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平成 23 年 1月 26 日 

 

各      位 

 

セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社 

最 高 経 営 責 任 者  髙 梨  勝 也 

（コード番号 2392 東証一部） 

問 合 せ 先  管 理 本 部 長  渡 辺  靖 

（TEL．03-5776-1300） 

 

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、当社の定款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

き、平成 23 年 2 月 15 日開催予定の臨時株主総会及び普通株主様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 

1) 種類株式発行に係る定款一部変更の件 

 1.変更理由 

平成 22 年 11 月４日付のプレスリリース「パシフィック･アライアンス･グループ・リミテッドとの経営統合に伴

うＭＢＯの形式による公開買付けの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」にて、当社とパシフィック･アライア

ンス･グループ・リミテッドを中心とするグループとの経営統合につきお知らせしております。 

今般、平成 22 年 12 月 13 日付のプレスリリース「パシフィック･アライアンス･グループ・ホールディングス・

リミテッド及びイーエル・ビッドコ・リミテッドによる当社普通株式及び新株予約権に対する公開買付け等に伴う

親会社である主要株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、パシフィック･アライアンス･

グループ・ホールディングス・リミテッド及びイーエル・ビッドコ・リミテッドは、平成 22 年 11 月 5 日から平成

22 年 12 月 10 日まで当社普通株式ならびに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12月16日をもって、当社普通株式ならびに新株予約権を株式に換算した数の合計で241,011

株（総株主の議決権の数に対する割合 93.22％）を保有するに至りました。 

当社といたしましては、上記平成 22 年 11 月 4 日付のプレスリリースにてお知らせしたとおり、いわゆるリーマ

ンショック後におけるグローバルな不動産投資市場の変化の中で当社の中長期的かつ安定的な企業価値の向上の

ためには、アジア市場に対する本格的な取り組み、ファンド募集能力の強化、企業投資能力及び不動産投資能力の

相互活用による新たな投資戦略の追求、商品の品揃えの充実による投資家層の拡大等が必須と考え、その方法につ

き検討を進めてきた結果、パシフィック･アライアンス･グループ・リミテッドを中心とするグループとの経営統合

を行うことが最も効果的であると判断し、かかる経営統合を目的とする本公開買付けに賛同する旨の意見を表明し

ており、また、かかる経営統合の手段としては、一般株式の過半数に相当する株式数として設定された基準株式数

以上の応募がなされることを条件として、当社普通株式を非上場化した上で、両社の事業を集約させることが最も

効果的であると判断しておりました。 
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本公開買付けに対して基準株式数以上の応募がなされたことから、同プレスリリースにてお知らせしております

とおり、今般、以下の①から③の方法（以下「本手続き」といいます。）により、ＰＡＧグループ（注）以外の当

社の全株式を取得するための手続きを実施することといたします。 

（注）以下、「ＰＡＧグループ」とは、パシフィック･アライアンス･グループ・ホールディングス・リミテッド、パシフィック･アライ

アンス･アジア・オポチュニティ･ファンド、イーエル エルエルシー（ＥＬ ＬＬＣ）の 3社を指します。 

① 当社において普通株式とは別の種類の株式（Ａ種種類株式）を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当

社を会社法の規定する種類株式発行会社といたします。 

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、当社の発行するすべての普通株式に、全部取得条項を

付す旨の定款変更を行います。 

③ 会社法第 171 条第 1項ならびに上記①及び②による変更後の当社定款に基づき、当社の当該全部取得条項が付

された普通株式の全部取得と引換えに別の種類の当社株式（Ａ種種類株式）を交付いたします。この結果、Ｐ

ＡＧグループ以外の各全部取得条項付普通株主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。 

本手続きが実行された場合には、当社の発行するすべての普通株式は全部取得条項が付された上で、すべて当社

に取得されることとなり、当社の株主には当該取得の対価としてＡ種種類株式が交付されることとなります。この

割当の結果生じる１株未満の端数につきましては、その合計数（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。）に相当する株式を、会社法第 234 条の定めに従

って売却すること等によって得られた代金を、その端数に応じて各株主様に交付いたします。 

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、

全部取得条項付普通株式の各株主様が保有する全部取得条項付普通株式数に 86,000 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。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。 

本議案は、上記の本手続きのうち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 108 条第１項第７号、第 111 条第 2 項、第 171 条第１項）、上記①は、上記②を行う前提として、当社普通株

式に全部取得条項を付す旨の定款変更案第６条の２に定める内容のＡ種種類株式を発行する旨の定めを新設する

ほか、所要の変更を行うものであります。 

2.変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。なお、本議案に係る定款の一部変更は、本議案が臨時株主総会において承

認された時点で効力を生じるものといたします。 

（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、486,000 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、486,000 株とし、このう

ち普通株式の発行可能種類株式総数は 485,920 株、第６

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 80 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。）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種登録株式質権者は、Ａ種種類株式１株当たり、普通

株式11,940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。 
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（新設） （種類株主総会） 
第 16 条の２ 第 11 条（招集地）、第 13 条(招集権者および議長)、

第 14 条（株主総会参考書類等のインターネット開示によ

るみなし提供）、および第 16 条（議決権の代理行使）の

規定は、種類株主総会にこれを準用する。 
２.第 15 条（決議の方法）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 15 条（決議の方法）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 

1.変更理由 

本議案は、第１号議案でご説明した本手続きのうち、②を実施するものであり、第１号議案による変更後の当

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、及び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、Ａ

種種類株式を 11,940 分の 1株の割合をもって交付する旨の定めとして、追加変更案第６条の３を新設するもので

あります。本議案が承認され、本議案に係る定款変更の効力が生じた場合には、当社普通株式はすべて全部取得

条項付普通株式となります。 

また、第３号議案が承認され、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

普通株式を取得いたしますが（本手続きの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、第１

号議案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ＰＡＧグループ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、11,940 分の１株としております。  

2.変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。なお、本議案に係る定款変更は、第１号議案及び第３号議案がいずれも

原案どおり承認可決されること、ならびに普通株主様による種類株主総会において本議案と同内容の定款変更案

に係る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３月 22 日にその効力が生じるものといた

します。 

（下線は変更部分を示します。）  

 第１号議案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

と引換えに、普通株式１株につきＡ種種類株式を 11,940 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 

本議案は、第１号議案でご説明した本手続きのうち③を実施するものであり、会社法第 171 条第１項ならびに

第１号議案及び第２号議案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、当社が全部取得条

項付普通株式の全部を取得し、当該取得と引換えに、第１号議案に係る定款変更により設けられるＡ種種類株式

を交付するものです。 

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こととなるＡ種種類株式の数はＰＡＧグループ

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、11,940 分の１株と

しております。 



 4

本議案が承認された場合、かかる株主様に対する交付の結果生じるＡ種種類株式の１株未満の端数につきまし

ては、その合計数（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種種類株式を、会社法第 234 条の規定に基づく裁判所の許可を得た上

で売却等を行う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、各株主様が保有する全部取得条項付普通株式の数に86,000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。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。 

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き換えに交付する取得対価及びその割当に関する事項 

会社法第 171 条ならびに第１号議案及び第２号議案による変更後の当社定款に基づき、取得日（下記（２）に

おいて定めます。）において、取得日前日の最終の当社株主名簿に記録された全部取得条項付普通株式の株主様

に対して、その保有する全部取得条項付普通株式１株の取得と引換えに、Ａ種種類株式を 11,940 分の１株の割

合をもって交付するものとします。  

（２）取得日 

平成 23 年３月 22 日（火曜日） 

（３）その他 

本議案に係る全部取得条項付普通株式の取得は、第１号議案及び第２号議案がいずれも原案どおり承認可決さ

れること、普通株主様による種類株主総会において、第２号議案と同内容の定款変更議案が原案どおり承認可決

されること、ならびに第２号議案に係る定款変更の効力が生じることを条件として、その効力が生じるものとい

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

 

 Ⅲ上場廃止の予定について 

臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、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、東京証券取引所の定める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 23 年 2 月 15 日から平成 23 年 3 月 15 日の間、整理銘柄に指

定された後、平成 23 年 3 月 16 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東京証券

取引所において取引することはできません。 

 

Ⅳ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。 

臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会総会開催日 平成23年 2月 15日 火曜日 

種類株式発行に係る定款一部変更の効力発生日 平成23年 2月 15日 火曜日 

当社普通株式の整理銘柄への指定 平成23年 2月 15日 火曜日 

当社普通株式の売買最終日 平成23年 3月 15日 火曜日 

当社普通株式の上場廃止日 平成23年 3月 16日 水曜日 

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 3月 22日 火曜日 
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Ⅴ．支配株主との取引等に関する事項 

上記Ⅱに記載の全部取得条項付普通株式の取得（以下「本件取得」といいます。）は、支配株主との取引等に該

当します。 当社は、コーポレートガバナンス報告書において「支配株主との取引等を行う際における少数株主の

保護の方策に関する指針」は定めておりませんが、支配株主との取引等を行う際には、必要に応じて弁護士や第

三者機関の助言を取得するなど、その取引内容及び条件の公正性を担保するための措置を講ずるとともに、取締

役会において慎重に審議の上決定することとし、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応することと

いたしておりますが、本件取得を行うに際しても、事前に当社の支配株主との間に利害関係のない長島大野常松

法律事務所と野村證券株式会社より助言を受けております。 従いまして、当社といたしましては、本件取得後、

会社法第 234 条その他の関係法令の定めに従って、本件取得により交付されるＡ種種類株式が１株未満の端数と

なる各株主の皆様に対して、当該端数に対応する普通株式につき１株あたり本買付価格と同額である 86,000 円が

交付されるような価格による売却を許可するよう裁判所に対する申立てを当社が行い、当該申立ての内容のとお

り裁判所の許可が得られること等を前提と(ⅰ)本件取引の目的は、当社の企業価値の向上に資するものであって、

当社の少数株主にとって不利益なものではないと評価できると考えられること、(ⅱ)本件取引に関する当社の検

討及び意思決定過程は、いずれも当社の少数株主の利益に配慮したものと評価できると考えられること、(ⅲ)本

公開買付けの諸条件のうち、買付価格以外の条件については、いずれも当社の少数株主の利益に配慮したものと

評価できると考えられ、買付価格についても、当社の少数株主にとって不利益なものではないと評価できると考

えられること、及び(ⅳ)本件取得の条件は、当社の少数株主にとって不利益なものではないと評価できると考え

られ、本件取得の手続も、当社の少数株主の利益に配慮した手続であると評価できると考えられることに加え、

本件取引に関し、他に当社の少数株主を害する要素は見当たらないことからすれば、本件取得に係る議案を当社

の株主総会に付議することを当社の取締役会において決議することは、当社の少数株主にとって不利益なもので

ないと考えております。 尚、当社は本件取得の内容と手続きが少数株主に不利益なものではないことに関する

意見を支配株主と利害関係のない者から入手し速やかに開示いたします。 

 


