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平成24年 4月23日 

各  位 

会 社 名：  株式会社アップ 

代表者名： 代表取締役社長 尾上 嘉基 

 （コード番号 9630 東証第二部）

問合せ先： 執行役員    松本 浩志 

         （TEL.0798-64-8100） 

 

定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、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、全

部取得条項付普通株式（下記「I.１.（１）変更の理由 ②」において定義いたします。）の取得、及び取締役の員数

に係る定款一部変更について、平成24年６月20日開催予定の当社の定時株主総会（以下「本定時株主総会」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、本定時株主総会と同日に開催

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. 当社の定款一部変更 

１. 種類株式発行に係る定款一部変更の件（定款一部変更(1)） 

（１）変更の理由 

平成24年３月14日付当社プレスリリース「株式会社ベネッセホールディングスによる当社普通株式に対する公開

買付けの結果に関するお知らせ」でご報告申しあげたとおり、株式会社ベネッセホールディングス（以下「ベネッセ」

といいます。）は、平成24年２月１日から平成24年３月13日まで当社の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。）を行い、本公開買付けは平成 24 年３月 13 日に終了しております。本公開買付けの結果、

ベネッセは、平成24年３月21日（決済開始日）をもって、当社普通株式9,091,360株を保有するに至り、本定時株

主総会及び本種類株主総会における議決権の行使についてベネッセの指示に従うことをベネッセとの間で合意して

いる、当社取締役会長である木下雅勝が代表取締役を務める株式会社マルユ（以下「マルユ」といいます。）の保有

する当社普通株式（1,040,000 株）と併せて、10,131,360 株（その議決権の数の合計は 101,313 個であり、平成 24

年３月31日現在の当社の総株主の議決権の数(103,092個)に対する割合は、98.27％）となっております。 

平成24年１月31日付当社プレスリリース「株式会社ベネッセホールディングスによる当社普通株式に対する公開

買付けに関する意見表明のお知らせ」においてご報告申し上げたとおり、当社及びベネッセは、平成23年11月以降、

両社のより一層の企業価値・顧客満足度の向上に資するための施策につき、具体的な協議・検討を重ねてまいりまし

た。その結果、当社及びベネッセは、ベネッセ及びマルユ又は当社取締役会長である木下雅勝のみを当社の株主とし、

当社及びベネッセの連携を強化し、双方がお互いの経営資源をより有効に活用することで、企業価値と顧客満足度の

向上を早期に実行するために、当社がベネッセグループの一員として更なる業務拡大を企図することが、両社それぞ

れのステークホルダーの利益に資するものと判断し、ベネッセは、平成24年１月31日、本公開買付けの実施を決定

いたしました。 

当社といたしましても、ベネッセが当社を非公開化することでベネッセと当社が同じグループとなることにより、

(ⅰ)ベネッセの経営資源を活用した施策を実行することにより、少子化と競争激化の影響下にある当社の業績につい

て、一層の向上が期待できること、(ii)当社の持つ教室事業における豊富な経験やノウハウと、同事業に精通した多

数の人材は、ベネッセグループにとっては非常に魅力的であり、国内に限らず、ベネッセ教育事業の海外展開、特に

今後計画している教室事業の展開にとって、その成功確度と取組スピードを高めるために大いに役立つと考えられる

こと、(iii)当社においても、現状では社員の活躍の場が限定されているという課題を認識しており、グローバル展

開を視野に入れたベネッセグループとの関係強化により当社社員のキャリアの選択肢を大幅に広げることができ、そ

の結果、社員のモチベーションを高めることができること等の効果を得ることができるとの判断に至りました。また、

双方がお互いの経営資源をより有効に活用することによって、企業価値と顧客満足度をより一層向上させることがで

きると判断しております。 

 

以上の理由により、当社は、本定時株主総会及び本種類株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条

件として、当社株主をベネッセ及びマルユのみとするために、以下①ないし③記載の方法（以下総称して「本定款一

部変更等」といいます。）を実施することといたしました（以下「本件子会社化」といいます。）。 
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①当社定款の一部を変更し、下記２．記載の定款変更案第５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。）といたします。 

②上記①による一部変更後の当社定款を一部追加変更し、当社普通株式に当社が株主総会の特別決議によってその

全部を取得する全部取得条項（会社法第108条第１項第７号の定めをいい、以下「全部取得条項」といいます。）

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全部取得

条項付普通株式の全部（自己株式を除きます。）を取得する場合において、全部取得条項付普通株式１株と引換

えに、Ａ種種類株式を260,000分の１株の割合をもって交付する旨の定めを設けるものといたします。 

③会社法第171条並びに上記①及び②による一部変更後の当社定款に基づき、当社は、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（自己株式を除きます。）を取得し、全部取得条項付普通株式の各株主様に

対して、当該取得の対価として、全部取得条項付普通株式１株につきＡ種種類株式を260,000分の１株の割合を

もって交付いたします。なお、ベネッセ及びマルユ以外の各株主様に対して割り当てられるＡ種種類株式の数は、

１株未満の端数となる予定です。 

 

全部取得条項付普通株式の株主様に対するＡ種種類株式の交付の結果生じる１株未満の端数につきましては、その

合計数（ただし、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Ａ種種類株式を、会社法第 234 条の定めに従い売却し、この売却により得られた代金を

その端数に応じて各株主様に交付します。かかる売却手続に関し、当社では、会社法第234条第２項の規定に基づく、

裁判所の許可を得て、当該Ａ種種類株式をベネッセに売却することを予定しています。 

この場合の当社のＡ種種類株式の売却額につきましては、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、

各株主様が保有する全部取得条項付普通株式数に金1,050円（本公開買付けにおける１株あたりの買付価格）を乗じ

た金額に相当する金銭を各株主様に交付できるような価格に設定することを予定しております。 

 

定款一部変更(1)は、本定款一部変更等のうち、上記①を実施するものです。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項及び同第108条第１項

第７号）、上記①は、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、当社が種類

株式発行会社となるため、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、当社は、本件子会社化により非上場会社となる予定ですので、Ａ種種類株式を譲渡により取得するには当社

の取締役会の承認を受けなければならない旨の定めを新設します。 

さらに、これまで当社は、当社定款第７条におきまして、当社の事務負担の軽減を図るため、100 株を単元株式数

として規定していたところ、同条は、当社普通株式について単元株式数を定めるものであるため、定款一部変更(1)

により設けられる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。 

 

（２）変更の内容 

変更の内容は以下のとおりです。 

なお、定款一部変更(1)は、本定時株主総会において承認可決された時点で効力を生じるものといたします。 

（下線は変更箇所を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（発行可能株式総数） （発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第５条  

当会社の発行可能株式総数は、32,400,000株とする。

 

 

 

 

（新 設） 

第５条  

当会社の発行可能株式総数は、32,400,000株とし、発

行可能種類株式総数は、それぞれ、普通株式32,399,900

株、次条に定める内容の株式(以下「Ａ種種類株式」とい

う。) 100株とする。 

 

（Ａ種種類株式） 

第５条の２ 

 当会社は、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
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（新 設） 

 

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。 

 

（Ａ種種類株式の譲渡制限） 

第５条の３ 

Ａ種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取

締役会の承認を受けなければならない。 

 

（単元株式数） （単元株式数） 

第７条 

当会社の１単元の株式数は、100株とする。 

第７条 

当会社の普通株式の単元株式数は、100株とし、Ａ種種

類株式の単元株式数は、１株とする。 

 

（新 設） （種類株主総会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第17条～第38条 

（条文省略） 

第17条 

第13条、第14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第15条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。 

③第15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。 

 

第18条～第39条 

 （現行どおり） 

 

 

２. 全部取得条項に係る定款一部変更の件（定款一部変更(2)） 

（１）提案の理由 
定款一部変更(1)においてご説明申しあげましたとおり、当社は、本定款一部変更等により、本件子会社化を実施

することといたしました。全部取得条項に係る定款一部変更の件（定款一部変更(2)）は、定款一部変更(1)において

ご説明いたしました本定款一部変更等のうちの②として、定款一部変更(1)による定款一部変更後の定款を一部追加

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(自己株式を除きます。)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、Ａ種種類株式を260,000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ものであります。 

具体的には、定款一部変更(1)による定款一部変更後の定款に当社普通株式に全部取得条項を付加する定めとして、

定款変更案第５条の４を新設するものであります。定款一部変更(1)による定款一部変更が本定時株主総会及び本種

類株主総会において承認され、全部取得条項に係る定款一部変更の効力が発生した場合には、当社普通株式は全て全

部取得条項付普通株式となります。かかる定款の定めに従って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(自己株式を除きます。)を取得した場合、ベネッセ及びマルユ以外の株主様に対して取得対価として割

り当てられるＡ種種類株式の数は、１株未満の端数となる予定であります。 

 

（２）変更の内容 
変更の内容は以下のとおりであります。 

なお、定款一部変更(2)による定款一部変更は、本定時株主総会において「種類株式発行に係る定款一部変更の件」

及び「全部取得条項付普通株式の取得の件」の各議案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「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７月25日にその効力を生ずるものといたします。 

 

（下線は変更箇所を示します。） 

第 １ 号 議 案 に 係 る 変 更 後 の 定 款 追 加 変 更 案 

（新 設） （全部取得条項） 

 第５条の４ 

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。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260,000分の
１株の割合をもって交付する。 
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Ⅱ. 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 

定款一部変更(1)においてご説明申しあげたとおり、当社は、本定款の一部変更等により、本件子会社化を実施す

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決定の件は、定款一部変更(1) においてご説明いたしました本定款一部変更等の

うちの③を実施するものであり、会社法第171条並びに定款一部変更(1)及び定款一部変更(2)による変更後の当社定

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株主様から全部取得条項付普通株式の

全部（自己株式を除きます。）を取得し、当該取得と引換えに、定款一部変更(1)による変更後の当社定款において定

めるＡ種種類株式を交付するものであります。 

当該取得が承認された場合、取得対価として、定款一部変更(2)による変更後の当社定款第５条の４に定めるとお

り、全部取得条項付普通株式１株につき、Ａ種種類株式の数を260,000分の１株の割合をもって交付するものといた

します。ベネッセ及びマルユ以外の各株主様に対して取得対価として交付されるＡ種種類株式は１株未満の端数とな

る予定であります。 

全部取得条項付普通株式の株主様に対するＡ種種類株式の交付の結果生じる１株未満の端数につきましては、その

合計数（ただし、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Ａ種種類株式を、会社法第 234 条の定めに従い売却し、この売却により得られた代金を

その端数に応じて各株主様に交付します。かかる売却手続に関し、当社では、会社法第234条第２項に基づく裁判所

の許可を得て、当該Ａ種種類株式を、ベネッセに売却することを予定しています。この場合の当社のＡ種種類株式の

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、各株主様が保有する当社全部取

得条項付普通株式数に金1,050円（本公開買付けにおける１株あたりの買付価格）を乗じた金額に相当する金銭を各

株主様に交付できるような価格に設定することを予定しております。 

 

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り当てに関する事項 

会社法第171条並びに定款一部変更(1)及び定款一部変更(2)による変更後の当社定款に基づき、当社は、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（取得日の前日を基準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載又は記録された当社を除く株主様に対し、その保有する全部取得条項付普通株式１株

と引き換えに、Ａ種種類株式を260,000分の１株の割合をもって交付いたします。 

(２)取得日 

平成24年７月25日といたします。 

(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、本定時株主総会において「種類

株式発行に係る定款一部変更の件」及び「全部取得条項に係る定款一部変更の件」の各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「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、並びに定款一部変更(2)に係る定款一部変更の効力が生ずることを条件として、効力が生ずるものといたしま

す。 

 

３．上場廃止 

当社普通株式は、現在、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）市場第二部に上場されております

が、本定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

「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た場合には、当社普通株式は、東証の上場廃止

基準に該当することとなりますので、平成 24 年６月 20 日から平成 24 年７月 19 日まで整理銘柄に指定された後、

平成 24 年７月 20 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東証において取引すること

はできません。 
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Ⅲ. 取締役の員数に係る定款一部変更の件（定款一部変更(3)） 

１.変更の理由 

平成24年１月31日付当社プレスリリース「株式会社ベネッセホールディングスによる当社普通株式に対する公開

買付けに関する意見表明のお知らせ」でご報告申しあげたとおり、株式会社ベネッセホールディングスは、公開買付

成立後の当社の経営体制については、基本的に現状維持し、一方で早期にシナジーを極大化するために、公開買付者

からの派遣役員を増員することとしております。そのために、取締役の員数を８名から 10 名に拡大するものであり

ます。 

 

２．変更の内容 
変更の内容は以下のとおりであります。なお、定款一部変更(3)は、本定時株主総会において承認可決された時点

で効力を生じるものといたします。 

 

（下線は変更箇所を示します。） 

第 １ 号 議 案 に 係 る 変 更 後 の 定 款 変 更 案 

（取締役の員数） （取締役の員数） 

第19条 

当会社の取締役は８名以内とする。 

 

第19条 

当会社の取締役は10名以内とする。 

 

 

 

Ⅳ. 本件子会社化の手続等の日程の概要（予定） 

 

本定時株主総会及び本種類株主総会開催日 平成24年6月20日(水) 

種類株式発行に係る定款一部変更（定款一部変更(1)）の効力発生日 平成24年6月20日(水) 

当社普通株式の東証における整理銘柄への指定 平成24年6月20日(水) 

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付に係る基準日設定公告 平成24年6月21日(木) 

当社普通株式の東証における売買最終日 平成24年7月19日(木) 

当社普通株式の東証における上場廃止日 平成24年7月20日(金) 

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付に係る基準日 平成24年7月24日(火) 

全部取得条項に係る定款一部変更（定款一部変更(2)）の効力発生日 平成24年7月25日(水) 

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7月25日(水) 

 

 

Ⅴ. 支配株主との取引等に関する事項 

上記Ⅱに記載の全部取得条項付普通株式の取得（以下「本取得」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、コーポレート・ガバナンス報告書において「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」は定めておりませんが、支配株主との取引等を行う際には、必要に応じて弁護士や第三者機関の助言

を取得するなど、その取引内容及び条件の公正性を担保するための措置を講ずるとともに、取締役会において慎重に

審議の上決定することとし、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応することといたしておりますが、本

取得を行うに際しても、以下の対応を行っております。 

すなわち、当社は、本公開買付け及び本取得からなる一連の取引（以下「本取引」といいます。）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、平成24年１月31日付当社プレスリリース「株式会社ベ

ネッセホールディングスによる当社普通株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」の２．（３）記載の

各措置を講じております。 

加えて、当社は、本取得の公正性を担保するため、上記「Ⅱ．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」に記載のとおり、Ａ種種類株式をベネッセに売却することによって得られた金銭をその端数に応

じて各株主の皆様に交付する際に、各株主の皆様に交付される金銭の額について、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、各株主の皆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と同額である 1,050 

円を乗じた金額に相当する金銭が各株主の皆様に交付されるよう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
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なる場合もあり得ます。）。さらに、利益相反を回避するための措置として、ベネッセの 100％子会社である株式会

社ベネッセコーポレーションの顧問を兼任する当社取締役会長の木下雅勝氏、並びにベネッセ及び株式会社ベネッセ

コーポレーションより派遣されている２名の社外取締役（明田 英治氏、坪井 伸介氏）は、本取得に関し当社と利益

が相反するおそれがあることから、これを回避し、本取得の公正性を担保するため、本日開催の当社の取締役会にお

ける本取得に関する議案の審議及び決議に参加しておりません。なお、当該取締役会における当該議案については、

上記３名を除いた当社の取締役全員が審議及び決議に参加し、参加した取締役の全員一致で、本取得に係る議案を本

定時株主総会及び本種類株主総会に付議する旨を決議しております。また、同議案の審議については、当社の監査役

全員が参加し、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。 

さらに、当社の取締役会は、上記決議に先立ち、当社及び当社の支配株主との間に利害関係のない堂島総合法律事

務所に対し、当社の取締役会による本取得の実施の決定が当社の少数株主にとって不利益なものでないことに関する

意見を諮問しました。その結果、当社の取締役会は、平成24年４月18日付で堂島総合法律事務所より、本取得に際

してベネッセ以外の全部取得条項付普通株主の皆様には本公開買付けの公開買付価格と同等の金額（本取得前に保有

していた普通株式１株あたり1,050 円）の交付が予定されていることなどを前提として、①本取得の目的の合理性及

び本取得を実施することの必要性・妥当性、②本取得の条件の公正性・妥当性、及び③本取得に至る過程が少数株主

をはじめとする株主の利益を配慮されたものであり、適正性・公正性が担保されており、当社の取締役会による本取

得の実施の決定は、当社の少数株主にとって不利益なものでないと判断できる旨の意見書を入手しております。 

以上 

 
 


