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臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会における 

修正動議に関するお知らせ 

 

当社の支配株主である田中邦興氏より、平成 23 年 12 月 27 日開催予定の臨時株主総会及

び普通株式に係る種類株主総会（以下「本株主総会」と総称します。）において修正動議を

提出する予定である旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。 

なお、会社提案による議案の詳細につきましては、平成 23 年 11 月 18 日付「第三者割当

による劣後株式及び新株予約権付ローンに係る新株予約権の発行、定款の一部変更、主要

株主、主要株主である筆頭株主及び支配株主の異動並びに代表取締役及び取締役の異動に

関するお知らせ」、平成 23 年 12 月９日付「（訂正）「第三者割当による劣後株式及び新株予

約権付ローンに係る新株予約権の発行、定款の一部変更、主要株主、主要株主である筆頭

株主及び支配株主の異動並びに代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂

正について」並びに平成 23 年 12 月９日付「臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総

会の付議議案等の決定に関するお知らせ」（以下「本お知らせ」と総称します。）をご参照

下さい。 

 

記 

 

Ⅰ．修正動議の内容 

修正動議の内容は別添のとおりとする。 

 

Ⅱ．修正動議提出の理由 

本日付「棚卸資産の過誤の修正及び過年度決算修正の可能性について」にて公表い

たしましたとおり、このたび、当社の内部監査部門・管理部門の内部監査の結果、当

社営業本部 店舗推進グループ 眼鏡推進担当において、棚卸資産の過誤の修正及び

過年度決算修正の可能性が判明いたしました。かかる不適切な会計処理に係る今後の

対応について当社及びアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合の間、並びに当

社及び田中邦興氏の間で協議を行った結果、本お知らせにおいて公表いたしました第

三者割当によるＡ種劣後株式（以下「本第三者割当増資」といいます。）並びに新株予

約権付ローンに係る第１回新株予約権、第２回新株予約権、第３回新株予約権及び第

４回新株予約権の発行（以下「本新株予約権発行」といいます。）については、かかる



棚卸資産の過誤による過年度決算修正に起因する当社への影響についての割当先によ

る確認に一定期間を要することから、田中邦興氏は、株主として、本第三者割当増資

に係る払込時期及び本新株予約権発行に係る割当日を延期することが必要であるとの

判断に至ったとのことです。 

 

Ⅲ．その他 

当社としましては、上記の不適切な会計処理に係る今後の対応についてアドバンテ

ッジパートナーズ有限責任事業組合及び田中邦興氏との間で協議を行った結果、割当

先が払込みの判断を行うに当たっては、かかる棚卸資産の過誤に起因する過年度決算

修正による当社への影響についての割当先による確認に一定期間を要することや、か

かる修正動議は、本第三者割当増資に係る払込時期及び本新株予約権発行に係る割当

日の延期に伴う条件以外の条件の修正を行うものではなく、棚卸資産の過誤の修正及

び過年度決算修正の可能性が判明した状況において、条件を修正することにより既存

株主の利益に悪影響を与えることがないように配慮がなされていることから、かかる

修正動議の提出の理由は相当であると考えており、修正動議の内容に賛同いたします。 

本件動議は、本株主総会当日、議場にて審議いただくこととなりますので、既に招

集通知記載の臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会における決議事項の原案

に賛成の議決権行使書をご提出された株主様で、今回の田中邦興氏からの修正動議へ

の賛成に変更されたい方は、当日、本株主総会にご出席いただきますよう、お願い申

し上げます。 

なお、本日付「棚卸資産の過誤の修正及び過年度決算修正の可能性について」にて

公表いたしましたとおり、今般、棚卸資産の過誤の修正及び過年度決算修正の可能性

が判明したため、当社は本日、平成 23 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において平成

23 年 12 月 28 日を割当日として発行することを決議した新株予約権付が付されたロー

ンに係る有価証券届出書を取り下げの上、当初予定の資金調達を行い、早期に当社の

事業再生計画を遂行するために、関係当局と協議した結果、本新株予約権発行につい

て私募として行うことが法的に可能であると判断し、本新株予約権発行を別に私募と

して行うことを本日開催の当社取締役会において決議し、本第三者割当増資に係る臨

時報告書の訂正報告書を本日提出いたしました。本新株予約権発行に要する手続であ

る平成 23 年 12 月 27 日開催予定の当社臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会

につきましては、当初予定通り開催することにしております。 

 

以 上 



別添.（修正動議の内容) 
 
 

修正動議の内容 

 

修正動議の内容は以下のとおりとする。 

 

１．臨時株主総会 

 

（１）第１号議案から第５号議案に共通する条件 

招集通知記載の「第１号議案から第５号議案に共通する条件」に関し、別紙１のとお

り修正する。 

 

（２）第三者割当によるＡ種劣後株式発行の件 

招集通知記載の「第２号議案 第三者割当によるＡ種劣後株式発行の件」に関し、別

紙２のとおり修正する。 

 

（３）第三者割当による新株予約権発行の件 

招集通知記載の「第３号議案 第三者割当による新株予約権発行の件」に関し、募集

事項及び本新株予約権の内容を別紙３乃至６のとおり修正する。 

 

（４）取締役３名選任の件 

招集通知記載の「第５号議案 取締役３名選任の件」に関し、取締役候補者について

は原案どおりとし、条件を別紙７のとおり修正する。 

 

２．普通株式に係る種類株主総会 

 

招集通知記載の「第１号議案及び第２号議案に共通する条件」に関し、別紙８のとお

り修正する。 

 



別紙１．（第１号議案から第５号議案に共通する条件） 

（下線は変更箇所を示す。） 

 

【臨時株主総会】 

第１号議案から第５号議案に共通する条件 

 

変  更  前 変  更  後 

以下において、第１号議案から第５号議案に基

づく各事項は、それぞれ各議案において別途規

定されている条件に加え、これらの各議案全て

が本臨時株主総会において承認されること、普

通株主様による種類株主総会の第１号議案（定

款一部変更の件(1)）及び第２号議案（定款一部

変更の件(2)）が普通株主様による種類株主総会

において承認されること並びにＡ種優先株主様

による種類株主総会の第１号議案（定款一部変

更の件(1)）及び第２号議案（定款一部変更の件

(2)）がＡ種優先株主様による種類株主総会にお

いて承認されること（以下「共通の条件」とい

います｡）を条件として実行されることになりま

す。 

以下において、第１号議案から第５号議案に基

づく各事項は、それぞれ各議案において別途規

定されている条件に加え、これらの各議案（各

原案の修正案を含む。）全てが本臨時株主総会に

おいて承認されること、普通株主様による種類

株主総会の第１号議案（定款一部変更の件(1)）

及び第２号議案（定款一部変更の件(2)）（各原

案の修正案を含む。）が普通株主様による種類株

主総会において承認されること並びにＡ種優先

株主様による種類株主総会の第１号議案（定款

一部変更の件(1)）及び第２号議案（定款一部変

更の件(2)）がＡ種優先株主様による種類株主総

会において承認されること（以下「共通の条件」

といいます｡）を条件として実行されることにな

ります。 

 



別紙２．（第２号議案 第三者割当によるＡ種劣後株式発行の件） 

（該当の変更箇所のみ記載。下線は変更箇所を示す。） 

 

【臨時株主総会】 

第２号議案 第三者割当によるＡ種劣後株式発行の件 

 

 

変  更  前 変  更  後 

2. 募集事項の内容 

(4)申込期日 平成 23 年 12 月 28 日 

(5)払込期日 平成 23 年 12 月 28 日 
 

2. 募集事項の内容 

(4)申込期日 平成 24 年１月 31 日 

(5)払込期日 平成 24 年１月 31 日 
 



別紙３．（第１回新株予約権発行要項） 

（該当の変更箇所のみ記載。下線は変更箇所を示す。） 

 

株式会社メガネスーパー第１回新株予約権発行要項 

 



変  更  前 変  更  後 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産

の内容及び価額 

(1) 各第１回新株予約権の行使に際して

出資される財産は、投資事業有限責任

組合アドバンテッジパートナーズ IV

号・適格機関投資家間転売制限付分除

外少人数投資家向け及び当社の間の

平成 23 年 12 月 27 日付の金銭消費貸

借契約（以下「第１回ローン契約」と

いう。）に基づく貸金元本債権の全部

又は一部（以下「第１回ローン元本債

権」という。）とし、その価額は、第

１回新株予約権１個につき、金 64 円

とする。 

(2) （略） 

(3) （略） 

 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 23 年 12 月 28 日から平成 27 年４月 30

日の銀行営業時間終了時までの期間（以下

「行使期間」という。）までとする。ただし、

行使期間の最終日が銀行営業日でない場合

にはその前銀行営業日を最終日とする。 

 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 23 年 12 月 28 日 

 

18. その他 

(1) 上記各項については、平成 23 年 12 月

27 日に開催予定の当社の臨時株主総

会及び普通株式に係る種類株主総会

並びにＡ種優先株式に係る種類株主

総会における、発行可能株式総数及び

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の

内容及び価額 

(1) 各第１回新株予約権の行使に際して

出資される財産は、投資事業有限責任

組合アドバンテッジパートナーズ IV

号・適格機関投資家間転売制限付分除

外少人数投資家向け及び当社の間の

平成24年１月30日付の金銭消費貸借

契約（以下「第１回ローン契約」とい

う。）に基づく貸金元本債権の全部又

は一部（以下「第１回ローン元本債権」

という。）とし、その価額は、第１回

新株予約権１個につき、金 64 円とす

る。 

(2) （略） 

(3) （略） 

 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成24年１月31日から平成27年４月30日

の銀行営業時間終了時までの期間（以下「行

使期間」という。）までとする。ただし、行

使期間の最終日が銀行営業日でない場合に

はその前銀行営業日を最終日とする。 

 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 24 年１月 31 日 

 

18. その他 

(1) 上記各項については、平成 23 年 12 月

27 日に開催予定の当社の臨時株主総

会及び普通株式に係る種類株主総会

並びにＡ種優先株式に係る種類株主

総会における、発行可能株式総数及び



 

発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優

先株式の内容の変更並びにＡ種劣後

株式及びＢ種劣後株式の追加を内容

とする定款の一部変更に関する議案

の承認、上記臨時株主総会における第

三者割当の方法によるＡ種劣後株式

及び本新株予約権の発行並びに取締

役の選任に関する各議案の承認、並び

に本新株予約権の発行に係る金融商

品取引法による届出の効力発生を条

件とする。 

(2) (略) 

 

以 上

発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優

先株式の内容の変更並びにＡ種劣後

株式及びＢ種劣後株式の追加を内容

とする定款の一部変更に関する議案

（各原案の修正案を含む。）の承認、

上記臨時株主総会における第三者割

当の方法によるＡ種劣後株式及び本

新株予約権の発行並びに取締役の選

任に関する各議案（各原案の修正案を

含む。）の承認を条件とする。 

(2) (略) 

 

 

以 上 



別紙４．（第２回新株予約権発行要項） 

（該当の変更箇所のみ記載。下線は変更箇所を示す。） 

 

株式会社メガネスーパー第２回新株予約権発行要項 

 



変  更  前 変  更  後 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産

の内容及び価額 

(1) 各第２回新株予約権の行使に際して

出 資 さ れ る 財 産 は 、 AP Cayman 

Partners II, L.P.及び当社の間の平

成 23 年 12 月 27 日付の金銭消費貸借

契約（以下「第２回ローン契約」とい

う。）に基づく貸金元本債権の全部又

は一部（以下「第２回ローン元本債権」

という。）とし、その価額は、第２回

新株予約権１個につき、金 64 円とす

る。 

(2) （略） 

(3) （略） 

 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 23 年 12 月 28 日から平成 27 年４月 30

日の銀行営業時間終了時までの期間（以下

「行使期間」という。）までとする。ただし、

行使期間の最終日が銀行営業日でない場合

にはその前銀行営業日を最終日とする。 

 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 23 年 12 月 28 日 

 

18. その他 

(1) 上記各項については、平成 23 年 12 月

27 日に開催予定の当社の臨時株主総

会及び普通株式に係る種類株主総会

並びにＡ種優先株式に係る種類株主

総会における、発行可能株式総数及び

発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優

先株式の内容の変更並びにＡ種劣後

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の

内容及び価額 

(1) 各第２回新株予約権の行使に際して

出 資 さ れ る 財 産 は 、 AP Cayman 

Partners II, L.P. 及び当社の間の平

成 24 年１月 30 日付の金銭消費貸借

契約（以下「第２回ローン契約」とい

う。）に基づく貸金元本債権の全部又

は一部（以下「第２回ローン元本債権」

という。）とし、その価額は、第２回

新株予約権１個につき、金 64 円とす

る。 

(2) （略） 

(3) （略） 

 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成24年１月31日から平成27年４月30日

の銀行営業時間終了時までの期間（以下「行

使期間」という。）までとする。ただし、行

使期間の最終日が銀行営業日でない場合に

はその前銀行営業日を最終日とする。 

 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 24 年１月 31 日 

 

18. その他 

(1) 上記各項については、平成 23 年 12 月

27 日に開催予定の当社の臨時株主総

会及び普通株式に係る種類株主総会

並びにＡ種優先株式に係る種類株主

総会における、発行可能株式総数及び

発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優

先株式の内容の変更並びにＡ種劣後



 

株式及びＢ種劣後株式の追加を内容

とする定款の一部変更に関する議案

の承認、上記臨時株主総会における第

三者割当の方法によるＡ種劣後株式

及び本新株予約権の発行並びに取締

役の選任に関する各議案の承認、並び

に本新株予約権の発行に係る金融商

品取引法による届出の効力発生を条

件とする。 

(2) (略) 

 

以 上

株式及びＢ種劣後株式の追加を内容

とする定款の一部変更に関する議案

（各原案の修正案を含む。）の承認、

上記臨時株主総会における第三者割

当の方法によるＡ種劣後株式及び本

新株予約権の発行並びに取締役の選

任に関する各議案（各原案の修正案を

含む。）の承認を条件とする。 

(2) (略) 

 

以 上 



別紙５．（第３回新株予約権発行要項） 

（該当の変更箇所のみ記載。下線は変更箇所を示す。） 

 

株式会社メガネスーパー第３回新株予約権発行要項 

 



変  更  前 変  更  後 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産

の内容及び価額 

(1) 各第３回新株予約権の行使に際して

出資される財産は、Japan Ireland 

Investment Partners 及び当社の間の

平成 23 年 12 月 27 日付の金銭消費貸

借契約（以下「第３回ローン契約」と

いう。）に基づく貸金元本債権の全部

又は一部（以下「第３回ローン元本債

権」という。）とし、その価額は、第

３回新株予約権１個につき、金 64 円

とする。 

(2) （略） 

(3) （略） 

 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 23 年 12 月 28 日から平成 27 年４月 30

日の銀行営業時間終了時までの期間（以下

「行使期間」という。）までとする。ただし、

行使期間の最終日が銀行営業日でない場合

にはその前銀行営業日を最終日とする。 

 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 23 年 12 月 28 日 

 

18. その他 

(1) 上記各項については、平成 23 年 12 月

27 日に開催予定の当社の臨時株主総

会及び普通株式に係る種類株主総会

並びにＡ種優先株式に係る種類株主

総会における、発行可能株式総数及び

発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優

先株式の内容の変更並びにＡ種劣後

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の

内容及び価額 

(1) 各第３回新株予約権の行使に際して

出資される財産は、Japan Ireland 

Investment Partners 及び当社の間の

平成24年１月30日付の金銭消費貸借

契約（以下「第３回ローン契約」とい

う。）に基づく貸金元本債権の全部又

は一部（以下「第３回ローン元本債権」

という。）とし、その価額は、第３回

新株予約権１個につき、金 64 円とす

る。 

(2) （略） 

(3) （略） 

 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成24年１月31日から平成27年４月30日

の銀行営業時間終了時までの期間（以下「行

使期間」という。）までとする。ただし、行

使期間の最終日が銀行営業日でない場合に

はその前銀行営業日を最終日とする。 

 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 24 年１月 31 日 

 

18. その他 

(1) 上記各項については、平成 23 年 12 月

27 日に開催予定の当社の臨時株主総

会及び普通株式に係る種類株主総会

並びにＡ種優先株式に係る種類株主

総会における、発行可能株式総数及び

発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優

先株式の内容の変更並びにＡ種劣後



 

株式及びＢ種劣後株式の追加を内容

とする定款の一部変更に関する議案

の承認、上記臨時株主総会における第

三者割当の方法によるＡ種劣後株式

及び本新株予約権の発行並びに取締

役の選任に関する各議案の承認、並び

に本新株予約権の発行に係る金融商

品取引法による届出の効力発生を条

件とする。 

(2) (略) 

以 上

株式及びＢ種劣後株式の追加を内容

とする定款の一部変更に関する議案

（各原案の修正案を含む。）の承認、

上記臨時株主総会における第三者割

当の方法によるＡ種劣後株式及び本

新株予約権の発行並びに取締役の選

任に関する各議案（各原案の修正案を

含む。）の承認を条件とする。 

(2) (略) 

以 上 



別紙６．（第４回新株予約権発行要項） 

（該当の変更箇所のみ記載。下線は変更箇所を示す。） 

 

株式会社メガネスーパー第４回新株予約権発行要項 

 



変  更  前 変  更  後 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産

の内容及び価額 

(1) 各第４回新株予約権の行使に際して

出資される財産は、フォーティーツー

投資組合及び当社の間の平成 23 年 12

月 27 日付の金銭消費貸借契約（以下

「第４回ローン契約」という。）に基

づく貸金元本債権の全部又は一部（以

下「第４回ローン元本債権」という。）

とし、その価額は、第４回新株予約権

１個につき、金 64 円とする。 

(2) （略） 

(3) （略） 

 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 23 年 12 月 28 日から平成 27 年４月 30

日の銀行営業時間終了時までの期間（以下

「行使期間」という。）までとする。ただし、

行使期間の最終日が銀行営業日でない場合

にはその前銀行営業日を最終日とする。 

 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 23 年 12 月 28 日 

 

18. その他 

(1) 上記各項については、平成 23 年 12 月

27 日に開催予定の当社の臨時株主総

会及び普通株式に係る種類株主総会

並びにＡ種優先株式に係る種類株主

総会における、発行可能株式総数及び

発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優

先株式の内容の変更並びにＡ種劣後

株式及びＢ種劣後株式の追加を内容

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の

内容及び価額 

(1) 各第４回新株予約権の行使に際して

出資される財産は、フォーティーツー

投資組合及び当社の間の平成 24 年１

月 30 日付の金銭消費貸借契約（以下

「第４回ローン契約」という。）に基

づく貸金元本債権の全部又は一部（以

下「第４回ローン元本債権」という。）

とし、その価額は、第４回新株予約権

１個につき、金 64 円とする。 

(2) （略） 

(3) （略） 

 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成24年１月31日から平成27年４月30日

の銀行営業時間終了時までの期間（以下「行

使期間」という。）までとする。ただし、行

使期間の最終日が銀行営業日でない場合に

はその前銀行営業日を最終日とする。 

 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 24 年１月 31 日 

 

18. その他 

(1) 上記各項については、平成 23 年 12 月

27 日に開催予定の当社の臨時株主総

会及び普通株式に係る種類株主総会

並びにＡ種優先株式に係る種類株主

総会における、発行可能株式総数及び

発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優

先株式の内容の変更並びにＡ種劣後

株式及びＢ種劣後株式の追加を内容



 
 

とする定款の一部変更に関する議案

の承認、上記臨時株主総会における第

三者割当の方法によるＡ種劣後株式

及び本新株予約権の発行並びに取締

役の選任に関する各議案の承認、並び

に本新株予約権の発行に係る金融商

品取引法による届出の効力発生を条

件とする。 

(2) (略) 

以 上

 

とする定款の一部変更に関する議案

（各原案の修正案を含む。）の承認、

上記臨時株主総会における第三者割

当の方法によるＡ種劣後株式及び本

新株予約権の発行並びに取締役の選

任に関する各議案（各原案の修正案を

含む。）の承認を条件とする。 

(2) (略) 

以 上 



別紙７．（第５号議案 取締役３名選任の件） 

（該当の変更箇所のみ記載。下線は変更箇所を示す。） 

 

【臨時株主総会】 

第５号議案 取締役３名選任の件 

 

 

変  更  前 変  更  後 

事業再生に専門知識を有するアドバンテッジパ

ートナーズ有限責任事業組合のサポートの下

で、強固な収益基盤を確立し、財務体質の抜本

的な改善を行うための抜本的な計画である事業

再生計画を実行し、今後の当社の事業再生及び

持続的成長を図り、企業価値の増大を図るため、

ＡＰファンドが指定するアドバンテッジパート

ナーズ有限責任事業組合から３名の取締役を招

聘することとしております。上記の「第１号議

案から第５号議案に共通する条件」に記載の共

通の条件に加え、本臨時株主総会の翌日に、Ａ

種劣後株式及び本新株予約権の全てが発行さ

れ、並びに本ローン契約に基づき本新株予約権

付ローンの全額が実行されることを条件とし

て、新たに取締役３名の選任をお願いしたいと

存じます。 

事業再生に専門知識を有するアドバンテッジパ

ートナーズ有限責任事業組合のサポートの下

で、強固な収益基盤を確立し、財務体質の抜本

的な改善を行うための抜本的な計画である事業

再生計画を実行し、今後の当社の事業再生及び

持続的成長を図り、企業価値の増大を図るため、

ＡＰファンドが指定するアドバンテッジパート

ナーズ有限責任事業組合から３名の取締役を招

聘することとしております。上記の「第１号議

案から第５号議案に共通する条件」に記載の共

通の条件に加え、平成 24 年１月 31 日に、Ａ種

劣後株式及び本新株予約権の全てが発行され、

並びに本ローン契約に基づき本新株予約権付ロ

ーンの全額が実行されることを条件として、新

たに取締役３名の選任をお願いしたいと存じま

す。 

 



 
別紙８．（第１号議案及び第２号議案に共通する条件） 

（下線は変更箇所を示す。） 

 

【普通株主様による種類株主総会】 

第１号議案及び第２号議案に共通する条件 

 

 
 

 

変  更  前 変  更  後 

以下において、第１号議案及び第２号議案に基

づく各事項は、それぞれ各議案において別途規

定されている条件に加え、これらの各議案全て

が本種類株主総会において承認されること、臨

時株主総会の第１号議案（定款一部変更の件

(1))、第２号議案 (第三者割当によるＡ種劣後

株式発行の件)、第３号議案（第三者割当による

新株予約権発行の件)、第４号議案（定款一部変

更の件(2)）及び第５号議案（取締役３名選任の

件）が臨時株主総会において承認されること並

びにＡ種優先株主様による種類株主総会の第１

号議案（定款一部変更の件(1)）及び第２号議案

（定款一部変更の件(2)）がＡ種優先株主様によ

る種類株主総会において承認されること（以下

「共通の条件」といいます｡）を条件として実行

されることになります。 

以下において、第１号議案及び第２号議案に基

づく各事項は、それぞれ各議案において別途規

定されている条件に加え、これらの各議案（各

原案の修正案を含む。）全てが本種類株主総会に

おいて承認されること、臨時株主総会の第１号

議案（定款一部変更の件(1))、第２号議案 (第

三者割当によるＡ種劣後株式発行の件)、第３号

議案（第三者割当による新株予約権発行の件)、

第４号議案（定款一部変更の件(2)）及び第５号

議案（取締役３名選任の件）（各原案の修正案を

含む。）が臨時株主総会において承認されること

並びにＡ種優先株主様による種類株主総会の第

１号議案（定款一部変更の件(1)）及び第２号議

案（定款一部変更の件(2)）がＡ種優先株主様に

よる種類株主総会において承認されること（以

下「共通の条件」といいます｡）を条件として実

行されることになります。 

 


