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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、平成 24 年６月 19 日開催予定の当社の臨時株主総会（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、全部取得条項付普通株式（下記Ⅰ.１.

（１）「変更の理由」の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、本臨時

株主総会と同日に開催予定の当社普通株式を保有する株主の皆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、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、本日付取締役会に

おいて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 . 当社完全子会社化のための定款一部変更の件 

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 24 年４月３日付当社プレスリリース「支配株主であるユニー株式会社による当社株式に対する公

開買付けの結果に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、ユニー株式会社（以下「ユ

ニー」といいます。）は、平成 24 年２月 17 日から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。）を行い、本公開買付けは平成 24 年４月２日に終了しております。本公開買付けの結

果、ユニーは、平成 24 年４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 80,753,584

株（当社の発行済株式総数に対する割合：93.70％）を保有するに至っております。 

当社とユニーは、平成 24 年２月 16 日付当社プレスリリース「支配株主であるユニー株式会社による

当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」（以下「平成 24 年２月 16 日付当社プレスリ

リース」といいます。）においてご報告申し上げておりますとおり、平成 23 年９月頃から、当社グルー

プを含むユニーグループにおける今後のグループ経営のあり方について検討を重ねてきました。その結

果、当社をユニーの完全子会社とし、より一層の緊密な資本関係を構築することに加え、グループ企業

価値の更なる向上のため、グループ経営資源の最適配分及びグループシナジーの最大化に関する意思決

定をよりスムーズに行うことが可能な持株会社体制への移行が不可欠であるとの判断に至り、ユニーは、

本公開買付けの実施を決定することとなりました。また、当社は、当社及びユニーから独立した第三者

算定機関であるデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社（以下「デロイト トーマ

ツ ＦＡ」といいます。）より取得した株式価値算定書、リーガルアドバイザーである佐藤総合法律事務

所から得た法的助言、第三者委員会の答申その他の関連資料を踏まえ、本公開買付けに関する諸条件に

ついて慎重に検討した結果、当社がユニーの完全子会社となり、より一層の緊密な資本関係を構築する

ことで、当社の経営ビジョンである「お客様にＷＡＫＵ ＷＡＫＵ（ワクワク）していただける店舗を作

りたい」という考えの下、①差別化・ブランド化できる新商品の開発、②集客や顧客囲い込みを狙った

新サービスの開発、③当社のコンビニエンスストア事業のノウハウにユニーの生鮮商品の販売・管理ノ

ウハウ等を有機的に組み合わせた新たな店舗フォーマットの開発など、当社が目指す「新しいコンビニ

エンスストア」の創造を更に推し進めることが可能になると考えられることから、本公開買付けが当社
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の企業価値向上の観点において有益であり、本公開買付けの買付価格（以下「本公開買付価格」といい

ます。）及び本公開買付けに係るその他の条件は妥当であり、本公開買付けは、当社の株主の皆様に対し

て合理的な価格により当社普通株式の売却の機会を提供するものであると判断いたしました。 

以上の理由により、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のご承認をいた

だくことを条件として、ユニーの完全子会社となるために、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。 

① 当社の定款の一部を変更して、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設け、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による変更後の当社の定款の一部を更に変更して、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（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、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0.0000003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、当該取得と引換えに、当社を除

く全部取得条項付普通株式の株主の皆様に対して、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Ａ種種類株式を 0.0000003 株の割合をもって交付いたします。なお、ユ

ニー以外の各株主の皆様に対して取得対価として交付されるＡ種種類株式の数は、１株未満の端

数となる予定です。 

当社は、株主の皆様に対する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（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の皆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Ａ種種

類株式をユニーに売却す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、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 1,780 円（本公開買付価格と同額）を乗じた金額に相当する金銭が各株主の皆様に対し

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が、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、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、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、これまで当社は、当社の定款の第

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り、「定款一部変更の件－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。 

  

（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、「定款一部変更

の件－１」が本臨時株主総会において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
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します。 

 

 

（下線を付した部分は変更箇所を示します。） 

現行定款 定款変更案 

第２章 株式 

 

第２章 株式 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 

当会社の発行可能株式総数は、180,000,000 株と

する。 

（発行可能株式総数） 

第６条 

当会社の発行可能株式総数は、180,000,000 株と

し、発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式は

179,999,900 株、本定款第６条の２に定める内容の株

式（以下「Ａ種種類株式」という。）は 100 株とす

る。 

 

（新設） （Ａ種種類株式） 

第６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。）又は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。）又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種株主又は

Ａ種登録株式質権者に対してＡ種残余財産分配額が

分配された後、普通株主又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、Ａ種株主又は

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。 

 

（単元株式数） 

第７条 

当会社の単元株式数は、100株とする。 

（単元株式数） 

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。 

 

第３章 株主総会 

 

第３章 株主総会 

 

（新設） （種類株主総会） 

第17条の２ 

第 14 条、第 15 条及び第 17 条の規定は、種類株主総

会にこれを準用する。 

２．第 16 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。 

３．第 16 条第２項の規定は、会社法第 324 条第２項
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の規定による種類株主総会の決議にこれを準用す

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－２」） 

（１）変更の理由 

「定款一部変更の件－２」は、「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を実施するものであり、「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更に変更

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する旨の

定款の定めを新設するものです。また、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、「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Ａ種種

類株式を0.0000003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を取得

した場合には、上記のとおり、ユニー以外の各株主の皆様に対して交付されるＡ種種類株式の数は、１

株未満の端数となる予定です。 

 

（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件」に係る議案がいずれも

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「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ることを条件として、平成 24

年７月24日をもって、その効力を生じるものといたします。 

 

（下線を付した部分は変更箇所を示します。） 

「定款一部変更の件－１」による変更後の定款 定款変更案 

第２章 株式 

 

第２章 株式 

 

（新設） （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。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 0.0000003 株の割合をもって交

付する。 

 

 

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 

「定款一部変更の件－１」でご説明申し上げておりますとおり、当社は、当社がユニーの完全子会社と

なり、より一層の緊密な資本関係を構築することで、当社の経営ビジョンである「お客様にＷＡＫＵ ＷＡ

ＫＵ（ワクワク）していただける店舗を作りたい」という考えの下、①差別化・ブランド化できる新商品

の開発、②集客や顧客囲い込みを狙った新サービスの開発、③当社のコンビニエンスストア事業のノウハ

ウにユニーの生鮮商品の販売・管理ノウハウ等を有機的に組み合わせた新たな店舗フォーマットの開発な

ど、当社が目指す「新しいコンビニエンスストア」の創造を更に推し進めることが可能になると考えられ

ることから、本完全子会社化手続を実施することにいたしました。 

「全部取得条項付普通株式の取得の件」に係る議案は、「定款一部変更の件－１」においてご説明申し上
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げました本完全子会社化手続のうち③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－１」及び「定款一部変更の件－２」による変更後の当社の定款の規定に基づき、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Ａ種種類株式を交付するものでありま

す。 

上記取得が承認された場合、取得対価として、当社を除く全部取得条項付普通株式の株主の皆様に対し

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 0.0000003 株の割合をもって交付

するものといたします。当該交付がなされるＡ種種類株式の数は、上記のとおり、ユニー以外の各株主の

皆様に対して当社が交付するＡ種種類株式の数が１株未満の端数となるように設定されております。 

かかる株主の皆様に対する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（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Ａ種種類株式を、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の皆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Ａ種種類

株式をユニーに売却す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、

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 1,780 円（本公開買付価格と同額）を乗じた金額に相当する金銭が各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が、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

の当社の定款の規定に基づき、下記（２）において定める取得日において、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

を除く全部取得条項付普通株式の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0.0000003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24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「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 

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。）市場第一部及び株式会社

名古屋証券取引所（以下「名証」といいます。）市場第一部に上場されておりますが、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

及び名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 19 日から平成 24 年７月 18 日ま

で整理銘柄に指定された後、平成 24 年７月 19 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社

普通株式を東証及び名証において取引することはできません。 
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Ⅲ . 本完全子会社化手続等の日程の概要（予定） 

 

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24年４月13日（金） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会基準日 平成24年４月30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24年５月24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６月19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６月19日（火） 

当社普通株式の東証及び名証における整理銘柄への指定 平成24年６月19日（火） 

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付に係る基準日設定公告 平成24年６月20日（水） 

全部取得条項に係る定款一部変更（「定款一部変更の件－２」）の公告 平成24年６月20日（水） 

当社普通株式の東証及び名証における売買最終日 平成24年７月18日（水） 

当社普通株式の東証及び名証における上場廃止日 平成24年７月19日（木） 

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23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７月24日（火） 

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の効力発生日 平成24年７月24日（火） 

 

 

Ⅳ . 支配株主との取引等に関する事項 

上記Ⅱ.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、支配株主との取引等に

該当します。当社は、平成 23 年６月 17 日に開示したコーポレートガバナンス報告書にて示しております

とおり、当社は支配株主であるユニーとは業態が異なることから、独自の経営判断が行える状態にあると

考えており、一定の独立性が確保されていると認識しております。 

また、当社は、本件取得を行うに際して、以下の対応を行っております。 

すなわち、ユニー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（本公開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を含みます。）と

して、当社は、平成 24 年２月 16 日付当社プレスリリースの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を担保するための措置」に記載

のとおりの措置を講じており、当社の意思決定における支配株主からの独立性は十分に確保されていると

認識しております。 

更に、当社は、本公開買付けに係る意思決定の恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性

及び客観性を確立することを目的として、平成 24 年２月 16 日付当社プレスリリースの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を担

保するための措置」の③「当社における独立した第三者委員会の設置」に記載のとおり、当社及びユニー

から独立性を有する３名から構成される第三者委員会を設置していたところ、第三者委員会は、平成24年

２月 15 日に、当社の取締役会に対して、（ａ）当社とユニーが一層緊密な資本関係を構築し、それぞれの

ノウハウを組み合わせることで、多角的な小売ビジネスを展開するための新たな店舗フォーマットの開発

を推進するという本取引（本公開買付け及びその後のユニーが当社を完全子会社化するための一連の取引

をいいます。以下同じです。）の目的には合理性が認められること、（ｂ）当社における本取引の実質的な

検討は、ユニーと利害関係を有しない取締役及び監査役によって行われており、交渉過程の手続きにおい

て、その適正さを疑わせるような特段の事情は存在しないこと、（ｃ）本公開買付価格は、デロイト トー

マツＦＡによる当社普通株式の株式価値の算定結果を参考として、当社とユニーが対等な立場で交渉を

行ったうえで当該算定結果の範囲内で決定されており、本公開買付価格を含む本取引における対価につい

て、その公正性を疑わせるような特段の事情は存在しないことから、本公開買付け及びその後に予定され

ている当社の完全子会社化が当社の少数株主にとって不利益なものではないことを内容とする答申書を提

出しております。 

加えて、平成 24 年２月 16 日付当社プレスリリースの２.（２）「本公開買付けに関する意見の根拠及び
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理由」の①「本公開買付けの概要」に記載のとおり、ユニーは持株会社体制へ移行することを予定してい

るとのことですが、当社の取締役のうち、持株会社体制移行後のユニーの代表取締役社長兼最高執行責任

者（ＣＯＯ）に就任することが予定されている中村元彦氏、及びユニーの取締役を兼務している佐々木孝

治氏は、利益相反の疑いを回避する観点から、本日付の当社取締役会における本件取得の実施に係る議案

の審議及び決議に参加しておりません。当該取締役会における当該議案については、上記２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決議を行っております。また、当

社の監査役のうち、ユニーの監査役を兼務している吉田龍美氏についても、利益相反の疑いを回避する観

点から、当該取締役会における本件取得の実施に係る議案の審議には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１名を除いた当社の監査役全員が審議に参加し、いずれの監査

役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。かかる取締役会

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佐藤総合法律事務所

の法的助言を受けております。 

当社取締役会は、以上を踏まえ、本件取得は、少数株主にとって不利益なものではないと判断しており

ます。 

なお、上記のとおり、当社は、本公開買付けに対する意見の表明に先立ち、本公開買付け後に本件取得

が行われる予定であることを前提に第三者委員会から上記答申書を取得しておりますので、本件取得に際

し、支配株主との間に利害関係を有しない者からの意見を改めて入手しておりません。 

 

以 上 


