
      

平成 24 年６月 23 日 

各    位 

会 社 名   株式会社 アルク 

代表者名  代表取締役社長  平本 照麿 

（コード番号 2496） 

問合せ先  取締役副社長   今西 英明 

（ＴＥＬ 03-3323-1276） 

 

親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ 

 

今般、平成 24 年６月 29 日付で当社の親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動が

ありますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．異動が生じた経緯 

ＡＡホールディングス株式会社（以下「ＡＡホールディングス」といいます。）は、平成 24

年５月 11 日に当社普通株式及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付

け」といいます。）を行う旨を公表いたしました。 

 本公開買付けは、平成 24 年５月 14 日から同年６月 22 日まで実施され、本日、ＡＡホール

ディングスより本公開買付けの結果について、当社の普通株式 102,408 株の応募があった旨の

報告がありました。なお、当該応募数には、本新株予約権が本公開買付けの公開買付期間中に

行使された結果発行され、本公開買付けに応募のあった普通株式の数も含まれております。 

 この結果、平成 24 年６月 29 日（本公開買付けの決済開始日）付でＡＡホールディングスの

当社の総株主の議決権に対する所有割合が 50％超となるため、ＡＡホールディングスは、新た

に当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。 

 また、当社の主要株主である筆頭株主である当社代表取締役社長の平本照麿、主要株主であ

る株式会社ウィザス及び株式会社ＳＵＮＭＡＬＯは、その所有する全ての当社普通株式につい

て本公開買付けに応募した結果、当社の筆頭株主及び主要株主に該当しないこととなります。 

 なお、本公開買付けの結果等の詳細につきましては、本日別途開示しております「ＡＡホー

ルディングス株式会社による当社株式等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご参

照ください。 

 

 （注）平成 19 年８月 29 日開催の第４回定時株主総会の発行決議及び平成 20 年５月 22 日開催

の取締役会決議に基づいて発行された新株予約権をいいます。 

 

２．異動する株主の概要  

 （１）新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要 

①名称 ＡＡホールディングス株式会社 

②本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目３番３号 

③代表者の役職・氏名 代表取締役 中川雅夫 

④事業内容 次の事業及びこれに関連する事業を営むこと、並びに次の

事業及びこれに関連する事業を営む会社の株式又は持分
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を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理す

ることを行うことを目的としております。 

１ 出版業 

２ 教育用教材及び器材の企画、制作、販売並びに輸出入

３ 各種媒体を利用して行う通信販売業 

４ 語学研修の企画、運営及びこの業務受託 

５ 学習塾、文化教室及び語学教室の経営、経営指導並び

にこれらの業務受託 

６ 各種イベントの企画、制作及び運営並びに管理に関す

る業務 

７ 翻訳及び通訳業務並びにこれらに関する請負事業 

８ 広告、宣伝の企画、制作及びこれらの代理事業 

９ 音声、映像等のデジタルコンテンツの企画、制作及び

販売 

10 インターネットを利用して行う教育・学習システムの

企画、開発及びその運営、管理に関する業務 

11 インターネット上において提供する文字、映像、音声、

音楽等の企画、編集、制作、並びに配信・提供に関す

る業務 

12 インターネットによる電子市場の運営並びに同市場

における各種商品の販売及びその仲介 

13 インターネットを利用して行う情報処理、情報提供シ

ステム企画、開発並びに構築の請負及び同システムの

提供サービス 

14 インターネット等の情報通信システムを利用して行

う広告の配信 

15 インターネット利用に関するセミナー、イベントの企

画並びに開催 

16 情報通信システムを利用した事業の企画、立案、市場

調査並びに顧客開発、営業戦略等に関するコンサルテ

ィング業 

17 インターネットを利用したコンピュータソフトウェ

ア、音声、映像ソフト及び番組の提供 

18 各種コンピュータシステム、同ソフトウェアの企画、

開発、販売及び管理並びにコンサルティングに関する

業務 

19 語学・国際化教育研修の請負並びにこれらに必要な教

材、器材、情報機器並びにソフトウェアの制作販売事

業 

20 人事コンサルテーション事業並びにこれらに必要な

教材、器材の製作販売事業 

21 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 

22 旅行業法に基づく旅行業 

23 有料職業紹介事業 

24 労働者派遣事業 

25 クレジットカード、プリペイドカード等の発行並びに
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集金代行業 

26 外国学校の紹介及び海外留学に関するセミナーの企

画、開催並びにコンサルティング 

27 本邦学校の海外現地校の設立、外国学校の買収、教

授・学生の交換相手先の提携、各種国際教育プログラ

ムの開発等に関するコンサルティング 

28 外国学校の本邦における受験実施、日本への進出、本

邦学校との提携、日本教育プログラムの開発等に関す

るコンサルティング 

29 著作権、工業所有権等の知的財産権の取得、管理及び

譲渡に関する業務 

30 不動産の所有及び管理運用に関する業務 

31 上記各号に記載した事業及びこれら関連事業に対す

る株式等の保有を通じて行う投融資 

32 上記各号に附帯関連する一切の業務 

⑤資本金 50万円 

⑥設立年月日 平成23年11月9日 

⑦事業年度の末日 ２月末日 

⑧純資産 447,553円 

⑨総資産 465,053円 

⑦大株主及び持株比率 NMC2007投資事業有限責任組合 100％ 

（８）上場会社（当社）とＡＡホールディングスの関係 

 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

（２）主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要 

①氏名 平本照麿（当社代表取締役社長） 

②本店所在地 東京都世田谷区 

 

 （３）主要株主に該当しなくなる株主の概要 

①名称 株式会社ウィザス 

②本店所在地 大阪市中央区備後町三丁目６番２号ＫＦセンタービル 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 生駒 富男 

④主な事業内容 １ 進学指導教室および予備校の経営 

２ 幼児、小学生、中学生、高校生等に対する才能教育講

座、教室の経営 

３ 高校中途退学者・不登校生徒のためのカウンセリング

ならびにインターネットを利用した通信教育の実施 

４ 通信制高等学校の運営 

５ 通信制高校生を対象とした学習塾の経営 

６ 中学生、高校生等に対する国際化教育推進のための留

学プログラム開発ならびに留学プログラムの斡旋 

７ 幼児教育・保育の研究およびコンサルティング業 

８ 社会人に対する教育・心理・外国語・一般教養および
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趣味に関する教育講座、教室の経営 

９ 学習指導および教育に関する書籍の販売 

10 教育用具、教育機器、教育図書の販売および通信販売

ならびに輸出入 

11 損害保険代理業 

12 不動産の斡旋、売買、賃貸および管理 

13 コンピューター機器・設備の賃貸および販売 

14 コンピューターの応用を中心とした情報処理サービ

スおよびソフトウェアサービスならびにこれにとも

なう調査・研究・開発業務 

15 フランチャイズチェーンシステムによる学習塾の経  

営 

16 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 

17 前各号に関連または付帯する一切の業務 

 

⑤資本金 12億9937万5000円 

 

 

①名称 株式会社ＳＵＮＭＡＬＯ 

②本店所在地 東京都世田谷区赤堤四丁目４０番７号 

③代表者の役職・氏名 代表取締役 平本 照麿 

④主な事業内容 １ 不動産の所有及び管理運用に関する業務 

２ 上記に記載した事業及びこれら関連事業に対する株

式等の保有を通じて行う投融資 

３ 上記各号に附帯関連する一切の業務 

⑤資本金 1000万円 

 

３．異動前後における当該株主の所有株式数、所有に係る議決権の数及び総株主の議決権の数に

対する割合 

 （１）ＡＡホールディングス株式会社 

 属性 所有株式数 
議決権の数 

（議決権所有割合） 
大株主順位 

異動前 － － －個（－％） － 

異動後 

親会社及び主

要株主である

筆頭株主 

102,408株 102,408個（90.55％） 第１位 

 

 （２）平本 照麿 

 属性 所有株式数 
議決権の数 

（議決権所有割合） 
大株主順位 

異動前 
主要株主であ

る筆頭株主 
17,078株 17,078個（15.10％） 第１位 

異動後 － － －個（－％） － 

 

 （３）株式会社ウィザス 
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 属性 所有株式数 
議決権の数 

（議決権所有割合） 
大株主順位 

異動前 主要株主 16,875株 16,875個（14.92％） 第２位 

異動後 － － －個（－％） － 

 

 （４）株式会社ＳＵＮＭＡＬＯ 

 属性 所有株式数 
議決権の数 

（議決権所有割合） 
大株主順位 

異動前 主要株主 11,500株 11,500個（10.17％） 第３位 

異動後 － － －個（－％） － 

 

（注１）異動前及び異動後の「議決権所有割合」の計算においては、当社が平成 24 年４月 27

日に提出した第９期有価証券報告書に記載された平成 24年１月 31日現在の発行済普

通株式総数（112,500 株）に、同有価証券報告書に記載された平成 24 年１月 31 日現

在の当社の本新株予約権（600 個）の目的となる普通株式総数（600 株）を加えた株

式数（113,100 株）に係る議決権数 113,100 個を分母として計算しております。 

（注２）「議決権所有割合」については、小数点第三位を四捨五入しております。 

 

４．異動予定年月日  

平成 24 年６月 29 日（本公開買付けの決済開始日） 

 

５．今後の見通し 

平成 24 年５月 11 日付当社プレスリリース「ＭＢＯの実施並びに当社株式等に対する公開買

付けに関する賛同意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ」により公表のとおり、ＡＡホー

ルディングスは、本公開買付けにより当社の発行済普通株式の全てを取得できなかったことか

ら、以下の方法により、当社の発行済普通株式の全てを取得するための手続き（以下「本全部

取得手続」といいます。）を実施することを企図しているとのことです。 

具体的には、本公開買付けが成立したことを受けて、ＡＡホールディングスは、当社に対し、

①当社において普通株式とは別個の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、

当社を会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下同じ。）の規定する種

類株式発行会社とすること、②当社の発行する全ての普通株式に、全部取得条項（会社法 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。）を付す旨の定款変更

を行うこと、及び③当社の当該全部取得条項が付された普通株式の全部の取得と引き換えに、

当社の別個の種類の株式を交付することを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本株主総会」

といいます。）を開催し、かかる①から③の各議案を上程すること、並びに、本株主総会と同

日に、上記②の定款変更を付議議案に含む当社の普通株主による種類株主総会（以下「本種類

株主総会」といいます。）を開催し、かかる②の議案を上程することを要請する予定です。な

お、ＡＡホールディングスは、本株主総会及び本種類株主総会において、上記各議案に賛成す

る予定です。 

上記各手続が実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式には、全部取得条項が付

された上、その全てが当社に取得されることとなり、当社の株主の皆様には、当該取得の対価

として当社の別個の種類の株式が交付されることとなりますが、交付されるべき当該当社の別

個の種類の株式の数が１株に満たない端数となる株主の皆様に対しては、会社法第 234 条その

他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数（合計した数に端数がある場合には、当

該端数は切り捨てられます。）に相当する当該当社の別個の種類の株式を売却すること等によ

って得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数に相当する当該当社
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の別個の種類の株式の売却の結果、当該株主の皆様に交付される金銭の額については、本公開

買付価格に当該株主の皆様が所有していた当社の普通株式の数を乗じた価格と同一になるよ

う設定する予定です。また、全部取得条項が付された普通株式の取得の対価として交付する当

社株式の種類及び数は、本日現在未定ですが、ＡＡホールディングスが当社の発行済株式の全

てを所有することとなるよう、ＡＡホールディングス以外の当社の株主の皆様のうちで本公開

買付けに応募されなかった当社の株主の皆様に対して交付する当社株式の数が１株に満たな

い端数となるよう決定する予定です。 

上記手続に関連する少数株主の権利保護を目的にしたと考えられる会社法上の規定として、

(a)上記②の普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、会社法第 116 条

及び第 117 条その他の関連法令の定めに従って、株主はその所有する株式の買取請求を行うこ

とができる旨が定められており、また、(b)上記③の全部取得条項が付された当社の普通株式

の全部の取得が本株主総会において決議された場合には、会社法第 172 条その他の関係法令の

定めに従って、株主は当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められ

ております。これらの(a)又は(b)の方法による１株当たりの買付価格又は取得価格は、最終的

には裁判所が判断することになります。 

また、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付し、当該株式を全て取得するのと

引換えに別個の種類の当社の株式を交付するという上記方法については、本公開買付け後のＡ

Ａホールディングスの株券等所有割合、ＡＡホールディングス以外の当社株主の皆様の当社普

通株式の所有状況、又は関係法令についての当局の解釈等の状況によっては、それと同等の効

果を有する他の方法を実施し、また実施に時間を要する可能性があります。ただし、他の方法

を実施する場合でも、ＡＡホールディングスのみが当社の発行済普通株式の全てを所有するこ

ととなるよう、ＡＡホールディングス以外の当社の株主で本公開買付けに応募されなかった株

主の皆様に対しては、最終的に金銭のみを交付する方法の採用を予定しており、この場合に、

当該当社の株主の皆様に交付される金銭の額についても、本公開買付価格に当該各株主が所有

していた当社普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう設定される予定です。以上の場合に

おける具体的な手続及び実施時期等については、協議の上、決定次第、速やかに公表する予定

です。 

ＡＡホールディングスは、当社に対し、平成 24 年８月から９月を目途に本株主総会及び本

種類株主総会の開催を要請する予定ですが、本株主総会及び本種類株主総会の具体的な手続及

び実施時期等につきましては、協議の上、決定次第、速やかに公表する予定です。また、ＡＡ

ホールディングスは、上記の各手続実行後速やかに、ＡＡホールディングスを存続会社、当社

を消滅会社として吸収合併することを予定しております。 

当社普通株式は、本日現在、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場されてお

りますが、ＡＡホールディングスは、適用法令に従い、本全部取得手続を行うことを予定して

おりますので、その場合には、当社普通株式は上場廃止になります。なお、当社普通株式が上

場廃止となった場合、当社普通株式を大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）において

取引することはできません。 

 

６．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等  

今回の異動により、ＡＡホールディングスは当社の非上場の親会社として開示対象となりま

す。 

 

以 上 
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