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定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等に関するお知らせ 

  

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、全部取得条項に係

る定款一部変更、全部取得条項付普通株式の取得、取締役１名選任について、平成 23 年５月 13

日開催予定の当社臨時株主総会（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、本臨時株主総会の開催予定日と同日に開催予

定の普通株式を有する株主の皆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。）に付議すること等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。 

 

Ⅰ．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（「定款一部変更の件Ａ」） 

（１）変更の理由 

 平成 23 年 2 月 21 日付プレスリリース「株式会社ヘキサゴンホールディングス、江藤鉄男氏及

びエフシーインシュランス株式会社による「公開買付報告書」について」等にてご報告申しあげ

ておりますとおり、株式会社ヘキサゴンホールディングス（以下「ヘキサゴン」といいます。）、

江藤鉄男氏及びエフシーインシュランス株式会社（以下「エフシーインシュランス」といい、ヘ

キサゴン及び江藤鉄男氏と総称して「公開買付者」といいます。）は、平成 22 年 11 月 19 日から

平成 23 年２月 18 日まで、当社の普通株式及び新株予約権を対象とした公開買付け（以下「本公

開買付け」といいます。）を行い、その結果、公開買付者は、平成 23 年２月 25 日の決済開始日を

もって、当社普通株式 121,914,850 株（本日現在の当社発行済株式総数 239,935,000 株に対する

割合：50.81％。なお、その内訳は、ヘキサゴン 52,844,850 株、江藤鉄男氏 62,200,000 株、エフ

シーインシュランス 6,870,000 株）を所有するに至りました。（なお、平成 23 年２月 25 日付ヘキ

サゴン提出に係る大量保有報告書によれば、江藤鉄男氏及びエフシーインシュランスは、ヘキサ

ゴンとの間で、当社の株主総会において、全ての議案につき、ヘキサゴンの意向に従い、議決権

を行使する旨につき、平成 22 年 11 月 18 日付で書面により合意しているとのことです。） 

 当社は、本公開買付け後にヘキサゴンと具体的な経営方針について協議したところ、ヘキサゴ

ンから当社に対し、当社へ取締役の派遣を行い、当社の経営を主体的に推進する意向がある旨が

示されるとともに、当社グループの企業価値向上に向けた迅速な意思決定プロセスを構築するた

めに、当社の株主をヘキサゴンと江藤鉄男氏のみとする一連の取引（以下「本件スクイーズアウ

ト」といいます。）を実施することが望ましいとの認識が示されました。 
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 当社は、かかるヘキサゴンの意向及び認識を踏まえ、当社を取り巻く経営環境を考慮の上、慎

重に検討を行いました。 

 当社は、平成 19 年３月 22 日付にてグローバル・ファンデックス株式会社の株式を取得し、同

社を子会社化したことにより、平成 23 年２月 28 日までの期間、「実質的存続性の喪失（不適当な

合併等）」の猶予期間に入っておりました。 

当社は、当該猶予期間中に「株券上場審査基準に準じて大阪証券取引所が定める基準」に適合

し、猶予期間入りから解除されるべく、利益の確保をはじめとして鋭意努力してまいりましたが、

大阪証券取引所において、当社がその基準に適合していることを確認できなかったため、現在、

当社株式は監理銘柄（確認中）に指定されております。（詳細は平成 23 年２月 28 日付にて開示い

たしました「大阪証券取引所における当社株式の監理銘柄（確認中）の追加指定に関するお知ら

せ」をご参照ください。） 

当社は、適合審査の申請を検討しておりましたが、本日付にて開示いたしました「平成 23 年２

月期 決算短信」のとおり、平成 23 年２月期決算における利益が大阪証券取引所の定める形式基

準である１億円に満たないことが明らかになりました。大阪証券取引所の規則により、形式基準

を満たしていない場合は適合審査を通過しないため、当社株式につきましては、平成 23 年２月期

の有価証券報告書提出日（平成 23 年５月 31 日予定）から起算して８日目の日（休業日を除く）

までに、当社が適合審査申請を行わないことを大阪証券取引所が確認した時点で上場廃止が決定

し、整理銘柄への指定から１ヶ月後に上場廃止となる予定であります。（詳細は本日付にて開示い

たしました「平成 23 年２月期を直前事業年度とした実質的存続性の喪失（不適当な合併等）の審

査申請に関するお知らせ」をご参照ください。） 

 当社は、このような当社を取り巻く経営環境に鑑み、ヘキサゴン主導による当社グループ経営

を推進することにより、当社の経営基盤及び財務基盤を強化していくことが、当社の企業価値向

上にとって最も重要な戦略であると判断するとともに、当社株式が上場廃止となることが確実な

状況の中にあっては、本件スクイーズアウトを実施することが株主の皆様の利益に資すると判断

し、本臨時株主総会及び本種類株主総会を開催することとしたものです。 

 本件スクイーズアウトは、以下の①から③までの方法により実施されます。 

 

① 当社の定款の一部を変更して、普通株式とは別の種類の株式である、下記「（２）変更の内

容」に記載の変更案第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、当社を会社法の規定する種類株式

発行会社（会社法第２条第 13 号に定義するものをいいます。以下同じです。）といたしま

す。 

② 上記①による変更後の当社の定款の一部をさらに変更して、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による変更後の当社の定款に基づき、当社は、

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
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付普通株式を所有する各株主様に対して、当該取得の対価として、その所有する全部取得

条項付普通株式１株と引換えにＡ種種類株式 34,535,000 分の１株を交付いたします。この

際、ヘキサゴンと江藤鉄男氏以外の全部取得条項付普通株式を所有する各株主様に対して

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す。 

 

 全部取得条項付普通株式を所有する各株主様に対する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（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Ａ種種類株式を、会社法第

234 条の定めに従って売却し、当該売却によって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各株主様に交付いたします。かかる売却手続に関し、当社では、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種種類株式をヘキサゴンに対して売却するこ

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、全部取得条項付普通株式を所有する各株主様が所有する全部取得条項付普通株

式の数に３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様に交付できるような価格（なお、当

該価格の妥当性については、下記Ⅱ．４．記載のとおりです。）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得ます。 

 「定款一部変更の件Ａ」は、本件スクイーズアウトのうち、上記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、

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す。 

 なお、「定款一部変更の件Ａ」に係る定款変更は、本臨時株主総会において「定款一部変更の件

Ａ」に係る議案が承認可決された時点で、その効力を生ずるものといたします。 

 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

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、６億

7,000 万株とする。 

 

 

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、６億

7,000 万株とし、このうち普通株式の発

行可能種類株式総数は６億 6,999 万

9,990 株、第６条の２に定める内容の株
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は、1,000 株とす

る。 

 

 

第３章 株主総会 

（新設） 

 

 

式（以下「Ａ種種類株式」という。）の

発行可能種類株式総数は 10 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、

1,000 株とし、Ａ種種類株式の単元株式

数は、１株とする。 

 

第３章 株主総会 

（種類株主総会） 

第19条の２ 第15条乃至第17条及び第19条の

規定は、種類株主総会にこれを準用す

る。 

２．第 18 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 18 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。 
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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」でご説明いたしましたとおり、当社は、当社を取り巻く経営環境に鑑

み、ヘキサゴン主導による当社グループ経営を推進することにより、当社の経営基盤及び財務基

盤を強化していくことが、当社の企業価値向上にとって最も重要な戦略であると判断するととも

に、当社株式が上場廃止となることが確実な状況の中にあっては、本件スクイーズアウトを実施

することが株主の皆様の利益に資すると判断いたしました。 

 「定款一部変更の件Ｂ」は、「定款一部変更の件Ａ」でご説明いたしました本件スクイーズアウ

トのうち②を実施するものであり、「定款一部変更の件Ａ」による変更後の当社の定款の一部をさ

らに変更し、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付してこれを全部取得条項付普通

株式とし、かつ、当該全部取得条項に従い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

34,535,000 分の１株の割合をもって交付する旨の定款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、当社普通株式は全て全部取得条項付普通株

式となります。 

 また、本件スクイーズアウト手続における上記②の後、株主総会の特別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各株主様から全部取得条項付普通株式を取得しますが（本スク

イーズアウト手続における上記③）、当該取得と引換えにヘキサゴンと江藤鉄男氏以外の全部取得

条項付普通株式を所有する各株主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 

 変更の内容は次のとおりです。 

 なお、「定款一部変更の件Ｂ」に係る定款変更は、本臨時株主総会において「定款一部変更の件

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いずれ

も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、その効力が生じ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６月 17 日をもってその効力を生じるものといたします。 

 

（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Ａ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
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きＡ種種類株式を 34,535,000 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６月 17

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Ａ」でご説明いたしましたとおり、当社は、当社を取り巻く経営環境に鑑

み、ヘキサゴン主導による当社グループ経営を推進することにより、当社の経営基盤及び財務基

盤を強化していくことが、当社の企業価値向上にとって最も重要な戦略であると判断するととも

に、当社株式が上場廃止となることが確実な状況の中にあっては、本件スクイーズアウトを実施

することが株主の皆様の利益に資すると判断いたしました。 

 全部取得条項付普通株式の取得の件は、「定款一部変更の件Ａ」でご説明いたしました本件スク

イーズアウトのうち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

Ａ」及び「定款一部変更の件Ｂ」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、「定款一部変更の件Ａ」

による定款変更に基づき設けられる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、

ヘキサゴンと江藤鉄男氏以外の全部取得条項付普通株式を所有する各株主様に対して取得対価と

して交付されるＡ種種類株式の数が１株未満の端数となるように、34,535,000 分の１株としてお

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各

株主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各株主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項の規定に基づき裁判所の許可を得てヘキサゴンに対して売却することを予定して

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、全部取得条項付普通株式を所有する各株主様が所有する全部取得条項

付普通株式の数に３円（公開買付者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

合もあり得ます。 
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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 条第１項並びに「定款一部変更の件Ａ」及び「定款一部変更の件Ｂ」による

変更後の当社の定款に基づき、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又は記録された全部取得条項付普通株式を所

有する各株主様に対して、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 34,535,000 分の１株の割合をもって交付するものといたします。 

（２）取得日 

   平成 23 年６月 17 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は、「定款一部変

更の件Ａ」に係る定款変更及び「定款一部変更の件Ｂ」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いては、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

株式の取得の件に係る議案が原案どおり承認可決され、かつ、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、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となり、平成 23 年５月 13 日から平成 23 年６月 13 日まで整理銘

柄に指定された後、同月 14 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

大阪証券取引所市場第二部において取引することはできません。 

 

４．Ａ種種類株式の売却予定価格の妥当性について 

 上記１．記載のとおり、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ヘ

キサゴンに対して売却することを予定しているＡ種種類株式の売却価格について、各株主様が所

有する全部取得条項付普通株式の数に３円（公開買付者が本公開買付けを行った際における普通

株式１株あたりの買付け等の価格。）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。 

 当社は、平成 22 年 11 月 30 日付プレスリリース「株式会社ヘキサゴンホールディングス、江藤

鉄男氏及びエフシーインシュランス株式会社による当社株式の公開買付けに関する意見表明のお

知らせ」等にてお知らせいたしておりますとおり、本公開買付けにおける買付価格の妥当性を検

討するにあたり、公認会計士韮澤事務所（以下「韮澤事務所」といいます。）に対し当社普通株式

の株式価値の算定を依頼し、韮澤事務所から平成 22 年 11 月 29 日付けで株式価値算定報告書を取

得いたしました。そして、当該株式価値算定報告書において、当社普通株式１株当たりの価値が

６円から９円とされていたため、当社は、本公開買付けにおける買付価格が韮澤事務所による算

定価格を大きく下回ることを指摘申し上げました。 

 しかし、当社が韮澤事務所から株式価値算定書を受領した平成 22 年 11 月 29 日以降、上記Ⅰ．
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１．（１）に記載のとおり、当社株式が上場廃止となることが確実な状況に至るなど、当社を取り

巻く経営環境に変化が生じております。そこで、当社は、Ａ種種類株式の売却価格の公正性を担

保するために、かかる経営環境の変化を踏まえ、平成 23 年２月期（第 39 期）決算の内容等に基

づき、あらためて、当社普通株式の株式価値の算定を行うこととし、公開買付者及び当社と利害

関係を有していない第三者機関である株式会社サリジェ・アンド・カンパニー（以下「サリジェ・

アンド・カンパニー」といいます。）にその算定を依頼しました。 

 サリジェ・アンド・カンパニーは、平成 21 年９月に、公認会計士等の専門家により設立された、

企業価値算定、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務等を主たる事業として展開する事業会社です。同社は、

企業監査業務、企業買収業務等においてキャリアを積んだスタッフにより構成されており、株価

算定業務を行っております。当社とサリジェ・アンド・カンパニーは、企業買収時等における企

業価値算定業務等に関するサリジェ・アンド・カンパニーによる営業活動を契機として、知り合

う関係にありました。今次、あらためて当社普通株式の株式価値の算定を行うにあたり、同社が

当社及び公開買付者と何らの利害関係を有しておらず、かつ、前述のとおり株価算定業務を行っ

ていることから、第三者算定機関として適切であると判断し、算定を依頼したものです。 

サリジェ・アンド・カンパニーは、株価算定手法として市場株価法とディスカウント・キャッ

シュフロー法（以下「DCF 法」といいます。）を採用して当社普通株式の株式価値の算定を行いま

した。サリジェ・アンド・カンパニーが当該手法を採用した理由は、当社が上場会社であること

から、上場会社の評価手法として最も客観的であり、かつ広く認知されている市場株価法を採用

することが適当であると考えられること、また、今後の事業及び収益の継続が想定される側面を

考慮した場合、収益還元とりわけ将来のキャッシュフローに着目した DCF 法による算定も、当社

グループの将来収益を株式価値評価に反映することができるという点で適当であると考えられる

ことによります。 

株価算定手法としては、上記した市場株価法や DCF 法の他に、評価対象会社と類似するその他

の上場企業の PER 等の指標平均値に基づいて、評価対象会社の適正株式価値を推定する類似会社

比準法、また評価基準日における評価対象会社の純資産額に着目した純資産価額法が広く知られ

ておりますが、サリジェ・アンド・カンパニーはこれらの評価手法を採用しておりません。 

類似会社比準法において、持株会社における類似会社を選定する際は、当該持株会社の傘下事

業会社がいかなる事業を運営しているかにより、その傘下事業会社に類似する上場会社と比較す

ることが適切であります。一方、当社グループを構成する各社の運営している事業は、不動産事

業、PC 販売事業、婦人子供服販売事業、繊維事業をそれぞれ営んでおり、かかる異業種の持株会

社である当社については、類似会社比準法を採用することは適当ではないと考えられます。また、

当社は、平成 19 年２月期以降、毎期、多額の連結経常損失、連結当期純損失を計上しております。

類似会社比準法は、事業を一定程度安定的に運営している比較対象上場会社の各種指標の平均値

等と評価対象会社の比較対象指標等に基づき、評価対象会社の適正株式価値を推定する手法であ

る一方、当社については、上記したとおり大幅な連結減収と連結損失計上に至っていることを勘

案すれば、当社各指標に基づいた算定結果は、当社の株式価値を適切に表していないと考えられ

ます。 

また純資産価額法は、評価時点における当社グループの清算価値に類するところの評価手法で

あり、当社グループの事業継続性等を一切勘案しておりません。本件算定の目的は、当社グルー
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プの事業継続を前提とした適正株式価値の算定であり、かつ、当社グループ業績が平成 19 年２月

期以降大幅に悪化し続けている現状を踏まえるならば、当社グループの将来のリスクとリターン

を全く反映しない純資産価額法は、当社の本源的価値を適当に反映していないと考えられます。 

以上により、サリジェ・アンド・カンパニーは、類似会社比準法及び純資産価額法は採用して

おりません。 

 当社は、サリジェ・アンド・カンパニーから平成 23 年３月 31 日付けで株式価値算定書を取得

しましたが、当該株式価値算定書によると、上記手法により算定された当社普通株式 1 株当たり

の価値の範囲は以下のとおりです。 

  

算定手法 １株当たり株式価値 

市場株価法 ２円～３円 

DCF 法 ３円～４円 

算定結果 ２円～４円 

 

 当社は、サリジェ・アンド・カンパニーから取得した株式価値算定書を踏まえ、また、本公開

買付けに応募した株主の皆様と応募しなかった株主の皆様との間の経済的平等も考慮の上、Ａ種

種類株式の売却予定価格を上記のとおり３円に決定いたしました。 

 

Ⅲ．取締役１名選任の件 

 取締役候補者は次のとおりであります。 

 

氏名 

（生年月日） 
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 

所有する 

当社株式の数

髙木正広 

（昭和 42 年５月 15 日生） 

平成３年４月  株式会社富士銀行（現 株式

会社みずほフィナンシャル

グループ）入行 

平成 17 年 10 月 セデック株式会社入社、常務

取締役就任 

平成 20 年 10 月 株式会社ヘキサゴンキャピタ

ルパートナーズ入社  

平成 21 年５月 株式会社ヘキサゴンキャピタ

ルパートナーズ取締役就任

（現任） 

－株

（注）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 

 

Ⅳ．本件スクイーズアウトの日程の概要（予定） 

 本件スクイーズアウトの日程の概要（予定）は以下のとおりです。 
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- 10 - 

本臨時株主総会及び本種類株主総会基準日設定公告 平成 23 年３月 16 日（水）

本臨時株主総会及び本種類株主総会基準日 平成 23 年３月 31 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 23 年４月 15 日（金）

本臨時株主総会及び本種類株主総会開催日 平成 23 年５月 13 日（金）

定款一部変更の件Ａの効力発生日 平成 23 年５月 13 日（金）

整理銘柄への指定 平成 23 年５月 13 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 16 日（月）

当社普通株式の売買最終日 平成 23 年６月 13 日（月）

当社普通株式の上場廃止日 平成 23 年６月 14 日（火）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の基準日 平成 23 年６月 16 日（木）

定款一部変更の件Ｂの効力発生日 平成 23 年６月 17 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６月 17 日（金）

 

以 上 


