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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 ） 

 

（訂正） 

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 

 

 

本日開示いたしました「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」の一

部に、訂正すべき箇所がございましたので、別紙のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線

部を付して表示しております。 
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訂正の内容 
 

（訂正個所のみ記載しております。訂正個所には二重下線を付しております。） 

 

＜訂正前＞ 

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」） 

 (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 

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 

 

 

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） 
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Ｖ．支配株主との重要な取引等に関する事項 

（略） 

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

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。 

（略） 
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＜訂正後＞ 

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」） 

 (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 13 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 13

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 

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 12 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 13 日 

 

 

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７日までの間、整理銘柄に指定された後、平成 24 年

３月８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７日（水） 

当社普通株式の上場廃止日 平成24年３月８日（木） 

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12日（月） 

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13日（火） 

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13日（火） 
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Ｖ．支配株主との重要な取引等に関する事項 

（略） 

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

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 12 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。 

（略） 

 

 

以上 


