定です。 

Ａ種種類株式の買取代金については、各株主に対する分配金額が、当該株主が従前保有してい

た全部取得条項付普通株式の数に 850 円（本公開買付けにおける１株当たりの買付価格）を乗じ

た金額となるように設定する予定です。ただし、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。 

定款一部変更その１は、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おります（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ことを目的として、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。また、全部取得条項付普通株式の取得

対価となるＡ種種類株式の定めを新設するほか、所要の変更を行うものであります。 

 

(2) 定款変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

なお、定款一部変更その１に係る定款変更は、定款一部変更その１が本臨時株主総会において

承認可決された時点で、その効力を生じるものといたします。 

（下線は変更箇所を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第２章 株 式 

【発行可能株式総数】 

第６条 

当会社の発行可能株式総数は、21,330,500

株とする。 

 

 

第２章 株 式 

【発行可能株式総数】 

第６条 

当会社の発行可能株式総数は、21,330,500

株とし、このうち普通株式の発行可能種類

株式総数は 21,330,400 株、Ａ種種類株式

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。）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種株主又はＡ種登録
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 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 

当会社の単元株式数は、100 株とする。 

 

【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。 

（新 設） 

 

 

 

【種類株主総会】 

第 19 条の２ 

第 13 条乃至第 16 条及び第 18 条乃至第 19

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．定款一部変更その２（全部取得条項に係る定款一部変更の件） 

(1) 変更の理由 

定款一部変更その２は、定款一部変更その１「(1)変更の理由」においてご説明申しあげまし

たとおり、当社株式の非上場化を行うために、本定款一部変更等のうち②として、定款一部変更

その１による変更後の定款の一部を変更し、当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定めとして、

第６条の３を新設するものであります。定款一部変更その２が原案どおり承認可決され変更の効

力が発生した場合には、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、定款一

部変更その２承認後、株主総会の特別決議によって当社は全部取得条項付株主から全部取得条項

付普通株式を取得しますが（本定款一部変更等の③）、当該取得と引き換えに当社が全部取得条

項付普通株主に交付する対価は、定款一部変更その１における定款変更案により設けられる当社

Ａ種種類株式とし、当社が全部取得条項付普通株式１株につき各株主に交付する当社Ａ種種類株

式の数は、公開買付者らを除く一般株主に対して交付するＡ種種類株式の数が１株未満となるよ

うに 290,200 分の１株としております。 

なお、本議案に係る定款変更の効力発生日は、平成 23 年１月 14 日といたします。 

 

(2) 定款変更の内容 

変更の内容は、次のとおりでありますが、定款一部変更その１の変更案による変更後の定款の

規定を追加変更するものであります。 

なお、定款一部変更その２の件は、臨時株主総会に付議するほか、普通株主による種類株主総

会にも付議し、定款一部変更その２による定款変更は、定款一部変更その１のご承認が得られる

こと及び普通株主による種類株主総会において定款一部変更その２の追加変更案と同内容の議

案が原案どおり承認可決されることを条件として、平成 23 年１月 14 日にその効力を生じるもの

といたします。 
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（下線は変更箇所を示します。） 

定款一部変更その１の件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、当会社は、普通株式

の取得と引き換えに普通株式１株につき

Ａ種種類株式を290,200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 

当社が中長期的な企業価値の向上を図っていくためには、当社株式を非上場化することが最も有

効な手段であると判断しております。定款一部変更その１で説明の本定款一部変更等のうち③とし

て、会社法第 171 条並びに定款一部変更その１及び定款一部変更その２による変更後の定款に基づ

き、株主総会の特別決議によって、当社が全部取得条項付普通株主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、定款一部変更その１における変更後の定款に

より設けられる当社Ａ種種類株式を交付するものであります。 

上記取得が承認された場合、公開買付者らを除く一般株主に対して交付する取得対価としての当

社Ａ種種類株式の数は、１株未満となる予定であり、具体的にはその所有する全部取得条項付普通

株式１株につき、新たに発行する当社Ａ種種類株式を 290,200 分の１株の割合をもって交付する予

定です。このように割当てられる当社Ａ種種類株式の数が１株未満の端数となる全部取得条項付普

通株主に関しましては、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が承認された場合に、全部取得条項付普通株主に交付

することとなる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、資本政策等の観点からしかるべき者に対

して売却すること、または会社法第 234 条第２項及び第４項の規定に基づき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

許可が予定通り得られる場合には、各株主が保有する当社普通株式数に 850 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。但し、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 

(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その１及び定款一部変更その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または記録された全部取得条項付普通株式

の株主に対して、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 290,200

分の１株の割合をもって交付します。 



  ６

 

(2) 取得日 

平成 23 年１月 14 日といたします。 

 

(3) その他 

本件における全部取得条項付普通株式の取得は、定款一部変更その２に定める定款変更の効力

が生じることを条件として、効力が生じるものとします。 

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。 

 

３． 上場廃止の予定について 

定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得の議案が原案どおり承認可決された場合に

は、当社普通株式は、株式会社大阪証券取引所（以下「大阪証券取引所」といいます。）の定める

ＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規程の上場廃止基準に該当することとなりますので、当社普通

株式は、平成 22 年 12 月７日から平成 23 年１月７日までの間、整理銘柄に指定された後、平成 23

年１月８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ＪＡＳＤＡＱ市場において取引することはできま

せん。 

 

 

Ⅲ 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日程の概略（予定） 

  本定款一部変更等に関する日程の概略（予定）は以下のとおりです。 

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会基準日設定公告 平成 22 年 10 月 ７日（木）

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集に関する取締役

会決議 
平成 22 年 10 月 15 日（金）

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会基準日 平成 22 年 10 月 22 日（金）

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会開催 平成 22 年 12 月 ７日（火）

種類株式発行にかかる定款一部変更（上記定款一部変更その１）の

効力発生日 
平成 22 年 12 月 ７日（火）

整理銘柄への指定 平成 22 年 12 月 ７日（火）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種類株式交付の基準日設定に

関する通知公告 
平成 22 年 12 月 28 日（火）

当社普通株式の売買最終日 平成 23 年 １月 ７日（金）

当社普通株式の上場廃止日 平成 23 年 １月 ８日（土）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の基準日 平成 23 年 １月 13 日（木）

全部取得条項に係る定款一部変更（上記定款一部変更その２）の 

効力発生日 
平成 23 年 １月 14 日（金）

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 23 年 １月 14 日（金）

 

以  上 

 

 


