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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、及び当社による全部取得条項付普通株式（下記「Ⅰ.1（1）②」

において定義いたします。）の取得について、平成 23 年６月 28 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、種類株式発

行に係る定款一部変更及び全部取得条項に係る定款一部変更について、本定時株主総会と

同日に開催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－１」） 

（１）変更の理由 

 平成 23 年３月 25 日付当社プレスリリース「チャーティス・ジャパン・キャピタ

ル・カンパニー・エルエルシーによる当社株券等に対する公開買付けの結果に関する

お知らせ」、同日付「主要株主及びその他関係会社の異動に関するお知らせ」等にて

お知らせいたしましたとおり、アメリカン・インターナショナル・グループ・インク

（以下「AIG」といいます。）傘下で米国及び米国外の損害保険事業を行うチャー

ティス・インク（以下「チャーティス」といいます。）がその持分の全てを間接的に

保有するチャーティス・ジャパン・キャピタル・カンパニー・エルエルシー（以下

「CJCC」といいます。）は、平成 23 年２月 14 日から当社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、本公開買付けは平

成 23 年３月 24 日に終了いたしました。本公開買付けの結果、CJCC は、平成 23 年３

月 30 日（本公開買付けの決済開始日）をもって、当社普通株式 305,256,945 株（平

成 23 年３月 31 日現在における当社の総株主の議決権の数に対する割合：43.68％）

を保有するに至っております。チャーティスの子会社である①チャーティス・ノンラ
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イフ・ホールディング・カンパニー・ジャパン・インク、②チャーティス・ファー・

イースト・ホールディングス株式会社及び③チャーティス・ヨーロッパ・エスエイ

（以下、CJCC 及び①乃至③の三社を「チャーティスグループ株主」と総称します。）

は、それぞれ当社の普通株式を①270,444,000 株、②70,300,000 株及び③42,000,000

株保有しており、チャーティスグループ株主合計で、688,000,945 株（平成 23 年３月

31 日現在における当社の総株主の議決権の数に対する割合：98.44％）を保有するに

至っております。 

 平成 23 年２月 10 日付 CJCC のプレスリリース「富士火災海上保険株式会社株式に

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、

CJCC は、当社が環境の変化をチャンスとし成功するためには、その事業運営システ

ムや営業インフラに相当額の投資を適切かつ専門的なノウハウを持って行う必要があ

ると考えているとのことです。具体的には、戦略的なシステム投資などを通じた業務

効率化により変化に対応する体力を高め、機動的な新商品開発や販売チャネル戦略を

実施することにより、当社に高い成長を実現する可能性があると考えているとのこと

です。しかしながら、当社をとりまく厳しい事業環境からは、当社が単独でそのよう

な投資を行うことは容易ではないと CJCC 及び当社は考えております。 

 チャーティスと当社は、平成 22 年３月の第三者割当増資以降、当社の企業価値向

上施策とチャーティスグループへの統合施策について継続的に協議を重ねつつ実施し

てまいりました。その結果、チャーティスと当社は、このような変化する市場環境に

対応していくため、当社がそのフランチャイズを維持しつつチャーティスの完全子会

社となり、チャーティスのグローバルな経営資源やチャーティスの持つブランド力、

信用力、資本力を当社が最大限活用し、併せて、上場会社のままではなしえないよう

な事業構造改革を行い、機動的かつ迅速な組織体制を構築することが、当社の経営基

盤を安定させさらなる成長を実現する最善策であるとの結論に至りました。CJCC 及

び当社は、かかる戦略は、当社ひいてはチャーティスの企業価値を最大化させると考

えていることから、CJCC は、チャーティスグループ株主が、当社の発行済株式の全

て（当社が保有する自己株式を除きます。）及び新株予約権の全てを取得し、当社を

AIG 及びチャーティスの完全子会社とすること（以下「本完全子会社化」といいま

す。）を最終的な目的として、本公開買付けを実施することとしたとのことです。 

 他方、平成 23 年２月 10 日付当社プレスリリース「支配株主の子会社であるチャー

ティス・ジャパン・キャピタル・カンパニー・エルエルシーによる当社株券等に対す

る公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてご報告申し上げておりますとお

り、当社は、本公開買付けを含む本完全子会社化について特別の利害関係を有する又

は特別の利害関係を有するおそれのある取締役を除いた当社取締役全員が出席した平

成 23 年２月 10 日開催の当社取締役会において、当社の親会社で支配株主たる AIG 及

びチャーティスグループ株主と利害関係を有しておらず、CJCC を除くチャーティス

グループ株主及び CJCC と公開買付応募契約を締結するオリックス株式会社を除く当

社の一般株主と利益が相反しない当社の社外取締役である宮原明氏及び岩村充氏（以
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下「本社外取締役」と総称します。）からの本公開買付けに関する報告・答申を踏ま

えて慎重に審議した結果、(a)独立した第三者評価機関であるドイツ証券株式会社

（以下「ドイツ証券」といいます。）から株式価値算定書及びフェアネス・オピニオ

ンを取得していること、(b)当社が独立した外部アドバイザーであるドイツ証券及び

西村あさひ法律事務所から本公開買付けの諸手続や取締役会の意思決定方法・過程等

について助言を受けていること、また、(c)本社外取締役が当社取締役会から、

チャーティスより当社取締役会に対して提示された本公開買付けに係る提案の検討と

CJCC との交渉等を委嘱され、当社の保険契約者、株主、従業員、取引先その他のス

テークホルダーの利益という観点から委嘱事項を遂行したこと、(d)かかる検討・交

渉を行うにあたり、本社外取締役が独立した外部アドバイザーである弁護士法人 曾

我・瓜生・糸賀法律事務所から助言を受けるとともに、ドイツ証券から当社に提出さ

れた株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの内容について説明を受け、ドイツ

証券との間で質疑応答も十分になされていること、(e)CJCC との間で、少数株主の利

益にも配慮して真摯に交渉が行われたことを考慮して、平成 23 年２月 10 日開催の当

社取締役会に参加した取締役全員一致で、本公開買付けに賛同するとともに、当社の

株主の皆様が本公開買付けに応募されることを推奨する旨、及び新株予約権に関して

本公開買付けに応募するか否かについては、新株予約権の新株予約権者の皆様のご判

断に委ねる旨を決議いたしました。なお、当該取締役会決議は、当社を連結子会社と

している AIG 及びチャーティスが本公開買付け及びその後の一連の手続を経て当社を

完全子会社化することを企図していること、及び当社が AIG 及びチャーティスの完全

子会社となった場合には当社の普通株式が上場廃止となる予定であることを前提とし

て行われたものです。 

 以上の点を踏まえ、当社は、本定時株主総会及び本種類株主総会において株主様の

ご承認をいただくことを条件として、AIG 及びチャーティスの完全子会社となるため

に、以下の①から③の方法（以下「本完全子会社化手続」と総称します。）を実施す

ることといたしました。 

① 当社の定款の一部を変更し、当社において普通株式及び第１種優先株式と

は別の種類の当社の株式（Ａ種種類株式）を発行できるものといたしま

す。 

② ①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（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（以下、全部取得条項が付された後の当社普通株式を「全部取得条

項付普通株式」といいます。）。なお、全部取得条項付普通株式の内容と

して、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は、全部取得条項付普通株式１株と引き換えに、

Ａ種種類株式を 5,754,127 分の１株の割合をもって交付する旨の定めを設

けるものといたします。 
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③ 会社法第 171 条第１項並びに上記①及び上記②の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

（当社が保有する自己株式を除きます。）を取得し、当該取得と引換えに全

部取得条項付普通株式１株あたり 5,754,127 分の１株の割合をもってＡ種種

類株式を交付いたします。なお、チャーティスグループ株主を除く株主の皆

様に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。また、取得の対価として交付されたＡ種種類株式に１株に満たな

い端数がある株主様につきましては、会社法第 234 条その他の関係法令の定

めに従い、最終的には現金が交付されることとなります。 

 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、

当該端数の合計数（合計した数に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種種類株式を売却することによって得られた金銭をその端数に応

じて各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 CJCC に売却すること、又

は同項及び同条第４項の規定に基づき、裁判所の許可を得て当社が買い取ることを予

定しております。この場合の各株主様に交付される金銭の額については、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（Ⅱ．「全部取得条

項付普通株式の取得の件」の「２．全部取得条項付普通株式の取得の内容」の

「（２）取得日」において定める取得日である平成 23 年８月３日の前日を基準日と

することを予定しております。）において株主様が保有する当社普通株式の数に本公

開買付価格である 146 円を乗じた金額に相当する金銭が各株主様に交付されるような

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、上記①を実施するものであり、普通株式及び第１種

優先株式とは別のＡ種種類株式を発行する旨の定款の定めを新設するほか、所要の変

更を行うものです。また、当社は、当面第１種優先株式を発行する予定がないことか

ら、第１種優先株式に関する定款の定めを削除いたします。 

 

（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－１」に係る定款変更は、本種類株主総会における「定

款一部変更の件－１」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、そ

の効力が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。） 

現 行 定 款 変  更  案 

第２章 株 式 

（発行可能株式総数および発行可能優

先株式総数および単元株式数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は

19 億株とし、各種類の株式の発

行可能株式総数は、次のとおり

とする。 

      普通株式    16 億株 

   第１種優先株式 ３億株 

 

 ２ 当会社の単元株式数は、全ての

種類の株式につき 1,000 株とす

る。 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

第２章 株 式 

（発行可能株式総数および発行可能種

類株式総数および単元株式数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は

16 億株とし、各種類の株式の発

行可能株式総数は、次のとおり

とする。 

      普通株式   15 億 9,999 万 

9,500 株 

   Ａ種種類株式 500 株 

 ２ 当会社の単元株式数は、普通株

式については 1,000 株とし、Ａ

種種類株式については１株とす

る。 

 

（Ａ種株主に対する配当） 

第５条の２ 当会社は、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。）に対して

剰余金の配当をするときは、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。）に対して、Ａ種種類

株式１株当たり、普通株式１株

当たりの配当金に、5,754,127

を乗じて得られる額の配当を、

普通株主または普通登録株式質

権者と同順位にてする。 

 

（Ａ種株主に対する残余財産の分配） 

第５条の３ 普通株主または普通登録

株式質権者に対して当会社の残
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現 行 定 款 変  更  案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章の２ 優先株式 

 

（省 略） 

 

第３章 株主総会 

（新 設） 

余財産を分配するときは、Ａ種

株主またはＡ種登録株式質権者

に対し、Ａ種種類株式１株当た

り、普通株式１株当たりの残余

財産分配額に、5,754,127 を乗

じて得られる額の残余財産を、

普通株主または普通登録株式質

権者と同順位にて分配する。 

 

（削 除） 

 

（削 除） 

 

第３章 株主総会 

（種類株主総会） 

第 16 条の２ 第 11 条の規定は、定時

株主総会において決議する事項

が、当該決議のほか、種類株主

総会の決議を必要とする場合に

おける当該種類株主総会に準用

する。 

 ２ 第 12 条、第 13 条、第 14 条、

第 15 条第２項、同条第３項お

よび第 16 条の規定は、種類株

主総会にこれを準用する。 

 ３ 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。 

 ４ 第 15 条第４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－２」） 

（１）変更の理由 

 「定款一部変更の件－２」は、「定款一部変更の件－１」の「（１）変更の理由」

に記載した本完全子会社化手続の②を実施するものです。「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

合においては、全部取得条項付普通株式１株と引き換えに、Ａ種種類株式を

5,754,127 分の１株の割合をもって交付する旨の定款の定めを新設いたします。 

 「定款一部変更の件－２」に係る本完全子会社化手続の②の定款変更の効力が発生

した場合には、当社の発行する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、本完全子会社化手続の②の後、「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が発生した場合には、当社は株主様から全部

取得条項付普通株式を取得いたしますが（本完全子会社化手続の③）、当該取得と引

き換えに当社がチャーティスグループ株主を除く株主の皆様に取得対価として交付す

るＡ種種類株式の数は、１株未満の端数となる予定です。 

 なお、本完全子会社化手続が完了した後、当社の発行する新株予約権が行使され、

チャーティスグループ株主以外が当社の発行する普通株式を取得した場合には、当社

は、全部取得条項付普通株式の内容を変更する等した上で、当社の株主総会の決議に

よって当該変更後の全部取得条項付普通株式を取得する予定です。かかる手続に備

え、普通株主に対しては株主総会における議決権を付与しない旨の定めを新設しま

す。また、将来当社が普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権を発行する必要

が生じた場合に議決権制限株式の発行数の制限を受けずに、かつ簡略化された手続に

おいて発行できるようにするため、当会社の全ての種類の株式の譲渡に取締役会の承

認を要することとする旨の定め、並びに普通株式の募集事項の決定及び普通株式を目

的とする新株予約権の募集の決定に関して普通株主による種類株主総会（会社法第

199 条第４項、第 238 条第４項）を要しない旨の定めを新設いたします。さらに、普

通株式の名称をＢ種種類株式に変更いたします。 

 

（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－２」に係る定款変更は、「定款一部変更の件－１」及

び「全部取得条項付普通株式の取得の件」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ける「定款一部変更の件－１」及び「定款一部変更の

件－２」がいずれも原案どおり承認可決されることを条件として、平成 23 年８月３

日に、その効力が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。） 

「定款一部変更の件－１」に係る変更

後の定款 

追 加 変 更 案 

第２章 株 式 

（発行可能株式総数および発行可能種

類株式総数および単元株式数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は

16 億株とし、各種類の株式の発

行可能株式総数は、次のとおり

とする。 

      普通株式   15 億 9,999 万 

9,500 株 

   Ａ種種類株式 500 株 

 ２ 当会社の単元株式数は、普通株

式については 1,000 株とし、Ａ

種種類株式については１株とす

る。 

 

（Ａ種株主に対する配当） 

第５条の２ 当会社は、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。）に対して

剰余金の配当をするときは、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。）に対して、Ａ種種類

株式１株当たり、普通株式１株

当たりの配当金に、5,754,127

を乗じて得られる額の配当を、

普通株主または普通登録株式質

権者と同順位にてする。 

 

 

（Ａ種株主に対する残余財産の分配） 

第２章 株 式 

（発行可能株式総数および発行可能種

類株式総数および単元株式数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は

16 億株とし、各種類の株式の発

行可能株式総数は、次のとおり

とする。 

      Ｂ種種類株式 15 億 9,999 万 

9,500 株 

   Ａ種種類株式 500 株 

 ２ 当会社の単元株式数は、Ｂ種種

類株式については 1,000 株と

し、Ａ種種類株式については１

株とする。 

 

（Ａ種株主に対する配当） 

第５条の２ 当会社は、Ｂ種種類株式

を有する株主（以下「Ｂ種株

主」という。）またはＢ種種類

株式の登録株式質権者（以下

「Ｂ種登録株式質権者」とい

う。）に対して剰余金の配当を

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

して、Ａ種種類株式１株当た

り、Ｂ種種類株式１株当たりの

配当金に、5,754,127 を乗じて

得られる額の配当を、Ｂ種株主

またはＢ種登録株式質権者と同

順位にてする。 

 

（Ａ種株主に対する残余財産の分配） 
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「定款一部変更の件－１」に係る変更

後の定款 

追 加 変 更 案 

第５条の３ 普通株主または普通登録

株式質権者に対して当会社の残

余財産を分配するときは、Ａ種

株主またはＡ種登録株式質権者

に対し、Ａ種種類株式１株当た

り、普通株式１株当たりの残余

財産分配額に、5,754,127 を乗

じて得られる額の残余財産を、

普通株主または普通登録株式質

権者と同順位にて分配する。 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（新 設） 

第５条の３ Ｂ種株主またはＢ種登録

株式質権者に対して当会社の残

余財産を分配するときは、Ａ種

株主またはＡ種登録株式質権者

に対し、Ａ種種類株式１株当た

り、Ｂ種種類株式１株当たりの

残余財産分配額に、5,754,127

を乗じて得られる額の残余財産

を、Ｂ種株主またはＢ種登録株

式質権者と同順位にて分配す

る。 

 

（全部取得条項） 

第５条の４ 当会社が発行するＢ種種

類株式は、当会社が株主総会の

決議によってその全部を取得す

ることができるものとする。 

２ 当会社がＢ種種類株式の全部を

取得する場合には、Ｂ種種類株

式の取得と引き換えに、Ｂ種種

類株式１株につきＡ種種類株式

を 5,754,127 分の１株の割合を

もって交付する。 

 

（Ｂ種種類株式の議決権） 

第５条の５ Ｂ種株主は、全部の事項

につき株主総会において議決権

を行使することができない。 

 

（Ｂ種株主による種類株主総会） 

第５条の６ Ｂ種種類株式について

は、会社法第 199 条第４項及び

第 238 条第４項の規定による種

類株主総会の決議を要しない。 

 

（株式の譲渡制限） 
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「定款一部変更の件－１」に係る変更

後の定款 

追 加 変 更 案 

第５条の７ 当会社の株式を、譲渡に

より取得する場合には、取締役

会の承認を必要とする。 

 

 

 

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 

 「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－１」の「（１）変更

の理由」に記載した本完全子会社化手続の③を実施するものです。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株主様から全部取得

条項付普通株式の全てを取得し、当該取得と引き換えに、「定款一部変更の件－１」によ

る定款変更により新たに発行することが可能となるＡ種種類株式を交付いたします。 

 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、当該

端数の合計数（合計した数に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種種類株式を売却することによって得られた金銭をその端数に応じて各株主様に

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 CJCC に売却すること、又は同項及び同条第４項

の規定に基づき、裁判所の許可を得て当社が買い取ることを予定しております。この場合

の各株主様に交付される金銭の額については、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（「２．全部取得条項付普通株式の取得の内容」の

「（２）取得日」において定める取得日の前日を基準日とすることを予定しておりま

す。）において株主様が保有する当社普通株式の数に本公開買付価格である 146 円を乗じ

た金額に相当する金銭が各株主様に交付されるような価格に設定することを予定しており

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に基づき、「（２）取得日」において定める取得日において、

別途定める基準日（「（２）取得日」において定める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、その有する全部取得条項付普通株式の取得と引き換えに、全部取
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得条項付普通株式１株あたり 5,754,127 分の１株の割合をもってＡ種種類株式を交付

するものといたします。 

 

（２） 取得日 

 平成 23 年８月３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－１」及び「定款一部変更の件－２」がいずれも原案どおり承認

可決されること、本種類株主総会における「定款一部変更の件－１」及び「定款一部

変更の件－２」がいずれも原案どおり承認可決されること、並びに「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

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 

 本定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－１」及び「定款一部変更の件－２」に係る議案が

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、当社普通株式に係る株券は平

成 23 年６月 28 日から平成 23 年７月 28 日までの間、整理銘柄に指定されたあと、平成 23

年７月 29 日をもって上場廃止となる予定であります。上場廃止後は、当社普通株式に係

る株券を株式会社東京証券取引所市場第一部及び株式会社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． 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略（予定）は以下のとおりです。 

 

本種類株主総会の基準日設定公告 平成 23 年３月 16 日 

本定時株主総会及び本種類株主総会の基準日 平成 23 年３月 31 日 

本定時株主総会及び本種類株主総会の招集に関する取締役会決議 平成 23 年５月 17 日 

本定時株主総会及び本種類株主総会の開催日 平成 23 年６月 28 日 

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 23 年６月 28 日 

当社普通株式の東証一部及び大証一部における整理銘柄への指定 平成 23 年６月 28 日 
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当社普通株式の東証一部及び大証一部における売買最終日 平成 23 年７月 28 日 

当社普通株式の東証一部及び大証一部における上場廃止日 平成 23 年７月 29 日 

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かかる

基準日 

平成 23 年８月２日 

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 23 年８月３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８月３日 

 

 

Ⅳ． 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。当社が、平成 22 年 12 月 27 日に開示したコーポレー

ト・ガバナンス報告書で示している「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」（以下「少数株主保護指針」といいます。）への本取得の適合状

況は以下のとおりです。 

 当社は、本取得が支配株主との取引等に該当することから、本取得の公正性を担保する

ために、上記「Ⅱ.全部取得条項付普通株式の取得の件」の「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」のとおり、Ａ種種類株式を売却することによっ

て得られた金銭をその端数に応じて各株主様に交付する場合に、各株主様に交付される金

銭の額について、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（「Ⅱ.全部取得条項付普通株式の取得の件」の「２．全部取得条項付普通株式の取

得の内容」の「（２）取得日」において定める取得日の前日を基準日とすることを予定し

ております。）において株主様が保有する当社普通株式の数に本公開買付価格である 146

円を乗じた金額に相当する金銭が各株主様に交付されるような価格に設定することを予定

しております。 

 本完全子会社化の一環をなす取引である本公開買付け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等本公開買付けの公正性等を担保する措置として当社が

講じた措置につきましては、平成 23 年２月 10 日付当社プレスリリース「支配株主の子会

社であるチャーティス･ジャパン･キャピタル･カンパニー・エルエルシーによる当社株券

等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてご報告申し上げたとおりで

す。 

 また、平成 23 年２月 10 日付当社プレスリリース「支配株主の子会社であるチャーティ

ス･ジャパン･キャピタル･カンパニー・エルエルシーによる当社株券等に対する公開買付

けに関する意見表明のお知らせ」の「２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び

理由」の「（５）買付価格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

措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「③社外取締役による検討・交渉
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及び報告・意見の答申」に記載のとおり、平成 23 年２月 10 日開催の当社取締役会におい

て、本社外取締役から CJCC との交渉の経緯が説明された後、当社取締役会に対して、

(ⅰ)本公開買付けは、本完全子会社化の一環をなす取引であって、当社に対しチャーティ

スのグローバルな経営資源等を最大限活用できる体制を提供するとともに、機動的かつ迅

速な経営体制を構築することによって当社の経営基盤を安定させ経営の成長を図り競争力

を強化することを目的とするものであるところ、かかる目的は正当であり、支配株主が少

数株主の利益の犠牲のもとに利益を図る目的その他の不当な目的は認められないこと、

(ⅱ)本公開買付価格を含む本公開買付けの諸条件は、少数株主の利益に配慮して行動した

本社外取締役が CJCC との間で真摯に協議・交渉を行った上で最終的に決定されているこ

と、(ⅲ)本公開買付価格の公正性その他の本公開買付けの諸条件が公正であることは、上

記(ⅱ)に加えて独立した第三者算定機関であるドイツ証券からフェアネス・オピニオンを

取得することによって確認できていること、(ⅳ)本公開買付けを含む本完全子会社化は、

当社の保険契約者、株主、従業員、取引先その他のステークホルダーの利益に照らし、現

状に比し、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益に資するものであること等、諸般の

事情を総合考慮した結果、本公開買付け後に実施する本完全子会社化に係る一連の手続は

当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の意見が答申されております。 

 また、本日の取締役会は、当社取締役全員が出席し、その審議及び決議に参加の上、全

員一致で決議が行われました。かかる取締役会決議の方法その他の本取得の手続に関して

は、当社のリーガル・アドバイザーである西村あさひ法律事務所の法的助言を受けており

ます。 

 

 当社といたしましては、上記のような措置を講じていることから、本完全子会社化手続

としての本取得は、少数株主にとって不利益なものではないと考えております。 

 

 なお、平成 22 年 12 月 27 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している

少数株主保護指針は、「当社は、親会社及び親会社グループ各社と取引を行う場合には、

他の資本関係のない会社と取引を行う場合と同様、公正な市場価格に基づき、適正かつ適

法に行います。」「当社は、個別の業務執行を執行役が行っており、取締役会から委任さ

れた範囲内において執行役が意思決定を行っています。重要事項については執行役会にお

いて多面的な検討、審議を行い、取締役会への報告を行っています。」「監査役会あるい

は監査部による内部監査により、透明性・公平性を確保しています。」というものであり

ます。 

 

 

以 上 


