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平成 23 年４月 14 日 

各 位 

会 社 名 株式会社イマージュホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 明賀 正一 

(コード番号：９９４７ 東証・大証 第 1部) 

問合せ先 総務グループ長 國重 和弘 
（TEL：087－874－7070） 

 

 

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、Ａ種種類株式発行に係る定款一部変更、全部取得条項に係る定款

一部変更、全部取得条項付普通株式の取得及びＢ種種類株式発行に係る定款一部変更について、平成 23 年

５月 27 日開催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」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及びＢ種種類株式発行に係る定款一部変更について、本定時株主総会

の開催予定日と同日に開催予定の当社普通株式を所有する株主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 当社の非公開化のための定款一部変更 

１．Ａ種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Ａ） 

（１）変更の理由 

 平成 23 年２月 23 日付当社プレスリリース「ＴＫＭホールディングス株式会社による当社普通株式等に

対する公開買付けの結果に関するお知らせ」及び「親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動

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、ＴＫＭホールディングス株式会社(以下「Ｔ

ＫＭホールディングス」といいます。）は、平成 23年１月 11 日から平成 23 年２月 22 日まで当社の普通

株式及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 23 年２月

25 日（決済開始日）をもって、当社普通株式 12,428,767 株（発行済株式総数に対する割合：85.59％）を

所有するに至っております。 

 ＴＫＭホールディングスは、平成 23年１月７日付ＴＫＭホールディングスのプレスリリース「株式会社

イマージュホールディングス株式等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」において公表されてお

りますとおり、当社を非上場化させるための一連の取引の一環として、本公開買付けを実施いたしました。 

 当社としても、平成 23 年１月７日付当社プレスリリース「ＭＢＯの実施及び応募推奨に関するお知らせ」

等にてお知らせいたしましたとおり、構造的課題に起因して当社の収益力が低下しており、事業構造及び

財務構造の抜本的な改革が必要であること、上場維持のために必要なコストの負担が上場会社であること

により得られるメリットに比して過大であること、実質的な大株主である南保正義氏から同氏及び同氏の

親族である南保光宏氏、南保幸子氏及び村田有里氏並びに南保正義氏が代表取締役を務める株式会社ジャ

スティスの所有する当社株式を早期に売却する意向が表明されており、株主構成の再検討が当社の喫緊の

課題となっていること等を総合的に考慮すると、可及的速やかにマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の

手法により当社の非公開化を行うことが、当社の企業価値を維持し、これを最大化するために必要不可欠

であるとの結論に至りました。 

 以上を踏まえ、当社は、以下の①乃至③の方法により当社を非公開化するための手続（以下総称して「本

非公開化手続」といいます。）を実施することといたしました。 

 

① 当社定款の一部を変更し、普通株式とは別の種類である、下記（２）に記載の定款変更案第６条

の２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。）を発行できる旨の定款

変更を行うことにより、当社を種類株式発行会社（会社法第２条第 13 号に定義するものをいい
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ます。以下同じです。）とします。 

② 上記①による変更後の当社定款の一部を追加変更し、当社の発行する全ての普通株式に、全部取

得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。）

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、全部取得条項付普通株式を所有する株主の皆様（当社を除きます。以下同じです。）

から全部取得条項付普通株式全てを取得し、当社は全部取得条項付普通株式を所有する各株主の

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

1,400,000 分の１株を交付いたします。この際、ＴＫＭホールディングス以外の全部取得条項付

普通株式を所有する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。 

 

 全部取得条項付普通株式を所有する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全部取得条項付普通

株式を所有する株主の皆様に交付いたします。但し、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ＴＫＭホールディングス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、全部取得条項付普通株式を所有する株主の皆様が所有する全部取得条項付普通株式の数に 314 円

（ＴＫＭホールディングスが本公開買付けを行った際における普通株式１株当たりの買付け等の価格）を

乗じた金額に相当する金銭を全部取得条項付普通株式を所有する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。 

 

 定款一部変更の件Ａは、本非公開化手続のうち上記①を実施するものです。 

 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のほか、所要の変更を行うも

のであります。なお、下記定款一部変更の件Ｂ及び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。 

 また、これまで当社は、現行定款第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、当社普通株式についての単元株式数を定めるものであり、

定款一部変更の件Ａで設けられるＡ種種類株式については１株を単元株式数とすることから、その趣旨を

明確にするために所要の変更を行うものです。 

 

（２）変更の内容 

  変更の内容は、以下のとおりであります。 

  なお、定款一部変更の件Ａに係る定款変更は、本定時株主総会において定款一部変更の件Ａに係る議案

が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。 

 

（下線を付した部分は変更箇所） 
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 、

（発行可能株式総数） 

第 ６ 条  当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、
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現行定款 変更案 
30,400,000 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） 

 

 

 

 

 

 

 

30,400,000 株とし、このうち普通株式の発

行可能種類株式総数は 30,359,980 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 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。 

 

（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 17 条の２ 第 14 条、第 16 条及び第 17 条の規

定は、種類株主総会にこれを準用する。 

     第 15 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。 

     第 15 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 B） 

（１）変更の理由 

 定款一部変更の件Ａに記載のとおり、当社は、可及的速やかにマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の

手法により当社の非公開化を行うことが、当社の企業価値を維持し、これを最大化するために必要不可欠

であるとの結論に至り、本非公開化手続を実施することといたしました。 

 定款一部変更の件Ｂは、本非公開化手続における上記②として、定款一部変更の件Ａによる変更後の当

社定款の一部を追加変更し、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付す旨の定め及び当社が株
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主総会の決議により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 1,400,000 分の１株の割合をもって交付する旨の定めを設けるものです。

定款一部変更の件Ｂに係る定款変更の効力が発生した場合には、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、本非公開化手続における上記②の後、株主総会の決議によって当社は全部取得条項付普通株式を

所有する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（本非公開化手続における上記③）、当

該取得と引換えにＴＫＭホールディングス以外の全部取得条項付普通株式を所有する各株主の皆様に割

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。 

 

（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Ａに係る変更後の定款の一部をさらに追加変更す

るものであります。 

 なお、定款一部変更の件Ｂに係る定款変更は、本定時株主総会において定款一部変更の件Ａ、定款一部

変更の件Ｂ及び全部取得条項付普通株式の取得の決定の件に係る議案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Ｂ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、その効力が生ずるものといたします。 

 また、定款一部変更の件Ｂに係る定款変更は、定款一部変更の件Ｂによる変更後の当社定款附則第１条

に基づき、平成 23 年７月１日をもってその効力を生ずるものといたします。 

 
 

（下線を付した部分は変更箇所） 
定款一部変更の件Ａによる変更後の定款 追加変更案 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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1,400,000分の１株の割合をもっ

て交付する。 

 

附 則 

 

第１条 本定款第６条の３は、平成 23 年７月１

日をもって効力を生じるものとし、同日付

をもって本条を削除するものとする。 

 
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を取得することを必要とする理由 

 定款一部変更の件Ａに記載のとおり、当社は、可及的速やかにマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の

手法により当社の非公開化を行うことが、当社の企業価値を維持し、これを最大化するために必要不可欠

であるとの結論に至り、本非公開化手続を実施することといたしました。 

 全部取得条項付普通株式の取得の決定の件は、本非公開化手続における上記③として、会社法第 171 条

並びに定款一部変更の件Ａ及び定款一部変更の件Ｂによる変更後の定款に基づき、株主総会の決議によっ

て、当社が全部取得条項付普通株式を所有する株主の皆様から全部取得条項付普通株式の全部を取得し、

当該取得と引換えに、以下に定めるとおり、全部取得条項付普通株式を所有する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Ａにおける変更後の定款により設けられるＡ種種類株式と

し、定款一部変更の件Ｂによる変更後の当社定款規定第６条の３に定めるとおり、全部取得条項付普通株
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式１株につき交付されるＡ種種類株式の数は 1,400,000 分の１株といたします。この結果、ＴＫＭホール

ディングス以外の全部取得条項付普通株式を所有する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株未満の端数となる予定であります。 

 かかる全部取得条項付普通株式の取得と引換えに全部取得条項付普通株式を所有する株主の皆様に交付

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、

全部取得条項付普通株式を所有する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は、会社法第 234 条第２項に基づき裁判所の許可を

得てＴＫＭホールディングス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、全部取得条項付普通株式を所有する株主の皆様が所有

する全部取得条項付普通株式の数に 314 円（ＴＫＭホールディングスが本公開買付けを行った際における

普通株式１株当たりの買付け等の価格）を乗じた金額に相当する金銭を全部取得条項付普通株式を所有す

る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Ａ及び定款一部変更の件Ｂ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、

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

に記載または記録された全部取得条項付普通株式を所有する株主の皆様に対して、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 1,400,000 分の１株の割合をもって交付します。 

 

（２）取得日 

 平成 23 年７月１日といたします。 

 

（３）その他 

 全部取得条項付普通株式の取得の決定の件に係る全部取得条項付普通株式の取得は、定款一部変更の

件Ａ及び定款一部変更の件Ｂに係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 

 本定時株主総会において、定款一部変更の件Ａ、定款一部変更の件Ｂ及び全部取得条項付普通株式の取

得の決定の件に係る議案が原案どおり承認可決され、また、本種類株主総会において定款一部変更の件Ｂ

と同内容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、株式会社東京証券取引所及び株

式会社大阪証券取引所の上場廃止基準に該当することとなり、平成 23 年５月 27 日から平成 23 年６月 27

日まで整理銘柄に指定された後、同月 28 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市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部において取引することはできません。 

 

Ⅲ Ｂ種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Ｃ） 

１．変更の理由 

 平成 23 年１月７日付当社プレスリリース「ＭＢＯの実施及び応募推奨に関するお知らせ」等にてお知ら

せいたしましたとおり、本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法により行

われるものであり、当社代表取締役社長である明賀正一氏は、中長期的かつ持続的な成長のための施策を

実行するため、本公開買付け成立後も当社の経営に参加する予定であり、その一環として、同氏に対し、

普通株式への転換請求権等を付したＢ種種類株式を発行するため、当該Ｂ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。 
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 なお、明賀正一氏による出資のための準備が整ったことから、当社は、本日開催の取締役会において、

本定時株主総会及び本種類株主総会において関連する議案が全て原案どおり承認可決されることを条件

として、明賀正一氏を割当先とする第三者割当により発行される当社Ｂ種種類株式 31,000 株の募集を行

うことを決議しております（Ｂ種種類株式の募集の詳細については、本日別途開示しております「第三者

割当により発行されるＢ種種類株式の募集に関するお知らせ」をご参照下さい）。 

 
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Ａ及び定款一部変更の件Ｂに係る変更後の定款の

一部をさらに追加変更するものであります。 

 なお、定款一部変更の件Ｃに係る定款変更は、本定時株主総会において定款一部変更の件Ａ、定款一部

変更の件Ｂ、全部取得条項付普通株式の取得の決定の件及び定款一部変更の件Ｃに係る議案が原案どおり

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Ｂと同内容の議案及び定款一部変

更の件Ｃ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、その効力が生ずるものといたし

ます。 

 
 

（下線を付した部分は変更箇所） 
定款一部変更の件Ａ及び定款一部変更の件Ｂ 

による変更後の定款 
追加変更案 

（発行可能株式総数） 

第６条  当会社の発行可能株式総数は、

30,400,000 株とし、このうち普通株式の

発行可能種類株式総数は 30,359,980 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 20 株とする。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（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、

30,400,000 株とし、このうち普通株式の

発行可能種類株式総数は 30,359,980 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 20 株、第６条の４乃至第６条の

11 に定める内容の株式（以下「Ｂ種種類

株式」という。）の発行可能種類株式総数

は 40,000 株とする。 

 

（Ｂ種種類株式の譲渡制限） 

第６条の４ Ｂ種種類株式を譲渡により取得す

るには、当会社の取締役会の承認を受けなければ

ならない。 

 

（Ｂ種種類株式の議決権） 

第６条の５ Ｂ種種類株式を有する株主（以下

「Ｂ種種類株主」という。）は、法令に別段の定

めがある場合を除き株主総会において議決権を

有しない。 

 

（Ｂ種種類株式の取得請求権） 

第６条の６ Ｂ種種類株主は、当会社に対し、下

記の条件により、その有するＢ種種類株式の当会

社の普通株式への転換（取得と引換えに当会社の

普通株式を交付することをいう。以下、本条にお

いて同じ。）を請求することができる。 

記 

①転換請求期間 平成 ６月１日から平成 3323 年
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定款一部変更の件Ａ及び定款一部変更の件Ｂ 

による変更後の定款 
追加変更案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年５月 31 日まで 

当初転換価額 １株② につき 314 円とする。 

③転換価額の調整 

(a)Ｂ種種類株式発行後、以下のいずれかに掲げ

る事由が発生した場合には、転換価額は、それぞ

れ以下のとおり調整される。調整後転換価額は、

円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位

を四捨五入する。 

)株式の分割又は無償割当(i てにより当会社の普

通株式を発行する場合、以下の算式により転換価

額を調整する。但し、以下の算式においては、当

会社の保有する当会社の普通株式（以下「自己株

式」という。）の数及び株式の分割又は無償割当

てにより自己株式に割り当てられる株式の数を

含まないものとする。 

株式分割又は

株式無償割当前

発行済株式数調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
× 

株式分割又は

株式無償割当後

発行済株式数

 

調整後転換価額は、株式の分割又は無償割当て 

のための基準日の翌日以降これを適用する。 

）当会社の普通株式の株式併合を行うときは、(ⅱ

株式併合の効力発生の時をもって以下の算式

により、転換価額を調整する。但し、以下の算

式においては、自己株式の数は含まないものと

する。 

併合前 

発行済株式数調整後転

換価額 
＝

調整前 

転換価額
× 

併合後 

発行済株式数

(b)転換価額の調整に際し計算を行った結果、調

整後転換価額と調整前転換価額との差額が 1円

未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれ

を行わない。但し、その後転換価額の調整を必

要とする事由が発生し、転換価額を算出する場

合には、調整前転換価額はこの差額を差し引い

た額とする。 

)転換価額の調(c 整が行われる場合には、当会社

は、関連事項決定後、Ｂ種種類株主又はＢ種種

類株式の登録株式質権者に対して、その旨並び

にその事由、調整後転換価額、適用の日及びそ

の他の必要事項を書面にて通知しなくてはな

らない。 

転換により④ 発行すべき普通株式数 
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定款一部変更の件Ａ及び定款一部変更の件Ｂ 

による変更後の定款 
追加変更案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂ種種類株式の転換により発行すべき当会社

の普通株式数は、次のとおりとする。但し、転

換の結果発行すべき普通株式の数の算出に当

たって１株未満の端数が生じた場合には、これ

を切り捨てるものとし、この場合においては、

会社法第 167条第３項に定める金銭の交付はし

ない。 

転換請求対象のＢ種種類

株式の発行価額総額 

Ｂ 株式種種類

に対して発行

する普通株式

数 

＝

転換価額 

⑤転換の効力発生 

換請求書が当会社又は当会社 転換の効力は、転

の指定する者に到着した日に発生する。 

 

Ｂ種種類株式の随時取得条項）（  

第６条の７ 当会社は、下記の条件により、Ｂ種

種類株式の全部又は一部を、払込期日の翌

日以降いつでも、当会社の取締役会決議に

基づき、Ｂ種種類株主の意思にかかわら

ず、当会社の普通株式を対価として取得

（以下、本項において「強制転換」という。）

することができるものとする。なお、Ｂ種

種類株式の一部を取得するときは、按分比

例の方法による。 

記 

①強制転換価額は、転換 とする。価額と同一  

②強制転換により発行すべき普通株式数 

 Ｂ種種類株式の強制転換により発行すべき当

会社の普通株式数は、次のとおりとする。但し、

強制転換の結果発行すべき普通株式の数の算

出に当たって１株未満の端数が生じた場合に

は、会社法第 234 条に従う。 

強制転換請求対象のＢ種

種類株式の発行価額総額

Ｂ種種類株式

に対して発行

する普通株式

数 

＝

強制転換価額 

 

Ｂ種種類株式の株主との合意による種類株式

 

（

の取得） 

６条の８第  Ｂ種種類株式の取得について、会社

法第 160 条第１項による決定をするとき

は、同条第２項及び第３項の規定を適用し

ない。 
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定款一部変更の件Ａ及び定款一部変更の件Ｂ 

による変更後の定款 
追加変更案 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（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。 

（種類株主総会の免除） 

第６条の９ 当会社が新たにＢ種種類株式を引

き受ける者を募集する場合又はＢ種種類

株式を目的とする募集新株予約権を引き

受ける者を募集する場合にあっても、Ｂ種

種類株主を構成員とする種類株主総会の

決議を要しないものとする。 

当会社が会社法第 322 条第１項   各号（第１

号を除く）に定める行為を行う場合、同項

に定めるＢ種種類株主を構成員とする種

類株主総会の決議を要しないものとする。

 

Ｂ種種類株式の株式の分割又は併合、募集株式（

の割当てを受ける権利等） 

６条の 10第  当会社は、法令に定める場合を除

き、Ｂ種種類株式についての株式の分割又

は併合を行わない。当会社は、Ｂ種種類株

主に対しては、募集株式又は募集新株予約

権の割当てを受ける権利を与えず、また株

式無償割当て又は新株予約権無償割当て

は行わない。 

 

優先順位）（  

第６条の 11 Ｂ種種類株式にかかる残余財産の

分配の順位は普通株式と同順位とする。 

 

単元株式数） 

普通株式及びＢ種種類株式

（

第８条 当会社の 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。 

 
 定款一部変更等の日程の概要（予定） 

概要（予定）は以下のとおりです。 

主総会基準日設定公告 平成 23 年２月 24 日（木）

Ⅳ

  上記Ⅰ乃至Ⅲの定款一部変更等の日程の

 

本種類株

本定時株主総会基準日 平成 23 年２月 28 日（月）

本種類株主総会基準日 平成 23 年３月 11 日（金）

本定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 23 年４月 14 日（木）

本定時株主総会及び本種類株主総会開催日 平成 23 年５月 27 日（金）

定款一部変更の件Ａ及び定款一部変更の件Ｃの効力発生日 平成 23 年５月 27 日（金）

整理銘柄への指定 平成 23 年５月 27 日（金）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の基準日設定公告 平成 23 年５月 28 日（土）

当社普通株式の売買最終日 平成 23 年６月 27 日（月）

当社普通株式の上場廃止日 平成 23 年６月 28 日（火）
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得及びＡ種種類株式交付の基準日 全部取得条項付普通株式の取 平成 23 年６月 30 日（木）

定款一部変更の件Ｂの効力発生日 平成 23 年７月１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７月１日（金）

 

Ⅴ 支配株主との取引等に関する事項 

上記Ⅱに記 式の取得（以下「本件取得」といいます。）は、支配株主との取

係のない伊藤 見富法律事務所より助言を受

なる一連の取引（以下「本件取引」といいます。）

の各措置

平成 23 年１月７日付当社プレスリリース「ＭＢＯの実施及び応募推奨に関するお知らせ」にてお

社代表取締役社長である明賀正一氏は、本件取得に関し当社と構造的な利益相反状態にある

以  上 

 載の全部取得条項付普通株

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。 

 本件取得を行うに際しても、当社の支配株主との間に利害関

けた上で、以下の対応を行っております。 

 すなわち、当社は、本公開買付け及び本件取得から

の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置として、平成 23 年１月７日付当社プ

レスリリース「ＭＢＯの実施及び応募推奨に関するお知らせ」の２．（３）記載 を講じておりま

す。 

 また、

知らせしておりますとおり、当社は、本件取引に関する当社の取締役会の意思決定手続における恣意性を

排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として、ＴＫＭホールディ

ングス及び当社から独立した社外有識者２名及び社外監査役１名から構成される第三者委員会を設置し

ており、当該第三者委員会より、平成 23 年１月６日付けで、本公開買付け後に予定される本件取得にお

いて、少数株主の利益への十分な配慮がなされている旨の答申の提出を受けております。そして、当社は、

当該第三者委員会の構成員であり、当社の支配株主との間に利害関係のない当社の社外監査役である山奥

正雄氏から、本日開催の取締役会において、①本件取引が当社の企業価値の向上に資するものであり、②

本件取得の条件（取得の対価を含みます。）が妥当であり、③本件取引全般において手続の適正性及び公

正性が保たれていることから、本件取得は少数株主にとって不利益なものではない旨の意見を入手してお

ります。 

 加えて、当

ことに鑑み、特別利害関係人として、本日開催の当社取締役会における本件取得に関する議案の審議及び

決議に参加しておりません。当該取締役会における当該議案については、明賀正一氏を除いた当社の取締

役全員が審議及び決議に参加し、参加した取締役の全員一致で、本件取得に係る議案を本定時株主総会に

付議する旨を決議しております。また、同議案の審議については、当社の監査役全員が参加し、いずれも

当社の取締役会が上記決議を行うことにつき異議がない旨の意見を述べております。 

 


