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2013 年 8 月 28 日 

各  位 

東 京 都 中 央 区 日 本 橋 1 丁 目 4 番 1 号

日本橋一丁目ビルディング（コレド日本橋）

株式会社シンプレクス・ホールディングス

代 表 取 締 役 社 長  金 子  英 樹

 （コード番号： 4340 東証 1部） 

問い合わせ先 執 行 役 員  山 本  元

T E L 0 3 － 3 2 7 8 － 6 8 2 9 （ 代 表 ）

 

 

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及び全部取得条項付普通株式（Ⅰ１（１）において定義いたします。）

の取得につきまして、2013 年９月 13 日開催予定の当社臨時株主総会（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、本臨時株主総会の開催予定日と同日に開催予定の当社の普通株式（以下「当社普通

株式」といいます。）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 

2013 年８月６日付当社プレスリリース「株式会社ＳＣＫホールディングスによる当社株

券等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」にてお知らせいたしましたとおり、株式会社ＳＣＫホールディングス（以下「Ｓ

ＣＫホールディングス」といいます。）は、2013 年６月 14 日から同年８月５日まで、当社

普通株式及び新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に対して公開買付け（以下

「本公開買付け」といいます。）を行い、同年８月 12 日（本公開買付けの決済の開始日）

をもって、当社普通株式 525,318 株（議決権所有割合 92.65％（小数点以下第三位を四捨五

入。））を有するに至っております。なお、「議決権所有割合」は、当社の発行済株式総数

（589,955 株）から同日現在で当社が所有している自己株式数（22,947 株）を控除した

567,008 株に係る議決権の数（567,008 個）を分母として計算しております。 
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2013 年６月 13 日付プレスリリース「株式会社シンプレクス・ホールディングス株式等に

対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び 2013 年６月 14 日付のＳＣＫホールディ

ングスの公開買付届出書（その後の訂正を含みます。）において公表されておりますとおり、

当社代表取締役社長である金子英樹氏（以下「金子氏」といいます。）及び株式会社刈田・

アンド・カンパニー（以下「Ｋ＆Ｃ」といいます。）は、厳しい事業環境下において当社グ

ループをさらに成長させ、その中長期的な企業価値の向上を実現するためには、①ＵＭＳ

事業の一環である「Simplex FX」等の収益連動型課金ビジネスモデルの強化及び金融シス

テム・ソリューション事業で蓄積した知見を活用した金融サービス事業への進出の検討、

②ＳＩ事業における顧客の初期的検討段階向けサービスの立ち上げ並びに③海外展開とい

う諸施策を速やかに実施していくことが必須であり、そのためには、マネジメント・バイ

アウト（ＭＢＯ）の手法により当社株式を非上場化し、上記の各施策に必然的に伴うリス

クが当社の株主の皆様に及ぶことを回避するとともに、当社の株主を、当該リスクを受容

できる少数の者に限定し、諸施策を一貫した方針の下で迅速かつ大胆に実施できる体制を

構築することが、現在の当社グループにとって最善の選択肢であるという基本的な方向で

合致したとのことです。その上で、当社グループの今後のさらなる成長に向けた施策の中

に海外市場への展開が含まれていることに鑑み、当社グループの海外市場への展開を強力

にサポートする協力者として、世界６大陸の 33 のオフィスを通じた全世界的ネットワーク

に加え、当社グループと同様のテクノロジー事業を営む企業に対する幅広い投資実績と企

業価値の最大化に向けた豊富な経営支援の経験を有するカーライル・グループを選定し、

カーライル・グループとの間で意見交換を行いながら、マネジメント・バイアウト（ＭＢ

Ｏ）の実施について具体的に検討し、本公開買付けの実施を決定したとのことです。 

当社といたしましても、2013 年６月 13 日付プレスリリース「ＭＢＯの実施及び応募の推

奨に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社及びＳＣＫホールディ

ングスから独立した第三者算定機関であり、かつ、関連当事者に該当しないＳＭＢＣ日興

証券株式会社から取得した株式価値算定書、当社及びＳＣＫホールディングスから独立し

た、外部の有識者を含む委員によって構成される独立委員会から提出を受けた 2013 年６月

13 日付答申書、並びに当社及びＳＣＫホールディングスから独立した法務アドバイザーで

あるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から得た法的助言を踏まえ、本公開買付けに関

する諸条件について、慎重に協議、検討してまいりました。その結果、当社取締役会は、

当社が直面する経営課題や当社を取り巻く事業環境等を踏まえると、2013 年４月 25 日付で

当社が公表した、2014 年３月期からの３ヵ年の計画である「ブリッジ 2016」における基本

戦略と概ね整合すると考えられる、ＳＣＫホールディングスが提示する上記の各施策につ

いて、「ブリッジ 2016」の策定時における当社の想定よりもさらに迅速かつ大胆な経営資源

の集中を伴って実施することが、当社の持続的成長及び中長期的な企業価値のさらなる向

上のために重要であると判断いたしました。しかしながら、ＳＣＫホールディングスもい

うとおり、②、③の施策の実施については当面のコスト増加や、大胆な投資の実行等によ
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る既存事業への短期的な悪影響は避けられず、少なくとも数年間にわたり売上高及び利益

が低下する虞があり、①の施策の実施についても金融事業特有の収益変動リスクを内包す

るものであるうえ、研究開発費用も含め新たな先行投資が必要となることは避けられない

ものと考えられます。したがいまして、当社の株主の皆様にこのような各施策に必然的に

伴うリスクが及ぶことを回避する必要があること等を考慮すると、本取引（ＳＣＫホール

ディングスが実施する、当社普通株式（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）及び

本新株予約権の全てを取得し、当社普通株式を非上場化するための一連の取引をいいます。

以下同じです。）により当社普通株式を非上場化することは当社の企業価値の最大化に寄与

するものであるとともに、本公開買付けの公開買付価格（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妥当であり、本公開買付けを含む本取引

は当社の株主の皆様の利益に合致すると判断し、2013 年６月 13 日開催の当社取締役会にお

いて、審議及び決議に参加した取締役（取締役５名中、金子氏及び当社取締役副社長であ

り、ＳＣＫホールディングスに出資予定の五十嵐充氏（以下「五十嵐氏」といいます。）を

除く出席取締役３名）全員の意見の一致により、本公開買付けに賛同の意見を表明すると

ともに、当社の株主の皆様に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいた

しました。また、当該取締役会において、同じく審議及び決議に参加した取締役（上記３

名）全員の意見の一致により、本新株予約権については、本新株予約権が当社役職員に対

するストックオプションとして付与されたものであり、当社は本新株予約権に係る買付価

格の妥当性について検証を行っていないことから、本公開買付けに応募するか否かについ

て、本新株予約権に係る新株予約権者の皆様の判断に委ねる旨を併せて決議いたしました。 

その後、上記のとおり、本公開買付けは 2013 年８月５日に終了し、多数の株主の皆様の

応募の結果、本公開買付けの公開買付者であるＳＣＫホールディングスは、同年８月 12 日

（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社普通株式 525,318 株を保有するに至って

おります。 

当社といたしましては、以上の経緯を経て本公開買付けが成立し、ＳＣＫホールディン

グスからの要請も踏まえ、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会及び本種類

株主総会において株主様のご承認をいただくことを条件として、ＳＣＫホールディングス

による当社の全発行済株式保有のために必要な以下の①から③の手続（以下「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。 

なお、2013 年６月 13 日付プレスリリース「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知ら

せ」にてお知らせいたしましたとおり、当社は、本取引の検討に当たり、当社及びＳＣＫ

ホールディングスから独立した、外部の有識者を含む委員によって構成される独立委員会

（独立委員会の委員としては、当社及びＳＣＫホールディングスから独立性を有する中条

稔夫氏（現当社社外監査役）、小笠原範之氏（現当社社外監査役）及び仁科秀隆氏（中村・

角田・松本法律事務所パートナー 弁護士）の３氏を選定いたしました。）を設置しており

ましたが、独立委員会は、本取引が当社の少数株主にとって不利益なものでないと認めら
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れる旨の答申を行っております。 

① 当社の定款の一部を変更し、「（２）変更の内容」に記載の定款変更案第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（以下「手続①」といいます。）。 

② 手続①による変更後の当社の定款の一部をさらに変更し、当社の発行する全ての普

通株式に全部取得条項（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（但し、当社が保有する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 45,000 分の１株

の割合をもって交付する旨の定めを設けます（以下「手続②」といいます。）。 

③ 会社法第 171 条第１項並びに手続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、当社は、株主様（当社を除きます。以下同じです。）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、各株主様に対して、

当該取得と引き換えに、全部取得条項付普通株式１株につきＡ種種類株式を 45,000 分

の１株の割合をもって交付いたします。なお、ＳＣＫホールディングスを除く各株主

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

（以下「手続③」といいます。）。 

 

当社は、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、その合計額（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 条そ

の他の関係法令の定める手続に従って売却し、当該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ＳＣＫホールディングス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、別途定める基準日（「Ⅱ２ 全部取得条項

付普通株式の取得の内容（２）取得日」において定める取得日の前日を基準日とすること

を予定しております。）において株主様が保有する当社普通株式の数に 45,000 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。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なる場合もあり得ます。 

「定款一部変更その１」に係る議案は、本完全子会社化手続のうち手続①を実施するも

のであります。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
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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手続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

行うものであります。 

 

（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１」に係る定款の一部変更は、

「定款一部変更その１」に係る議案が本臨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） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、220 万株と

する。 

 

（新  設） 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社は、普通株式のほか、第６条の２に

定めるＡ種種類株式を発行することができ

る。 

  ２ 当会社の発行可能株式総数は、220 万株と

し、普通株式の発行可能種類株式総数は219

万 9,900 株、Ａ種種類株式の発行可能種類

株式総数は 100 株とする。 

（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。）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

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
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（新  設） 

余財産の分配を受ける。 

 

（種類株主総会） 

第１６条の２ 第 12 条、第 14 条、第 15 条及び第

16 条の規定は、種類株主総会にこれを準

用する。 

   ２ 第 13 条第１項の規定は、会社法第 324

条第１項による種類株主総会の決議に

これを準用する。 

   ３ 第 13 条第２項の規定は、会社法第 324

条第２項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（定款一部変更その２） 

（１）変更の理由 

「Ⅰ１ 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」

でご説明申しあげたとおり、当社といたしましては、本公開買付けへの賛同、株主様に対

する応募の推奨及び本公開買付けの成立等を踏まえ、本臨時株主総会及び本種類株主総会

において株主様のご承認を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。 

「定款一部変更その２」に係る議案は、本完全子会社化手続のうち手続②を実施するも

のであり、「定款一部変更その１」に係る変更後の当社の定款の一部をさらに変更し当社の

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。「定款一部変更その２」に係る議案が本臨時株主総会で、

また「定款一部変更その２」に係る議案と同内容の議案が本種類株主総会で、それぞれ原

案どおり承認可決され、手続②の定款変更の効力が発生した場合には、当社の発行する普

通株式は全て全部取得条項付普通株式となります。 

なお、手続②の後、「全部取得条項付普通株式の取得の件」に係る議案が本臨時株主総会

において原案どおり承認可決されることにより、当社は株主様から全部取得条項付普通株

式を取得いたしますが（手続③）、当該取得と引き換えに当社が株主様に交付する取得の対

価は、「定款一部変更その１」に係る定款変更により設けられるＡ種種類株式とし、当社が

全部取得条項付普通株式１株につき株主様に割り当てるＡ種種類株式の数は、ＳＣＫホー

ルディングスを除く各株主様に対して交付されるＡ種種類株式の数が１株未満の端数とな

るように、45,000 分の１株としております。 

 

（２）変更の内容 
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変更の内容は次のとおりです。なお、「定款一部変更その２」に係る定款の一部変更は、

本臨時株主総会において「定款一部変更その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「定款一部変更その２」

に係る議案と同内容の議案が本種類株主総会において原案どおり承認可決されることを条

件として、2013 年 10 月 18 日に、その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。） 

「定款一部変更その１」に係る議案による 

変更後の定款 
追加変更案 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

（全部取得条項） 

第６条の３ 当会社が発行する普通株式は、当会

社が株主総会の決議によってその全

部を取得することができる。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き換えに、

普通株式１株につきＡ種種類株式を

４万 5,000 分の１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取得を必要とする理由 

「Ⅰ１ 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」

でご説明申しあげたとおり、当社といたしましては、本公開買付けへの賛同、株主様に対

する応募の推奨、及び本公開買付けの成立等を踏まえ、本臨時株主総会及び本種類株主総

会において株主様のご承認を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。 

本議案は、本完全子会社化手続のうち手続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

款に基づき、株主総会の特別決議によって、当社が株主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、各株主様に対して、当該取得と引き換えに、「定款

一部変更その１」に係る定款変更により設けられるＡ種種類株式を交付するものです。 

当該交付がなされるＡ種種類株式の数につきましては、株主様に対して、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 45,000 分の１株の割合をもって交付

するものといたします。この結果、ＳＣＫホールディングスを除く各株主様に対して取得

対価として交付されるＡ種種類株式の数は、１株未満の端数となる予定です。このように

割り当てられるＡ種種類株式の数が１株未満の端数となる株主様に関しましては、会社法

第 234 条の定めに従って以下のとおりの１株未満の端数処理がなされ、最終的には金銭が
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交付されることになります。 

株主様に対して、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

45,000 分の１株の割合をもって割り当てる結果生じるＡ種種類株式の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 条その他の関係法令の定める手続に従って売却し、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ＳＣＫホールディングスに

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、

別途定める基準日（「２ 全部取得条項付普通株式の取得の内容（２）取得日」において定

める取得日の前日を基準日とすることを予定しております。）において株主様が保有する当

社普通株式の数に 45,000 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。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き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」

に係る議案による変更後の当社の定款に基づき、取得日（（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または記録された全部取得条項付普通株式の株主様に対して、

その保有する全部取得条項付普通株式１株の取得と引き換えに、Ａ種種類株式を

45,000 分の１株の割合をもって交付するものといたします。 

 

（２）取得日 

2013 年 10 月 18 日（金） 

 

（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「定款一部変更その１」及び「定款一部変更その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、「定款一部変更その２」に係る議案と

同内容の議案が本種類株主総会において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、その効力が生

じるものといたします。なお、その他の必要事項については、当社取締役会にご一任
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願いたく存じます。 

 

Ⅲ 上場廃止 

本臨時株主総会におきまして、「定款一部変更その１」、「定款一部変更その２」及び「全

部取得条項付普通株式の取得の件」に係る議案が原案どおり承認可決され、「定款一部変更

その２」に係る議案と同内容の議案が本種類株主総会において原案どおり承認可決された

場合には、当社普通株式は、東京証券取引所市場第一部の上場廃止基準に該当することと

なり、2013 年９月 13 日から同年 10 月 11 日まで整理銘柄に指定された後、2013 年 10 月 15

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

第一部において取引することはできなくなります。 

 

Ⅳ 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）は次のとおりです。 

 

本臨時株主総会及び本種類株主総会の基準日設定公告 2013 年７月 25 日（木）

本臨時株主総会及び本種類株主総会基準日 2013 年８月 12 日（月）

本臨時株主総会及び本種類株主総会の招集に関する取締役会決議 2013 年８月 28 日（水）

本臨時株主総会及び本種類株主総会開催 2013 年９月 13 日（金）

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 2013 年９月 13 日（金）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式の交付に係る基準日設

定公告 

2013 年９月 13 日（金）

当社普通株式の整理銘柄への指定 2013 年９月 13 日（金）

当社普通株式の売買最終日 2013 年 10 月 11 日（金）

当社普通株式の上場廃止日 2013 年 10 月 15 日（火）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式の交付に係る基準日 2013 年 10 月 17 日（木）

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 2013 年 10 月 18 日（金）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式の交付の効力発生日 2013 年 10 月 18 日（金）

 

Ⅴ 支配株主との取引等に関する事項 

ＳＣＫホールディングスは当社の支配株主であり、「Ⅱ 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（以下「本取得」といいます。）は、支配株主

との重要な取引に該当します。 

当社は、コーポレート・ガバナンス報告書におきまして、「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針に関する指針」は定めておりませんが、支配株主との取引

等につきましては、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
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の上で決定することとし、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

しております。 

本取得におきましても、少数株主に不利益を及ぼすことがないように次の措置を講じて

おります。 

当社は、本公開買付け及び本取得からなる一連の取引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、2013 年６月 13 日付プレスリリース「ＭＢＯの実

施及び応募の推奨に関するお知らせ」「２．（４）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等、本公開買付けの公正性等を担保するための

措置」に記載した各措置を講じております。 

また、「Ⅰ１ 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」に記載いたしましたとおり、当社は、本取引の検討に当たり、当社及びＳＣＫホ

ールディングスから独立した、外部の有識者を含む委員によって構成される独立委員会を

設置しておりましたが、独立委員会は、2013 年６月 13 日に、①本取引は当社の企業価値向

上に資するものであると認められること、②本取引が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こと、及び③本取引に対して当社取締役会が賛同意見を表明し、普

通株式に関しては応募を推奨することには合理性が認められること、をそれぞれ委員全員

の一致で承認したことを内容とする答申書を当社取締役会に対して提出しております（な

お、当該答申書が本取得を含む本取引に係るものであることから、当社は、本取得の実施

に際しては、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。）。 

加えて、当社は、「Ⅰ１ 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」及び「Ⅱ１ 全部取得条項付普通株式の取得を必要とする理由」に記

載いたしましたとおり、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

可が予定どおりに得られた場合には、別途定める基準日（取得日の前日とすることを予定

しております。）において株主様が保有する当社普通株式の数に 45,000 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。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なる場合もあり得ます。 

さらに、金子氏及び五十嵐氏は、本取得に関して当社と構造的な利益相反状態にあり、

本取得について特別の利害関係を有するおそれがあることから、当社取締役会における全

ての本取得に係る議案の審議及び決議には参加しておらず、また、当社の立場においてＳ

ＣＫホールディングスとの協議・交渉にも参加しておりません。当該取締役会におきまし

ては、金子氏及び五十嵐氏を除いた取締役３名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及び本種類株主総会に付議すること

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。
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加えて当社は、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、当社の法務アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言を得

ております。 

 

以 上 

 


