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平成24年４月９日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 Ｔ Ａ Ｉ Ｙ Ｏ

代表者名 代表取締役社長 河 渕 健 司

（コード番号：６２５２  東証第二部）

問合せ先
常 務 取 締 役 
経 営 本 部 長 
兼 経 営 企 画 部 長 

島 田 千 佳 代

（ TEL. ０６-６３４０-１１１０） 

 

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、平成24年５月11日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総

会」といいます。）に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全部取得条項付

普通株式（下記「１.(１)(ａ)提案の理由②」において定義いたします。）の取得について付議することを決議

し、併せて、当社普通株式を有する株主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、全部取得条項に係る定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせい

たします。 

 

記 

 

１．定款一部変更 

(１)種類株式発行に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件その１」） 

(ａ)提案の理由 

平成 24 年３月６日付当社プレスリリース「支配株主であるパーカー・ハネフィン・コーポレーシ

ョンの子会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主

の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしました通り、パーカー・ハネフィン・ジャパン・

ホールディングス合同会社（以下「パーカー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングス」といいま

す。）は、平成24年１月20日から同年３月５日までを公開買付期間として、当社普通株式に対する

公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を開始し、本公開買付けの公開買付期間の最終日

をもってこれを終了いたしました。本公開買付けの結果、パーカー・ハネフィン・ジャパン・ホール

ディングスは、平成24年３月９日（本公開買付けの決済開始日）をもって、当社普通株式52,129,383

株（議決権数: 52,129 個、平成 24 年３月９日現在における当社の総株主の議決権に対する割合: 

97.82％）を保有するに至っております。 

平成24年１月19日付当社プレスリリース「支配株主であるパーカー・ハネフィン・コーポレーシ

ョンの子会社による当社株式に対する公開買付けの実施及び応募推奨に関する意見表明のお知らせ」

（以下「本件意見表明リリース」といいます。）においてお知らせいたしました通り、パーカー・ハ

ネフィン・コーポレーション（以下「パーカー」といいます。）と当社は、平成23年 10月中旬頃か

ら当社における喫緊の経営課題及び国内市場の今後の不透明さを踏まえ、両者の企業価値向上策につ

いて協議を重ねてまいりました。その結果、パーカーと当社は、当社がパーカーの完全子会社となる

こと（以下「本完全子会社化」といいます。）が、当社の企業価値を極大化し、ひいては、パーカー

グループ全体の企業価値を拡大するために最善であるとの結論に至り、パーカーの子会社であるパー

カー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングスは、平成24年１月19日に、本公開買付けを実施す

ることを決定いたしました。 

パーカーは、当社の技術力及び各種取組みを高く評価しており、本完全子会社化により戦略策定、

組織構築及び製品の共同開発を含め一層のシナジー効果を追求できるものと考えているとのことで

す。一方、パーカーは、当社が事業を拡大するために有益な多くの製品や販売網を有していますが、

現在の資本関係では、当社がこれらのものを十分に活用することには限界があります。本完全子会社
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化の結果、当社は、パーカーグループの一員として、技術の相互活用、特にパーカーの技術力を活用

した当社の製品開発、製品・サービスの相互拡充といった、より緊密な協働関係を築くことが可能と

なります。パーカーの多岐にわたる製品群、グローバルベースでの経営及び販売インフラが、当社の

ブランド力及び確固たる経営基盤と結びつくことによって、現在の資本構成においては両者単独では

実現できないような大きな成長機会を生み出すことが可能となります。当社との間で長期にわたる良

好な関係を続けた結果、パーカーは、本完全子会社化を通じて当社とより効率的な経営関係を構築し、

両者の能力を十分に引き出すことにより、当社及びパーカーグループの双方が更に売上高・収益を拡

大することができると考えているとのことです。 

また、当社としましても、持続的成長に向け、国内需要に左右されない強固な事業体質の構築とグ

ローバル対応といった喫緊の課題に対応するためには、何ら制約を受けることなく、技術の相互活用、

特にパーカーの技術力を活用した当社の製品開発、製品・サービスの相互拡充、パーカーの海外販売

網を含めたグローバル経営資源の活用を、抜本的に進めることが不可欠と考えており、加えて、本完

全子会社化によって、経営基盤強化のための戦略的投資、重複投資の回避、原材料・部品等の共同調

達の一層の推進等、更なるシナジーの実現が可能になると考えております。また、パーカーグループ

各社との協働関係を本完全子会社化により更に深化させることで、長期的な視点に基づく柔軟な経営

戦略の策定及び遂行並びにこれらを機動的かつ柔軟に実現するための迅速な意思決定が可能になる

と考えております。 

以上を踏まえ、当社は、本臨時株主総会及び本種類株主総会において、株主の皆様からご承認いた

だくことを条件として、本完全子会社化に必要な以下の①から③の各手続（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。 

① 当社の定款の一部を変更し、定款変更案第６条の２に定める内容のＡ種種類株式（以下「Ａ

種種類株式」といいます。）を発行する旨の定めを新設し、当社を種類株式発行会社（会社法

第２条第13号に定義するものをいいます。以下同じです。）といたします。 

② 上記①の手続による変更後の当社の定款の一部を追加変更し、全ての当社普通株式に全部取

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（全部取得条項が付された後の普通株式を以下「全

部取得条項付普通株式」といいます。）。 

③ 会社法第 171 条第１項並びに上記①及び②の各手続による変更後の当社の定款に基づき、当

社は、当社を除く全部取得条項付普通株式に係る株主（以下「全部取得条項付普通株主」と

いいます。）の皆様から全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得の対価として、全

部取得条項付普通株主の皆様に対して、その保有する全部取得条項付普通株式１株と引換え

にＡ種種類株式を 1,162,400 分の１株の割合をもって交付いたします。なお、この際、パー

カー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングス以外の全部取得条項付普通株主の皆様に対

して交付されるＡ種種類株式の数は、いずれも１株未満の端数となる予定です。 

全部取得条項付普通株主の皆様に対してＡ種種類株式を交付した結果生じる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。）に相当する数のＡ種種類株式を、会社法第234条の規定に

従って売却し、その売却により得られた代金をその端数に応じて全部取得条項付普通株主の皆様に交

付いたします。かかる売却手続に関し、当社では、全部取得条項付普通株主の皆様に交付することと

なる１株未満の端数の合計数（会社法第234条第１項の規定により、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。）に相当する数のＡ種種類株式については、会社

法第234条第２項及び同条第４項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で当社が買い取ることを予

定しております。この場合のＡ種種類株式の売却価格につきましては、各全部取得条項付普通株主の

皆様が従前保有していた当社普通株式の数に250円（本公開買付けの買付価格）を乗じた金額に相当

する金銭が各全部取得条項付普通株主の皆様に対して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。 

「定款一部変更の件その１」は、本完全子会社化手続のうち、前記①の手続を実施するものです。
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会社法上、全部取得条項の付された株式は種類株式発行会社のみが発行できるものとされていること

から（会社法第171条第１項、第108条第１項第７号）、当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定

款変更である前記②の手続を行う前提として、当社が種類株式発行会社となるため、Ａ種種類株式を

発行す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、現行定款第７条におきましては、当社普通株式について単元株式数を定めているところ、「定

款一部変更の件その１」で設けられるＡ種種類株式については１株を単元株式数とすることから、そ

の趣旨を明確にするために所要の変更を行うものです。 

(ｂ)変更の内容 

変更の内容は、次の通りです。なお、「定款一部変更の件その１」に係る定款変更は、原案通り承

認可決された時点で効力を生じるものといたします。 

（下線は変更部分を示しております。） 

現行定款 変更案 

第２章 株式 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、5,850 万株と

する。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第２章 株式 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、5,850万株とし、

このうち普通株式の発行可能種類株式総数は、

58,499,900株、Ａ種種類株式の発行可能種類株式

総数は100株とする。 

第６条の２（Ａ種種類株式） 

当会社の残余財産を分配するときは、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、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、Ａ種種類株式１

株につき１円（以下「Ａ種残余財産分配額」とい

う。）を支払う。Ａ種株主またはＡ種登録株式質

権者に対してＡ種残余財産分配額の金額が分配

された後、普通株主または普通登録株式質権者に

対して残余財産の分配をする場合には、Ａ種株主

またはＡ種登録株式質権者は、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と

同額の残余財産の分配を受ける。 

第７条（単元株式数） 

当会社の単元株式数は、1,000株とする。 

 

第７条（単元株式数） 

当会社の普通株式の単元株式数は、1,000株と

し、Ａ種種類株式の単元株式数は、１株とする。

第３章 株主総会 

（新設） 

第３章 株主総会 

第16条の２（種類株主総会） 

 第 12条、第13条、第14条、第15条および第

16条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。

 

(２)全部取得条項に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件その２」） 

(ａ)提案の理由 

前記「(１)(ａ)提案の理由」においてご説明申し上げております通り、当社は、本完全子会社化が、

当社の企業価値を極大化し、ひいては、パーカーグループ全体の企業価値を拡大するために最善であ

るとの結論に至り、本臨時株主総会及び本種類株主総会において、株主の皆様からご承認いただくこ

とを条件として、本完全子会社化手続を実施することといたしました。 
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「定款一部変更の件その２」は、前記「(１)(ａ)提案の理由」においてご説明申し上げた本完全子

会社化手続のうちの、前記②の手続として、「定款一部変更の件その１」に係る変更後の定款の一部

を追加変更し、当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定めとして、追加変更案第６条の３を新設す

るものです。「定款一部変更の件その２」が原案通り承認可決され、その定款変更の効力が発生した

場合には、当社普通株式は全部取得条項付普通株式となります。 

また、下記「２. 全部取得条項付普通株式の取得の件」が原案通り承認可決された場合、当社は全

部取得条項付普通株主の皆様から全部取得条項付普通株式の全てを取得しますが（本完全子会社化手

続のうちの、前記③の手続）、当該取得と引換えに当社が全部取得条項付普通株主の皆様に交付する

取得対価は、「定款一部変更の件その１」における定款変更案により設けられるＡ種種類株式とし、

当社が全部取得条項付普通株式１株につき全部取得条項付普通株主の皆様に交付するＡ種種類株式

の数は、パーカー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングスを除く全部取得条項付普通株主の皆様

に対して交付するＡ種種類株式の数が１株未満の端数となるように、1,162,400分の１株としており

ます。 

(ｂ)変更の内容 

変更の内容は、次の通りです。なお、「定款一部変更の件その２」に係る定款変更は、「定款一部変

更の件その１」及び下記「２. 全部取得条項付普通株式の取得の件」がいずれも原案通り承認可決さ

れること、並びに本種類株主総会において「定款一部変更の件その２」と同内容の議案が原案通り承

認可決されることを条件として、その効力を生じるものといたします。 

また、「定款一部変更の件その２」に係る定款変更の効力発生日は、平成 24 年６月 15 日といたし

ます。 

（下線は変更部分を示しております。） 

「定款一部変更の件その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 

第６条の３（全部取得条項） 

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。当会社が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換えに、

普通株式１株につきＡ種種類株式を 1,162,400

分の１株の割合をもって交付する。 

 

２．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 

前記「１.(１)(ａ)提案の理由」でご説明申し上げております通り、当社は、本完全子会社化が、当社

の企業価値を極大化し、ひいては、パーカーグループ全体の企業価値を拡大するために最善であるとの

結論に至り、本臨時株主総会及び本種類株主総会において、株主の皆様からご承認いただくことを条件

として、本完全子会社化手続を実施することといたしました。 

「全部取得条項付普通株式の取得の件」は、前記「定款一部変更の件その１」でご説明申し上げた本

完全子会社化手続のうち、前記③の手続を実施するものであり、会社法第171条第１項並びに「定款一

部変更の件その１」及び「定款一部変更の件その２」による変更後の当社の定款に基づき、当社が全部

取得条項付普通株主の皆様から全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得と引換えに、以下に

定める通り、「定款一部変更の件その１」に係る変更後の当社の定款に設けられるＡ種種類株式を交付す

るものです。 

上記取得が承認された場合、取得対価としてパーカー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングスを

除く全部取得条項付普通株主の皆様に交付するＡ種種類株式の数は１株未満となる予定であり、具体的

にはその保有する全部取得条項付普通株式１株につき、新たに交付するＡ種種類株式を1,162,400分の

１株の割合をもって交付する予定です。このように割当てられるＡ種種類株式の数に１株未満の端数が

生じる全部取得条項付普通株主の皆様に対しましては、Ａ種種類株式を割当てた結果生じる１株未満の
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端数の合計数（会社法第234条第１項の規定により、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。）に相当する数のＡ種種類株式を、会社法第234条の規定に従って売却し、

その売却により得られた代金をその端数に応じて交付いたします。 

当社では、「全部取得条項付普通株式の取得の件」が原案通り承認可決された場合に、全部取得条項付

普通株主の皆様に交付することとなる１株未満の端数の合計数（会社法第234条第１項の規定により、

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。）に相当する数のＡ種

種類株式については、会社法第234条第２項及び同条第４項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で

当社が買い取ることを予定しております。この場合のＡ種種類株式の売却価格につきましては、各全部

取得条項付普通株主の皆様が従前保有していた当社普通株式の数に250円（本公開買付けの買付価格）

を乗じた金額に相当する金銭が各全部取得条項付普通株主の皆様に対して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。 

(２)全部取得条項付普通株式の取得の内容 

(ａ)全部取得条項付普通株式の取得と引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「定款一部変更の件その１」及び「定款一部変更の件その２」に係る

変更後の当社の定款の規定に基づき、下記(ｂ)において定める取得日において、取得日の前日の最終

の当社の株主名簿に記録された全部取得条項付普通株主の皆様に対して、その保有する全部取得条項

付普通株式１株につき、Ａ種種類株式を1,162,400分の１株の割合をもって交付します。 

(ｂ)取得日 

平成24年６月15日 

(ｃ)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

の件その１」及び「定款一部変更の件その２」がいずれも原案通り承認可決されること、本種類株主

総会において「定款一部変更の件その２」と同内容の議案が原案通り承認可決されること、並びに「定

款一部変更の件その２」に係る定款変更の効力が生じることを条件として、その効力を生じるものと

いたします。 

なお、その他の必要事項につきましては、当社取締役会にご一任いただきたいと存じます。 

 

３．上場廃止の予定について 

本臨時株主総会において「定款一部変更の件その１」、「定款一部変更の件その２」及び「全部取得条項

付普通株式の取得の件」に係る議案がいずれも原案通り承認可決され、本種類株主総会において「定款一

部変更の件その２」に係る議案が原案通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（以下「東京証券取引所」といいます。）の上場廃止基準に該当することとなりますので、当社普

通株式は、平成24年５月 11日から平成24年６月 11日までの間、整理銘柄に指定された後、平成24年

６月 12 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所市場第二部

において取引することはできません。 

 

４．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）は以下の通りです。 

本臨時株主総会及び本種類株主総会開催日 平成24年５月11日（金）

種類株式発行に係る定款一部変更（「定款一部変更の件その１」）の

効力発生日 

平成24年５月11日（金）

当社普通株式の整理銘柄への指定 平成24年５月11日（金）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の基準日設定

公告 

平成24年５月14日（月）

当社普通株式の売買最終日 平成24年６月11日（月）

当社普通株式の上場廃止日 平成24年６月12日（火）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の基準日 平成24年６月14日（木）
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全部取得条項に係る定款一部変更（「定款一部変更の件その２」）の

効力発生日 

平成24年６月15日（金）

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24年６月15日（金）

 

５．支配株主との取引等に関する事項 

前記２.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

要な取引等に該当いたします。当社が、平成23年９月30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「４．支配株主等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」に関す

る本件取得の適合状況は以下の通りです。 

まず、当社は、本公開買付けの公正性等を担保するための措置として、本件意見表明リリースの２. (３)

「買付け等の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

公正性等を担保するための措置」記載の各措置を講じております。 

また、本件取得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として、当社の取締

役のうち、取締役リチャード・ペルズ氏は、パーカーから出向しており、取締役近藤義法氏及び同ホー・

イーフェイ氏は、それぞれパーカー又はパーカーの関係会社の役員を兼務しているため、利益相反回避の

観点から、本日開催の当社の取締役会における本件取得の実施に関する議案の審議及び決議には、一切参

加しておりません。 

また、取締役会の定足数を確実に満たすという観点から、取締役島田千佳代氏は、当社取締役会におけ

る本件取得に係る議案の審議及び決議に参加しておりますが、パーカーの関係会社の元従業員であるため、

利益相反回避の観点から、当社としては、念のため、かかる審議及び決議に先立ち、まずはリチャード・

ペルズ氏、近藤義法氏及びホー・イーフェイ氏のほか島田千佳代氏を除く３名の取締役（河渕健司氏、橋

本隆氏及び高井紀夫氏）により審議及び決議を行った上で、島田千佳代氏を含む４名の取締役により審議

及び決議を行うという２段階の手続を経ております。その結果、いずれの審議及び決議においても、審議

及び決議に参加した全取締役の全員一致で、本件取得に関する議案について本臨時株主総会に付議する旨

を決議しております。 

また、当社の監査役のうち、監査役石川孝氏は、パーカーの関係会社の役員を兼任しているため、利益

相反回避の観点から、本件取得に係る議案の審議には参加しておらず、かつ監査役石川孝氏を除く全監査

役（中塚明久氏、馬目利昭氏及び高坂佳郁子氏）は、全員一致で当社の取締役会が上記の決議をすること

に異議がない旨の意見を述べております。 

なお、当社は、本件意見表明リリースの２. (３)「買付け等の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等を担保するための措置」の中の「③支配株主と

の間に利害関係を有しない者による、上場会社又はその子会社等による決定が少数株主にとって不利益で

ないことに関する意見の入手」に記載の通り、当社の支配株主との間に利害関係のない当社の社外監査役

である（東京証券取引所に独立役員として届出している）馬目利昭氏及び高坂佳郁子氏に対し、本公開買

付けから本完全子会社化に至る一連の手続（以下「本件取引」といいます。）に係る当社の決定が当社の

少数株主にとって不利益なものでないかについて諮問しました。その結果、当社は、馬目利昭氏及び高坂

佳郁子氏から、平成24年１月19日付で、①本件取引は当社の企業価値向上に資するものであり、②本件

取引に係る交渉過程の手続は公正であると認められ、③本件取引に係る公正な手続を通じた少数株主の利

益への合理的な配慮がなされている等の理由から、本件取引に関する当社の決定は当社の少数株主にとっ

て不利益なものでないと判断する旨を内容とする意見書を入手しております。 

 

以 上 


