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平成 23 年８月５日 
各  位 

社 名： 株 式 会 社 ア ー ク 
代 表 者 名： 代表取締役会長兼社長 荒 木  壽 一 

（コード番号： 7873 東証第一部・JASDAQ） 
問い合せ先： 常 務 取 締 役 土生田 充功 

TEL： 06（6260）1801 
 
 
 

資本金の額の減少及び剰余金の処分、定款の一部変更、取締役及び監査役候補者 

並びに臨時株主総会の開催及び付議議案に関するお知らせ 

 

当社は、平成 23 年６月 23 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、

平成 23 年８月 31 日に臨時株主総会を開催予定である旨お知らせいたしましたが、本日開催の取締役

会において、資本金の額の減少及び剰余金の処分、定款の一部変更、取締役及び監査役候補者並びに

臨時株主総会の開催及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

Ⅰ．資本金の額の減少及び剰余金の処分 

1. 資本金の額の減少及び剰余金の処分の目的 

当社は、現在生じている欠損を填補し早期に財務体質の健全化を図るとともに、資本政策の柔

軟性を確保するため、会社法第 447 条第１項の規定に基づき資本金の額の減少を行った上で、会

社法第 452 条の規定に基づき剰余金の処分を行うことといたしました。 

 

2. 資本金の額の減少及び剰余金の処分の内容 

(1) 資本金の額の減少の内容 

①減少する資本金の額 

資本金の額の減少の効力発生の直前において予定している資本金の額 45,550,099,176

円のうち 33,378,203,825 円を減少して、12,171,895,351 円といたします。 

※当社の現在の資本金の額は 30,755,500,000 円ですが、平成 23 年８月 24 日に予定して

いるB種優先株式及びC種優先株式の発行並びに同月25日に予定しているA種優先株

式の発行により、資本金の額の減少の効力発生の直前における資本金の額は

45,550,099,176 円となることを予定しています。 

②減資の方法 

発行済株式総数を変更せず、減少する資本金の額 33,378,203,825 円の全額を「その他資

本剰余金」に振り替えます。 

 

(2) 剰余金の処分の内容 

会社法第 452 条の規定に基づき、以下のとおり、上記(1)の資本金の額の減少により発生する

「その他資本剰余金」のうち 33,204,220,037 円を処分し、「繰越利益剰余金」に振り替えます。

これにより振替後の「その他資本剰余金」の額は、173,983,788 円となります。 

①減少する剰余金の項目及び額 

その他資本剰余金  33,204,220,037 円 
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②増加する剰余金の項目及び額 

繰越利益剰余金  33,204,220,037 円 

 

3. 日程 

  平成 23 年８月５日  （金）  取締役会決議日 

  平成 23 年８月 19 日 （金）  債権者異議申述公告日（予定） 

  平成 23 年８月 31 日 （水）  臨時株主総会開催日（予定） 

  平成 23 年９月 20 日 （火）  債権者異議申述 終期日（予定） 

  平成 23 年９月 21 日 （水）  効力発生日（予定） 

 

4. 今後の見通し 

資本金の額の減少及び剰余金の処分は、「純資産の部」における項目間の振り替えであり、当

社の業績への影響はありません。 

 

 

Ⅱ．定款の一部変更 

1. 定款変更の目的 

当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締役会の

決議によって法令の定める範囲内で取締役及び監査役の責任を免除できる旨の規定並びに社外取

締役との責任限定契約に関する規定を新設することといたしました。なお、変更案第 23 条（取締

役の責任免除）の新設については、各監査役の同意を得ております。 

 

2. 定款変更の内容（下線は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 
第23条～第27条 （条文略） 

 
（社外監査役との責任限定契約） 

第28条  当会社は、会社法第427条第１項の規定により、

社外監査役との間で、同法第423条第１項の損害賠

償責任について法令の定める限度まで限定する契

約を締結することができる。 
 
 
 
 
 
 
第29条～第35条 （条文略） 

（取締役の責任免除） 

第23条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取

締役会の決議をもって、同法第423条第１項の取締

役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、

法令の定める限度において免除することができる。

2.  当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社

外取締役との間で、同法第423条第１項の損害賠償

責任について法令の定める限度まで限定する契約

を締結することができる。 

 

第24条～第28条 （条文番号のみ１条ずつ繰り下げ） 

 

（監査役の責任免除） 

第29条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取

締役会の決議をもって、同法第423条第１項の監査

役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、

法令の定める限度において免除することができる。

2.  当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社

外監査役との間で、同法第423条第１項の損害賠償

責任について法令の定める限度まで限定する契約

を締結することができる。 

 

第30条～第36条 （条文番号のみ１条ずつ繰り下げ） 
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3. 日程 

  平成 23 年８月 31 日（水）  臨時株主総会開催日（予定） 

         定款変更の効力発生日（予定） 

 

 

Ⅲ．取締役及び監査役候補者 

現在の当社取締役５名のうち、辻野浩司を除く４名（荒木壽一、九鬼祐一郎、土生田充功及び

荒木一実）が、平成 23 年８月 31 日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任す

るため、事業再生計画に基づき、新たな経営体制の整備及び充実を図るため、同臨時株主総会に

付議する取締役選任議案の候補者について決議いたしました。また、当社の監査体制の強化を図

るため、同臨時株主総会に付議する監査役選任議案の候補者について決議いたしました。 

なお、平成 23 年５月 27 日に公表いたしました「『企業再生支援機構によるアークへの支援決

定のお知らせ』の未確定事項の一部確定及び一部変更並びに定款の一部変更に関するお知らせ」

においてお知らせいたしましたとおり、平成 23 年８月 31 日開催予定の取締役会において、取締

役候補者である鈴木康夫氏を代表取締役に選定する予定であります。 

 

取締役候補者は次のとおりであります。 

 

候補者 

番号 

氏名 

（生年月日） 

略歴 所有株式数

（株） 

１ 

鈴木 康夫 
（昭和 23年１月 28日生） 

昭和 45 年４月  株式会社小松製作所入社 

平成 14 年６月  同社執行役員 

平成 16 年４月  同社常務執行役員 

平成 16 年６月  同社取締役 

平成 19 年４月  同社専務執行役員 

平成 20 年６月  株式会社富士テクニカ（現株式会社富

士テクニカ宮津）取締役（現任） 

平成 21 年４月  株式会社小松製作所産機事業本部長 

平成 23 年７月  同社顧問（現任） 

－ 

２ 

中桐 悟 

（昭和 47 年７月１日生） 
平成７年４月   オリックス株式会社入社 

平成 12 年 10 月  プライスウォーターハウスクーパー

ス・フィナンシャル・アドバイザリ

ー・サービス株式会社（現プライスウ

ォーターハウスクーパース株式会社）

入社 

平成 15 年６月  株式会社産業再生機構入社 

平成 16 年９月  株式会社ミヤノ（現シチズンマシナリ

ーミヤノ株式会社）取締役 

平成 17 年４月  同社取締役副社長 

平成 18 年４月  同社代表取締役副社長 

平成 20 年９月  フロンティア・マネジメント株式会社

執行役員 

平成 21 年 11 月  株式会社企業再生支援機構 

マネージング･ディレクター（現任） 

100 
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平成 22 年９月  セノー株式会社取締役（現任） 

平成 23 年２月  株式会社富士テクニカ（現株式会社富

士テクニカ宮津）取締役（現任） 

株式会社富士テクニカアセンブリシ

ステム取締役（現任） 

３ 

中西 雅也 

（昭和 51年３月 13日生） 
平成 11 年４月  株式会社富士銀行（現株式会社みずほ

銀行）入行 

平成 14 年７月  株式会社グラックス・アンド・アソシ

エイツ入社 

平成 16 年４月  株式会社産業再生機構入社 

平成 17 年３月  株式会社宮崎交通取締役 

平成 19 年３月  株式会社ドーガン・アドバイザーズ 

入社 

株式会社ドーガン・インベストメンツ

入社 

平成 19 年 10 月  YOCASOL 株式会社取締役 

平成 20 年３月  株式会社ドーガン・インベストメンツ

取締役 

平成 20 年４月  株式会社サンカラー取締役 

平成 21 年３月  熊本駅前ビル株式会社取締役 

平成 21 年６月  株式会社キューサイ分析研究所 

取締役 

平成 22 年６月  株式会社企業再生支援機構 

ディレクター（現任） 

－ 

４ 

高橋 和重 

（昭和46年10月13日生） 
平成 10 年２月  株式会社リミックス入社 

平成 12 年２月  朝日監査法人（現有限責任あずさ監査

法人）入所 

平成 21 年 10 月  株式会社企業再生支援機構 

マネージャー 

平成 22 年９月  セノー株式会社監査役（現任） 

平成 23 年１月  株式会社企業再生支援機構 

ディレクター（現任） 

－ 

５ 

櫻田 浩一 

（昭和 36年５月 21日生） 

昭和 60 年４月  Smith Barney, Harris Upham & Co.

入社 

平成２年８月   Morgan Stanley & Co.Incorporated

入社 

平成３年９月   モルガン・スタンレー・ジャパン・リ

ミテッド（現三菱 UFJ モルガン・スタ

ンレー証券株式会社）入社 

平成 13 年 12 月  同社マネージング・ディレクター 

平成 17 年９月  ドイツ証券会社東京支店（現ドイツ証

券株式会社） 

マネージングディレクター 

平成 21 年 10 月  株式会社企業再生支援機構 

常務執行役員 

平成 21 年 11 月  同社常務取締役（現任） 

平成 23 年２月  株式会社富士テクニカ（現株式会社富

士テクニカ宮津）取締役（現任） 

平成 23 年８月  ヤマギワ株式会社取締役（就任予定） 

－ 

※櫻田浩一氏は会社法第２条第 15 号に定める社外取締役であります。 
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監査役候補者は次のとおりであります。 

 

候補者 

番号 

氏名 

（生年月日） 

略歴 所有株式数

（株） 

１ 

細川 敬章 
（昭和 47 年９月４日生） 

平成 15 年 10 月  弁護士登録（東京弁護士会所属） 

ときわ総合法律事務所（現西村あさ

ひ法律事務所）入所 

平成 21 年 10 月  株式会社企業再生支援機構 

マネージャー 

平成 22 年７月  同社ディレクター（現任） 

平成 22 年９月  セノー株式会社監査役（現任） 

平成 23 年２月  株式会社富士テクニカ（現株式会社

富士テクニカ宮津）取締役（現任） 

－ 

２ 

中島 宏記 
（昭和48年８月11日生） 

平成８年 10 月  太田昭和監査法人（現新日本有限責

任監査法人）入所 

平成 12 年３月  公認会計士登録 

平成 16 年４月  株式会社産業再生機構入社 

平成 17 年 12 月  新日本監査法人（現新日本有限責任

監査法人）入所 

平成 21 年 11 月  株式会社企業再生支援機構 

マネージャー 

平成 22 年８月  医療法人財団養生院評議員（現任） 

平成 23 年７月   株式会社企業再生支援機構 

ディレクター（現任） 

－ 

※細川敬章氏及び中島宏記氏は会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。 

 

 

Ⅳ．臨時株主総会の開催及び付議議案 

1. 開催日 

平成 23 年８月 31 日（水） 午前 10 時 

 

2. 開催場所 

大阪府堺市堺区戎島町四丁 45 番地の１ 

リーガロイヤルホテル堺 ３階 利休の間 

 

3. 付議議案 

第１号議案 資本金の額の減少の件 

第２号議案 剰余金の処分の件 

第３号議案 定款一部変更の件 

第４号議案 取締役５名選任の件 

第５号議案 監査役２名選任の件 

以 上 


