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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、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「Ⅰ１（１）変更の理由②」において定義いたします。）の取得に

ついて、平成 25 年３月７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、本臨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 当社定款の一部変更 

 

１ 種類株式発行に係る定款一部変更の件（定款一部変更その１） 

 

（１）変更の理由 

 

平成 25 年１月 16 日付け当社プレスリリース「レッドオスカーキャピタル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」及び同月 25日付け「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」にてお知らせいたしましたとおり、レッドオスカーキャピタ

ル株式会社（以下「レッドオスカー」といいます。）は、平成 24 年 11 月 27 日から平成 25 年１月 15

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、撤回することなく、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。そして、本公開買付けの結果、レッドオスカーは、平成 25 年１月 22 日（本公開買付けの決済開

始日）をもって、当社普通株式 92,253 株（平成 24 年９月 30 日現在における当社の総株主の議決権

126,999 個に対する割合 72.64％）を保有するに至りました。 

 

平成 24 年 11 月 26 日付け同社プレスリリース「株式会社セレブリックス株式に対する公開買付け

開始に関するお知らせ」及び本公開買付けに係る公開買付届出書において公表されておりますとおり、

当社は、平成 24 年３月期決算において債務超過の状態であり、平成 24 年４月１日付けでＪＡＳＤＡ

Ｑにおける有価証券上場規程第 47条第１項第３号（債務超過）の猶予期間入りした銘柄及び監視区分

銘柄に指定され、当社が平成 25 年３月 31 日までに債務超過の状態を解消しなかった場合は上場廃止



基準に該当する状況にございました。このような状況において、当社の代表取締役である江川利彦及

び当社の取締役である高橋二郎の両名は、一時は民事再生手続の申立てを行うことも検討しておりま

したが、当社の株主の皆様及び当社にとって最善の方策として、(i)当社の株主の皆様に対しては、経

営戦略の抜本的な見直しにより生じ得る過大な負担を回避するための選択肢として、投下資本の回収

機会を提供することが可能となり、(ii)当社は、原点回帰を志向し、長期的視点に立脚した事業運営

を行うことのみならず、顧客の目線に立った独自の経営を行うことにより、従業員とともに前へ進む

ことが可能となり、短期的な業績に過度に左右されることなく、長期的なブランド・信頼感の維持と

向上の機会が得られるとともに、株式の非公開化による上場コストの削減も図り、さらに（iii）上場

廃止による信用の毀損や、株主の皆様が投下資本の回収機会を喪失する事態を避けることができるこ

とから、当社のＭＢＯ（一般に、買収対象会社の経営陣が買収資金の全部又は一部を出資して、事業

の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。以下同じです。）を行うことが、

当社の株主の皆様及び当社にとって最善の方策であるとの結論に至り、当社普通株式の非公開化の一

連の取引の一環として、レッドオスカーを設立して本公開買付けを行ったとのことです。 

 

一方、当社といたしましても、平成 24 年 11 月 26 日付け当社プレスリリース「ＭＢＯの実施及び

応募の推奨に関するお知らせ」及び本公開買付けに係る意見表明報告書においてお知らせいたしまし

たとおり、当社が抱える事業政策上及び資本政策上の問題点等を踏まえると、本公開買付けを含む当

社を非公開化させるための一連の取引が、当社の現状、上場廃止基準抵触の蓋然性、必要な抜本的改

革の内容、当該抜本的改革が当社の業績や財務状態及び当社の株主の皆様に与え得る悪影響、上場維

持のメリットの評価等を踏まえると、株主の皆様の利益の確保及び当社の中長期的な企業価値向上に

資するものであるとともに、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諸条件は、第三者委員会の答申書、第三者算定機関の株式価値算定書及び

法務アドバイザーの助言等を踏まえると妥当であり、よって、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る当社株式の売却機会をご提供できるものであると判断いたしました。 

以上の理由により、本公開買付けが実施されて成立し、レッドオスカーから要請を受けたことから、

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いたうえで、レッ

ドオスカーのみを当社の株主として、当社普通株式を非公開化するために、次の①から③の各手続（以

下総称して「本非公開化手続」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、Ａ種種類株式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、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（以下、全部取得条項が付された後の当社普通株式を「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定款に基づき、株主総会

の特別決議によって、当社は、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 34,746 分の 1 株の割合をもって交付いたします。なお、この

際、レッドオスカーを除く株主の皆様に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す。また、割り当てられるＡ種種類株式が１株未満の端数とな

る株主の皆様につきましては、会社法第 234 条の定めに従い、最終的には現金が交付される

こととなります。 

 



当社は、Ａ種種類株式を全部取得条項付普通株式の取得対価として交付したことにより生じるＡ種

種類株式の１株未満の端数につきましては、法令の定める手続に従い、必要となる裁判所の許可が得

られることを条件として、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、その端数に応じて各株主の皆様に交付いたします。かかる売却手続に関し、必

要となる会社法第 234 条第２項に基づく裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、Ａ種種類株式

をレッドオスカーに対して売却し、また、その売却金額は、全部取得条項付普通株式の各株主の皆様

が従前保有しておられた全部取得条項付普通株式の数に 1,310 円（本公開買付価格）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などにおいては、実際に交付される

金額が上記金額と異なる場合もございます。 

「定款一部変更その１」は、本非公開化手続のうち、上記①の手続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の手続は、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、種類株式を

発行する旨の定めを新設いたします。 

 

（２）変更の内容 

 

変更の内容は、次のとおりです。 

なお、本議案に係る定款変更は、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５条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、37 万 5,996 株と

する。 

 

 

（新設） 

第２章 株式 

第５条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、37 万 5,996 株と

し、当会社の発行可能種類株式総数は、普通株式

37万 5,896 株、Ａ種種類株式 100 株とする。 

 

第５条の２ （Ａ種種類株式） 

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３章 株主総会 

（新設） 

第３章 株主総会 

第 15 条の２ （種類株主総会） 

第 12 条、第 13 条、第 15 条の規定は、種類株主

総会にこれを準用する。 

２ 第 14 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 14 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。 

 

２ 全部取得条項の付加に係る定款一部変更の件（定款一部変更その２） 

 

（１）変更の理由 

 

「定款一部変更その２」は、前記Ⅰ１（１）「変更の理由」でご説明申し上げた本非公開化手続の

うち、②の手続として、「定款一部変更その１」に係る変更後の定款の一部を追加変更し、当社普通株

式の全て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、「定款一部変更その１」における定款変更に基づき新たに設け

られるＡ種種類株式を 34,746 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、前記「Ⅰ１（１）変更の理由」のとおり、レッドオスカーを除く全部取得条項付

普通株主の皆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。 

 

（２）変更の内容 

 

変更の内容は、次のとおりです。 

なお、「定款一部変更その２」に係る定款変更の効力発生は、「定款一部変更その１」及び下記Ⅱ「全

部取得条項付普通株式の取得の件」がいずれも原案どおり承認可決されること、並びに普通株主の皆

様による種類株主総会において「定款一部変更その２」と同内容の議案が原案どおり承認可決される

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、「定款一部変更その２」に係る定款変更の効力発生日は、平成 25年３月 28日といたします。 

（下線は変更部分を示しております。） 

「定款一部変更その１」による変更後の定款 追加変更案 

第２章 株式 

（新設） 

第２章 株式 

第５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 34,746 分の 1 株の割

合をもって交付する。 



Ⅱ 全部取得条項付種類株式の取得の件 

 

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「Ⅰ１（１）変更の理由」でご説明申し上げたとおり、当社は、当社が抱える事業政策上及び資

本政策上の問題点等を踏まえると、本公開買付けを含む当社を非公開化させるための一連の取引が、当社

の現状、上場廃止基準抵触の蓋然性、必要な抜本的改革の内容、当該抜本的改革が当社の業績や財務状態

及び当社の株主の皆様に与え得る悪影響、上場維持のメリットの評価等を踏まえると、株主の皆様の利益

の確保及び当社の中長期的な企業価値向上に資するものであるとともに、本公開買付価格及び本公開買付

けに係るその他の諸条件は、第三者委員会の答申書、第三者算定機関の株式価値算定書及び法務アドバイ

ザーの助言等を踏まえると妥当であり、よって、本公開買付けは、当社の株主の皆様に対して合理的な価

格による当社株式の売却機会をご提供できるものであると判断いたしました。 

Ⅱ「全部取得条項付普通株式の取得の件」は、前記「Ⅰ１（１）変更の理由」でご説明申し上げた本

非公開化手続のうち、③の手続として、会社法第 171 条第１項並びに「定款一部変更その１」及び「定款

一部変更その２」による変更後の定款に基づき、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、以下に定めるとおり、

「定款一部変更その１」に係る変更後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、取得対価としてレッドオスカー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、その所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 34,746 分の１株の割合をもって交付する予定です。こ

のように割り当てられる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 条の規定に従ってこれを売却し、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。 

当社では、「全部取得条項付普通株式の取得の件」が承認された場合に、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項の規定に基づく裁判所の許可を得た上でレッドオスカーに売却し、また、そ

の売却金額は、各株主の皆様が従前保有しておられた当社普通株式の数に 1,310円（本公開買付価格）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。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などにおいては、実際

に交付される金額が上記金額と異なる場合もございます。 

 

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「定款一部変更その１」及び「定款一部変更その２」に係る変更後の

当社の定款の定めに基づき、下記（２）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、その所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 34,746 分の 1株の割合をもって交付いたします。 

 

（２）取得日 

平成 25 年３月 28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、「定款一部変更

その１」及び「定款一部変更その２」がいずれも原案どおり承認可決されること、普通株主の皆様に

よる種類株主総会において前記Ⅰ２「定款一部変更その２」と同内容の議案が原案どおり承認可決さ

れること、並びに「定款一部変更その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く存じます。 

 

Ⅲ 上場廃止の予定について 

 

本臨時株主総会及び本種類株主総会において、定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得の

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、株式会社大阪証券取引所の開設する市場であ

るＪＡＳＤＡＱグロース市場（以下「ＪＡＳＤＡＱ」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、当社株式は平成 25 年２月 12 日から平成 25 年３月 22 日の間、整理銘柄に指定された後、平

成 25年３月 25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ＪＡＳＤＡＱにおい

て取引することはできません。 

 

Ⅳ 本非公開化手続の日程の概要（予定） 

 

本非公開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 25 年１月 16 日（水） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会基準日 平成 25 年１月 31 日（木） 

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 25 年２月 12 日（火） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会開催 平成 25 年３月７日（木） 

種類株式発行に係る定款一部変更（定款一部変更その１）の 

効力発生日 

平成 25 年３月７日（木） 

当社普通株式の整理銘柄への指定 平成 25 年３月７日（木） 

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の基準

日設定公告 

平成 25 年３月８日（金） 

全部取得条項に係る定款一部変更（定款一部変更その２）の 

公告 

平成 25 年３月８日（金） 

当社普通株式の売買最終日 平成 25 年３月 22 日（金） 

当社普通株式の上場廃止日 平成 25 年３月 25 日（月） 

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 25 年３月 27 日（水） 

全部取得条項に係る定款一部変更（定款一部変更その２）の効

力発生日 

平成 25 年３月 28日（木） 

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の効力

発生日 

平成 25 年３月 28日（木） 

 



Ⅴ 支配株主との重要な取引に関する事項 

 

レッドオスカーは当社の支配株主であり、前記「Ⅱ 全部取得条項付種類株式の取得の件」に係る全

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方針」を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等、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、少数株主の利害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。本取得を行うに際しても、以下の対応を行っております。 

 

まず、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 11 月 26 日付け当社プレス

リリース「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の「２（３）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等本公開買付けの公正性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、当社は、前記Ⅰ１（１）及びⅡ１に記載のとおり、Ａ種種類株式の売却後に株主の皆様に交付

される金額については、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、別途定める基準日（平

成 25 年３月 27 日とすることを予定しております。）において全部取得条項付普通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 1,310 円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。 

 

さらに、当社の代表取締役社長である江川利彦及び当社取締役である高橋二郎は、それぞれ、レッド

オスカーの代表取締役、取締役を兼任し、本取得に関し当社と構造的な利益相反状態にあり、特別利害関

係人に該当するおそれがあるため、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に係る審議及

び決議には一切参加しておらず、また、当社の立場においてレッドオスカーとの協議及び交渉にも一切参

加しておりません。当該取締役会においては、江川利彦及び高橋二郎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臨時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審議に参加し、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、これらの取締役会決議の方法そ

の他の利益相反を回避するための措置に関して、法務アドバイザーである二重橋法律事務所の法的助言を

受けております。 

 

なお、当社の取締役会は、上記決議に先立ち、当社の支配株主との間に利害関係のない二重橋法律事

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

は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 25 年２月 12 日付で、二重

橋法律事務所より、本取得に際してレッドオスカー以外の全部取得条項付普通株主の皆様には本公開買付

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 1,310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、②本取得に際して全部取得条項付種類株式の手法を用いる

ことの相当性、③本取得の条件の公正性・妥当性、及び④本取得の手続きの適正性の各観点から総合的に

検討すると、当社の取締役会による本取得の実施に関する決定は、当社の少数株主にとって不利益なもの

でないと認められる旨の意見を得ております。 

 

 



以上を踏まえ、当社の取締役会は、本取得の実施は当社の少数株主にとって不利益ではなく、かつ、

当社の企業価値向上に資するものと判断しておりますので、本取得は適正性が確保されていると考えてお

ります。 

 

以 上 


