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平成 23 年 12 月 29 日 

各      位 

会 社 名   株式会社エムケーキャピタルマネージメント 

代表者名   代表取締役 兼 社長執行役員 加藤 一郎太 

（コード番号 2478  東証マザーズ） 

問合せ先   取締役 兼 常務執行役員  嵯峨 行介 

（TEL．03 － 5775 － 2478 ） 

 

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、本日開催の当社取締役会において、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において定義します。）の

取得について平成 24 年２月７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、本臨時株主総会と同日開

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．マーブルホールディングス株式会社による当社の完全子会社化のための当社定款の一部変更について 

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 11 月 25 日付当社プレスリリース「マーブルホールディングス株式会社による当社株券等

に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」等にてお知らせいたしましたとおり、マーブルホールデ

ィングス株式会社（以下「マーブル社」といいます。）は、平成 23 年 10 月 11 日から当社普通株式及び

当社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 11 月 24 日に終了しております。本公開買付けの結果、マーブル社は平成 23 年 12 月１日（本

公開買付けの決済開始日）をもって、当社普通株式 150,483 株（議決権所有割合 95.66％）を保有する

に至っております。なお、「議決権所有割合」は、当社が平成 23 年 11 月 28 日付で提出した第 10 期有

価証券報告書に記載された平成23年８月31日現在の当社の発行済株式総数である157,304個を分母と

して算出しております（以下同じです。）。 

平成 23 年 10 月７日付マーブル社のプレスリリース「株式会社エムケーキャピタルマネージメント株

券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び平成 23 年 10 月 11 日付マーブル社の公開買付

届出書において開示されておりますとおり、マーブル社は、ユニゾン・キャピタル・グループに属する

投資ファンドが出資するユニゾン・キャピタル３号投資事業組合、Unison Capital III(F),L.P.、Unison 

Capital III(A),L.P.及び Unison Capital III(B),L.P.（以下「マーブル社の出資者」と総称します。）

がその発行済株式の全てを保有している株式会社であり、本公開買付けを行い、当社普通株式及び当社

新株予約権を取得及び保有し、当社の事業を支配及び管理することを主たる目的として平成 23 年９月

に設立された株式会社です。また、Unison Capital I,L.P.、Unison Capital II,L.P.、Unison Capital 

Partners III(A)及び Unison Capital Partners III(B)（以下「ユニゾン４ファンド」と総称します。）、

マーブル社並びにマーブル社の出資者はユニゾン・キャピタル・グループに属し、ユニゾン・キャピタ

ル株式会社（以下「ユニゾン」といいます。）はマーブル社の出資者及びユニゾン４ファンドのサブア
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ドバイザーであります。 

ユニゾン・キャピタル・グループは、上記マーブル社のプレスリリース及び公開買付届出書において

開示されておりますとおり、当社の代表取締役である加藤一郎太氏（以下「加藤氏」といいます。）と

の間で、当社を今後中長期的に成長させていくという観点から、当社の事業戦略や資本政策等について

の協議・検討を行ってきたとのことであり、その協議・検討の結果等を踏まえて、当社グループが国内

外の投資資金を受託できる不動産キャピタル・マネージメント会社として長期的な競争力を強化し、持

続的な成長を果たすためには、より機動的かつ柔軟な意思決定を可能とするグループ経営体制への転換

及びさらなる経営組織の強化が必要と判断するに至ったとのことです。そこで、これを実現すべく、ユ

ニゾン・キャピタル・グループは、本公開買付けを通じてマーブル社が買付予定数の下限（当社が平成

23 年７月 14 日付で提出した第 10 期第３四半期報告書（以下「本四半期報告書」といいます。）に記載

された平成 23 年５月 31 日現在の当社の発行済株式総数（157,304 株）に当社新株予約権（5,635 個）

の目的となる当社普通株式の数（5,635 株）を加えた株式数（162,939 株）に、３分の２を乗じた株式

数（108,626 株））以上の当社普通株式を所有し、その上で、重要課題に対してより機動的かつ柔軟に

対処していくことが最善であると判断して、本公開買付けを実施することとしたとのことです。さらに、

当社の企業価値向上のためには、当社の受託資産残高（以下「ＡＵＭ」といいます。）拡大に向けたよ

り積極的な事業拡張や営業活動の展開などが必要であると判断するに至っており、また、マーブル社と

してはＡＵＭ拡大に向けたセイムボート資金を提供する意向があるとのことですが、ＡＵＭ拡大に向け

た施策を実現するためには相応の時間とコストが必要となり、また、当該施策は必ずしも当初の予定ど

おりに収益に寄与するとは限らず、一定のリスクを伴うものであり、短期的に収益の変動性が高まり、

業績に悪影響を与える懸念もあります。そのため、マーブル社は、このような影響が一般株主の皆様に

及ぶことを回避し、マーブル社において当該リスクを引き受けるべく、最終的に当社の完全子会社化を

目的とした本公開買付けを実施することとしたとのことです。また、マーブル社としては、上記のよう

な懸念や一般株主の皆様への悪影響の可能性を斟酌するとともに、一般株主の皆様の意思を尊重した上

で完全子会社化手続を進めるのが最良であろうと判断し、本公開買付けに対して基準株式数（（ⅰ）ユ

ニゾン４ファンド及び加藤氏の所有する当社普通株式の合計（112,354 株）に（ⅱ）本四半期報告書に

記載された平成 23 年５月 31 日現在の当社の発行済株式総数（157,304 株）から、ユニゾン４ファンド

及び加藤氏の所有する当社普通株式の合計株式数（112,354 株）を控除した株式数（44,950 株）の過半

数に相当する株式数（22,476 株）を加えた合計株式数（134,830 株、議決権所有割合 85.71％）をいい

ます。以下同じとします。）以上の当社普通株式の応募があった場合には、当社を完全子会社化するこ

とを目的とする一連の取引（以下「本取引」といいます。）を実施することとしたとのことです。 

当社といたしましても、平成 23 年 10 月７日付当社プレスリリース「マーブルホールディングス株式

会社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」においてお知らせいたしまし

たとおり、当社の取締役会において、リーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所から受け

た法的助言及び第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングから取得した平成 23 年

10 月４日付株式価値算定書の内容を踏まえつつ、本取引に関する提案を検討するために当社の取締役

会の諮問機関として、平成 23 年９月７日に当社が設置した第三者委員会（以下「本第三者委員会」と

いいます。）からの答申の内容を最大限に尊重しながら、本公開買付けを含む本取引に関する諸条件に

ついて当社の企業価値向上の観点から慎重に協議及び検討を行いました。 

その結果、当社の取締役会は、上記のような当社を取り巻く事業環境及び当社が直面する経営課題等

を踏まえると、引き続きユニゾン・キャピタル・グループの支援を受け、同グループの有する国内外の

広範囲なネットワークやこれまでのノウハウを活かした経営体制の強化やＡＵＭ拡大等の経営施策を

迅速に実施していくことが、当社の中長期的かつ持続的な企業価値の向上の達成につながるものであり、

かかる施策の実施のためには、本公開買付けにより、マーブル社が買付予定数の下限以上の当社普通株

式を取得することで、当社においてより機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制が構築される

こと、ひいては機動的かつ柔軟な資金調達等が可能となることが有益であり、さらには本公開買付けの

結果、基準株式数以上の当社普通株式の応募がなされ、マーブル社により当社の完全子会社化が行われ
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れば、資金調達等の重要課題に対してさらに機動的かつ柔軟な対処が可能となるため、当社の企業価値

をより一層向上させることができることから、本取引の一環として行われる本公開買付けは当社の企業

価値向上に資するものであると判断し、平成 23 年 10 月７日開催の当社の取締役会において、本公開買

付けに賛同の意見を表明することを決議いたしました。 

上記取締役会決議は、当社取締役のうち、代表取締役である加藤氏がその保有に係る当社普通株式の

全てを本公開買付けに応募する旨の応募契約をマーブル社と締結し、またマーブル社と本公開買付けへ

の応募について合意しているユニゾン４ファンドとの間で株主間契約を締結していること、社外取締役

松田清人氏（以下「松田氏」といいます。）がマーブル社の代表取締役並びにマーブル社の出資者及び

マーブル社と本公開買付けへの応募について合意しているユニゾン４ファンドのサブアドバイザーで

あるユニゾンの取締役を兼務していること、社外取締役山本修氏（以下「山本氏」といいます。）がユ

ニゾンの取締役を兼務していること、及び社外取締役大谷直樹氏（以下「大谷氏」といいます。）がユ

ニゾンの従業員を兼務していることに鑑みて、本第三者委員会及び森・濱田松本法律事務所のアドバイ

スを受け、二段階の決議を行うこととし、構造的な利益相反状況を回避するため、まず、利益相反のお

それがない唯一の当社取締役である嵯峨行介氏（以下「嵯峨氏」といいます。）１名で審議のうえ、本

公開買付けに賛同の意見を表明する旨を承認する決議を行った後、さらに、会社法第 369 条に定める取

締役会の定足数を考慮し、加藤氏及び大谷氏を加えた３名の取締役にて改めて審議し、その全員一致で

上記意見を表明する旨を承認する決議を行っております。他方、松田氏及び山本氏は、構造的な利益相

反状況を回避するため、いずれも本公開買付けへの意見表明に関する議案の審議及び決議に一切参加し

ておりません。なお、当社とマーブル社又は本第三者委員会との間の本取引に係る協議・検討・交渉は、

構造的な利益相反のおそれがない取締役である嵯峨氏がこれを行い、加藤氏、松田氏、山本氏及び大谷

氏は、いずれも当社の取締役の立場においてマーブル社又は本第三者委員会との協議・検討・交渉には

参加しておりません。 

また、当社監査役全員（社外監査役２名を含み、いずれも本件について利害関係を有しません。）は、

上記取締役会に出席して審議に参加し、いずれも取締役会が本公開買付けに関して上記意見を表明する

ことに異議がない旨の意見を述べております。 

 

以上の点を踏まえ、当社は今般、本公開買付けに対して基準株式数以上の当社普通株式の応募がなさ

れたこと及びマーブル社からの要請を受けたことから、本臨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、当社をマーブル社の完全子会社とするために必要な以下の

①から③の方法（以下、総称して「本完全子会社化手続」といいます。）を実施することといたしまし

た。 

上記本完全子会社化手続に関する当社取締役会における審議及び決議においては、松田氏がマーブル

社の代表取締役及びマーブル社の出資者のサブアドバイザーであるユニゾンの取締役を兼務している

こと、山本氏がユニゾンの取締役を兼務していること、及び大谷氏がユニゾンの従業員を兼務している

ことに鑑み、構造的な利益相反状況を回避するため、まず利益相反のおそれがない加藤氏及び嵯峨氏の

２名の取締役での審議を経て、その全員一致で本完全子会社化手続に関する議案を承認する決議を行っ

た後、さらに、会社法第 369 条の規定に基づく取締役会の定足数を確実に満たすという観点から、大谷

氏を加えた３名の取締役で改めて審議を行い、その全員一致で本完全子会社化手続に関する議案を承認

する決議を行っております。他方、松田氏及び山本氏は、構造的な利益相反状況を回避するため、いず

れも本完全子会社化手続に関する議案の審議及び決議に一切参加しておりません。なお、上記取締役会

には、当社の監査役全員（社外監査役２名を含み、いずれも本件について利害関係を有しません。）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。

これらの取締役会決議の方法その他の全部取得条項付普通株式（下記②において定義します。）の取得

の手続に関しては、当社のリーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所の助言を得ておりま

す。 
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① 当社の定款の一部を変更して、普通株式、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式とは別の、下記（２）に

記載の定款変更案第６条の２に定める内容の甲種優先株式（以下「甲種優先株式」といいます。）

を発行することができる旨の定めを設けます。 

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。）を付す旨の定めを設けます（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。）。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

特別決議によってその全部（当社が保有する自己株式を除きます。以下同じです。）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、甲種優先株式を 7,600 分の１株の割合

をもって交付する旨の定めを設けます。 

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、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、当該取得と引き換えに、当社を除く

全部取得条項付普通株式の株主様に対して、取得対価として、その保有する全部取得条項付普通株

式１株につき甲種優先株式 7,600 分の１株の割合をもって交付いたします。なお、マーブル社以外

の各株主様に対して取得対価として交付される甲種優先株式の数は、１株未満の端数となる予定で

す。また、交付される甲種優先株式が１株未満となる各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って、最終的には金銭が交付されることとなります。 

 

当社は、甲種優先株式を全部取得条項付普通株式の取得対価として交付したことにより生じる甲種優

先株式の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。）に相当する甲種優先株式を、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、マーブ

ル社に対して甲種優先株式を売却することを予定しております。この場合の甲種優先株式の売却価格に

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の各

株主様が保有していた全部取得条項付普通株式の数に 35,000 円（本公開買付けにおける当社普通株式

１株当たりの買付価格。以下「本公開買付価格」といいます。）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。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－１」は本完全子会社化手続のうち①をご提案するもので、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、当社普通株式の全部取得と引き換えに交

付する普通株式とは別の種類の株式（甲種優先株式）を発行できる旨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Ａ種優先株式及びＢ種優先株式を発行する予定がないことから、

Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に関する定款の定めを削除いたします。 
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(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、本臨時株主総会

において「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た時点で、その効力が生じる

ものといたします。 

（下線は変更部分を示します。） 

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種類株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、629,216株とし、

各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次の

とおりとする。 

     普通株式     629,216 株 

     Ａ種優先株式   121,340 株 

     Ｂ種優先株式   121,340 株 

      

 

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） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、629,216株とし、

各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次の

とおりとする。 

     普通株式     629,216 株 

     甲種優先株式     100 株 

（削除） 

 

（新設） 

 

 

（甲種優先株式） 

第６条の２ 当会社は、残余財産を分配するときは、甲

種優先株式を有する株主（以下「甲種優先株主」

という。）または甲種優先株式の登録株式質権者

（以下「甲種優先登録株式質権者」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、

甲種優先株式１株につき１円（以下「甲種残余

財産分配額」という。）を支払う。甲種残余財産

分配額の分配後、普通株主または普通登録株式

質権者に対して残余財産を分配する場合には、

甲種優先株主または甲種優先登録株式質権者

は、甲種優先株式１株あたり、普通株式１株あ

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。 

 

第２章の２  優先株式 

 

（省略） 

 

（削除） 

 

（削除） 
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現行定款 変更案 

第３章  株主総会 

 

第 16 条 

 ～  （条文省略） 

第 20 条 

第３章  株主総会 

 

第 10 条 

 ～  （現行どおり） 

第 14 条 

 

（種類株主総会） 

第 21 条 第 19 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。 

２． 第 19 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。 

３． 第 18 条および第 20 条の規定は、種類株主総会

にこれを準用する。第 16 条の規定は、定時株主

総会と同日に開催される種類株主総会にこれを

準用する。 

 

第 22 条 （条文省略） 

 

 

（種類株主総会） 

第 15 条 第 13 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。 

２． 第 13 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。 

３． 第 12 条および第 14 条の規定は、種類株主総会

にこれを準用する。第 10 条の規定は、定時株主

総会と同日に開催される種類株主総会にこれを

準用する。 

 

第 16 条 （現行どおり） 

第４章 取締役および取締役会 

 

第 23 条 

 ～  （条文省略） 

第 55 条 

第４章 取締役および取締役会 

 

第 17 条 

 ～  （現行どおり） 

第 49 条 
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２．全部取得条項に係る定款の一部変更の件（「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、「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」）」

でご説明申し上げました本完全子会社化手続のうち②をご提案するものであり、「定款一部変更の件－

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

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株と引き

換えに、「定款一部変更の件－１」における定款変更に基づき新たに発行することが可能となる甲種優

先株式を 7,600 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ほか、所要の変更を行うもの

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－２」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－１」及び「全部取得条項付普通株式の取得の決定の件」（下記Ⅱにおい

て定めます。）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－２」と同内容の定款変更案に係る議案（全部取得条項に係る定款一部変更の件）が原案どお

り承認可決されることを条件として、平成 24 年３月 10 日に、その効力を生じるものといたします。 

（下線は変更部分を示します。） 

「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 

 

（新設） 

      

第２章  株 式 

 

（全部取得条項） 

第６条の３ 当会社は、当会社が発行する普通株式につ

いて、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。 

   ２． 当会社が前項の規定に従って普通株式の全部を

取得する場合には、普通株式の取得と引き換え

に、普通株式１株につき甲種優先株式を 7,600

分の１株の割合をもって交付する。 

 

（新設） 

      

附則 

 

第１条 本定款第６条の３の規定は、平成 24 年３月 10

日をもって効力を生じるものとし、同日の経過

をもって本条を削るものとする。 
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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の全部を取得することを必要とする理由 

「Ⅰ．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」）」でご説明申し上げま

したとおり、当社としては、マーブル社による当社の完全子会社化が、当社の企業価値向上に資するも

のと判断するに至り、株主様のご承認をいただくことを条件として、本完全子会社化手続を行うことと

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、本完全子会社化手続のうち③をご提案するもので

あり、会社法第 171 条第１項並びに「定款一部変更の件－１」及び「定款一部変更の件－２」による変

更後の当社の定款に基づき、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、当該取得と引き換えに、「定款一部変更の件－１」による定款変更に基づき当社が新たに発行す

ることが可能となる甲種優先株式を交付するものです。 

当該交付がなされる甲種優先株式の数については、当社を除く全部取得条項付普通株式の株主様に対

して、その保有する全部取得条項付普通株式１株につき、甲種優先株式を 7,600 分の１株の割合をもっ

て交付されることとなります。なお、当該交付がなされる甲種優先株式の数は、「Ⅰ．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」）」でご説明申し上げましたとおり、マーブル社

以外の各株主様に対して当社が交付する甲種優先株式の数が１株未満の端数となるように設定されて

おります。 

かかる株主様に対する交付の結果生じる甲種優先株式の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。）に相当する甲種優先株式を会社法第 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項に基づき裁判所の許可を得てマーブル社に対して甲種優先株式を売却することを予定

しております。この場合の甲種優先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の株主様が保有していた全部取得条項付普通株式の数

に 35,000 円（本公開買付価格）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。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。 

 

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 条第１項並びに「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

の当社の定款に基づき、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（平成

24 年３月９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録された当社を除く全部

取得条項付普通株式の株主様に対して、その保有する全部取得条項付普通株式１株の取得と引き換えに、

甲種優先株式を 7,600 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 24 年３月 10 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、本臨時株主総会におい

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いて「定款一部変更の件－２」と同内容の議案が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－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
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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。 

 

 

Ⅲ．上場廃止について 

本臨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

普通株式の取得の決定の件」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－２」と同内容の議案が原案どおり承認可決された場合には、当社の普通株式は、株式会社

東京証券取引所マザーズ市場（以下「東証マザーズ市場」といいます。）の上場廃止基準に該当するこ

ととなり、平成 24 年２月７日から平成 24 年３月６日までの間、整理銘柄に指定された後、平成 24 年

３月７日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社の普通株式を東証マザーズ市場におい

て取引することはできません。 

 

 

Ⅳ．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要（予定）は以下のとおりです。 
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11月26日（土） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会基準日 平成23年12月12日（月） 

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12月29日（木） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会開催日 平成24年２月７日（火） 

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24年２月７日（火） 

整理銘柄への指定 平成24年２月７日（火） 

全部取得条項付普通株式の取得及び甲種優先株式交付に係る基準日設

定公告 

平成24年２月18日（土） 

当社普通株式の売買最終日 平成24年３月６日（火） 

当社普通株式の上場廃止日 平成24年３月７日（水） 

全部取得条項付普通株式の取得及び甲種優先株式交付に係る基準日 平成24年３月９日（金） 

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24年３月10日（土） 

全部取得条項付普通株式の取得及び甲種優先株式の交付の効力発生日 平成24年３月10日（土） 

 

 

Ｖ．支配株主との重要な取引等に関する事項 

マーブル社は、当社の発行済株式の 95.66％を所有していることから、上記Ⅱ．に記載の全部取得条

項付普通株式の取得（以下「本件取得」といいます。）は、支配株主との重要な取引等に該当します。 

当社は、平成 23 年 11 月 30 日付コーポレートガバナンス報告書「Ⅰ．４．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」に記載のとおり、上場会社として一定の独立性を確

保しており、支配株主等との各取引における取引条件については、一般的取引と同様の条件によって、

公正かつ適切に行っており、支配株主等と支配株主等以外の少数株主の皆様の利益が実質的に相反する

おそれがある取引を開始する場合は、取締役会において多面的に議論するなど、公正性の担保に留意し、

少数株主の皆様に不利益を与えることがないよう、適切に対応することとしております。 

当社は、本件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決定の件」

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、甲種優先株式を

売却することによって得られた金銭を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
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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、各株主様が別途定める基準日（平成

24 年３月９日とすることを予定しております。）において保有する全部取得条項付普通株式の数に

35,000 円（本公開買付価格）を乗じた金額に相当する金銭となるように設定することを予定しており

ます。 

また、マーブル社が当社を完全子会社化する取引の一環をなす本公開買付けの公正性を担保するため

の措置として当社が講じた措置につきましては、平成 23 年 10 月７日付当社プレスリリース「マーブル

ホールディングス株式会社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

「3.(4)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」に記載のとおりです。 

加えて、当社は、上記平成 23 年 10 月７日付当社プレスリリースの「3.(4)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

「② 当社における本第三者委員会による検討」に記載のとおり、本取引に関する提案を検討するため

に当社の取締役会の諮問機関として、当社及びユニゾン・キャピタル・グループから独立性を有する外

部有識者及び社外監査役の４名で構成される本第三者委員会を設置していたところ、本第三者委員会は、

平成 23 年 10 月５日に、当社の取締役会に対し、本公開買付けに対して当社取締役会が賛同の意見を表

明すること、及び本公開買付けの成立後に、マーブル社が当社の完全親会社となることを目的として、

当社が、全部取得条項付種類株式を用いる方法により、取得の対価としてマーブル社以外の各株主様に

交付される金銭の額を、各株主様が保有する全部取得条項付普通株式の数に本公開買付価格を乗じた金

額に相当する額となるようにして、当社の発行済株式の全部を取得することは、いずれも、当社の少数

株主にとって不利益なものでないと認められることを委員全員の一致で決議し、同内容の答申書を提出

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。）。 

また、本件取得を含む本完全子会社化手続に関する当社取締役会における審議及び決議においては、

松田氏がマーブル社の代表取締役及びマーブル社の出資者のサブアドバイザーであるユニゾンの取締

役を兼務していること、山本氏がユニゾンの取締役を兼務していること、及び大谷氏がユニゾンの従業

員を兼務していることに鑑み、構造的な利益相反状況を回避するため、まず利益相反のおそれがない加

藤氏及び嵯峨氏の２名の取締役での審議を経て、その全員一致で本完全子会社化手続に関する議案を承

認する決議を行った後、さらに、会社法第 369 条の規定に基づく取締役会の定足数を確実に満たすとい

う観点から、大谷氏を加えた３名の取締役で改めて審議を行い、その全員一致で本完全子会社化手続に

関する議案を承認する決議を行っております。他方、松田氏及び山本氏は、構造的な利益相反状況を回

避するため、いずれも本完全子会社化手続に関する議案の審議及び決議に一切参加しておりません。な

お、上記取締役会には、当社の監査役全員（社外監査役２名を含み、いずれも本件について利害関係を

有しません。）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。これらの取締役会決議の方法その他の本件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森・濱田松本法律事務所の助言を得ております。 

当社取締役会は、以上を踏まえ、本件取得を含む本完全子会社化手続は少数株主の利益を害するもの

ではないと判断しておりますので、本件取得は上記指針に適合していると考えております。 

 

以上 


