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平成 26 年８月 27 日 

 
各  位 

社 名： 株 式 会 社 ア ー ク 
代 表 者 名： 代表取締役社長 鈴 木  康 夫 

（コード番号： 7 8 7 3  東 証 第 一 部 ） 
問い合せ先： 執 行 役 員 河 本  俊 之 

TEL： 06（6260）1040 
 
 
 

定款の一部変更、取締役及び監査役候補者並びに 

臨時株主総会開催及び付議議案決定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年８月５日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、

平成 26 年９月 30 日に臨時株主総会を開催予定である旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締

役会において、定款の一部変更、取締役及び監査役候補者並びに臨時株主総会の開催及び付議議案に

ついて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

Ⅰ．定款の一部変更 

1. 定款変更の目的 

株式会社地域経済活性化支援機構が有していたＡ種優先株式及びＣ種優先株式について、同機構

が平成26年８月５日付でＡ種優先株式50,000,000株及びＣ種優先株式23,518,613株について普通

株式を対価とする取得請求権を行使し、同月26日付でＡ種優先株式100,000,000株につき金銭を対

価とする取得請求権を行使した結果、発行済Ａ種優先株式及び発行済Ｃ種優先株式の全てにつき当

社が取得することとなり、これに伴って当社は平成26年８月27日付でこれらのＡ種優先株式及びＣ

種優先株式の全てを消却いたします。このため、上記消却に伴ってＡ種優先株式及びＣ種優先株式

を廃止するべく関連する定款規定を変更するものであります。 

 

2. 定款変更の内容 

変更箇所の詳細は４ページ「Ⅳ．定款変更の内容」をご覧ください。 

 

3. 日程 

定款変更のための臨時株主総会開催日 平成 26 年９月 30 日（予定） 

定款変更の効力発生日     平成 26 年９月 30 日（予定） 

 

 

 



2 

 

Ⅱ．取締役及び監査役候補者 

現在の当社取締役７名のうち、４名（中桐悟、中西雅也、高橋和重及び櫻田浩一）が、平成 26

年９月 30 日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任するため、新たな経営体制

の整備及び充実を図るべく、同臨時株主総会に付議する取締役選任議案の候補者について決議い

たしました。また、現在の当社監査役５名のうち、２名（細川敬章及び中島宏記）も同臨時株主

総会終結の時をもって辞任により退任するため、当社の監査体制の一層の強化を図るべく、同臨

時株主総会に付議する監査役選任議案の候補者について決議いたしました。 

 

取締役候補者は次のとおりであります。 

 

候補者 

番号 

氏名 

（生年月日） 
略歴 

所有株式数

（株） 

１ 
松本 展明 

（昭和 49年５月 28日生） 

平成９年４月   オリックス株式会社入社 

平成 23 年 10 月 同社事業投資本部事業投資グループ 

シニアヴァイスプレジデント(現任) 

＜重要な兼職の状況＞ 

オリックス株式会社 事業投資本部事業投資グループ 

シニアヴァイスプレジデント 

－ 

２ 
入江 修二 

（昭和 38年３月 14日生） 

平成 13 年５月  みずほ証券株式会社入社 

平成 23 年４月  オリックス株式会社入社 

同社事業投資グループ長 

平成 23 年６月 オリックス・プリンシパル・インベスト 

メンツ株式会社代表取締役 

平成 23 年９月 オリックス株式会社事業投資本部 

副本部長 

平成 23 年 10 月 オリックス・ホールセール証券株式会社 

取締役 

平成 24 年１月  オリックス・ホールセール証券株式会社 

代表取締役 

平成 25 年１月  オリックス株式会社執行役(現任) 

平成 26 年１月  同社事業投資本部長(現任) 

＜重要な兼職の状況＞ 

オリックス株式会社 執行役兼事業投資本部長 

－ 

３ 
三宅 誠一 

（昭和 43年４月 15日生） 

平成４年４月   オリックス株式会社入社 

平成 24 年４月  同社事業投資本部事業投資グループ長 

(現任) 

平成 25 年８月  オリックス・プリンシパル・インベスト 

メンツ株式会社代表取締役(現任) 

平成 26 年５月  ＯＰＩ・11 株式会社代表取締役(現任) 

＜重要な兼職の状況＞ 

オリックス株式会社 事業投資本部事業投資グループ長 

オリックス・プリンシパル・インベストメンツ株式会社 

代表取締役 

ＯＰＩ・11株式会社 代表取締役 

－ 
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４ 
髙井 伸太郎 

（昭和 48年１月 24日生） 

平成 11 年４月  弁護士登録(第一東京弁護士会) 

長島・大野法律事務所(現長島・大野・ 

常松法律事務所)入所 

平成 19 年１月  同所パートナー(現任) 

平成 22 年２月  三起商行株式会社社外監査役(現任) 

＜重要な兼職の状況＞ 

長島・大野・常松法律事務所 パートナー 

三起商行株式会社 社外監査役 

－ 

※入江修二、三宅誠一及び髙井伸太郎の３氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役候 

補者であります。 

 

監査役候補者は次のとおりであります。 

 

候補者 

番号 

氏名 

（生年月日） 
略歴 

所有株式数

（株） 

１ 
中田 貴夫 

（昭和48年５月25日生） 

平成 10 年 10 月 センチュリー監査法人(現新日本有限 

責任監査法人)入所 

平成 14 年４月  公認会計士登録 

平成 14 年７月  監査法人トーマツ(現有限責任監査法 

人トーマツ)入所 

平成 26 年４月 中田公認会計士事務所開設 

平成 26 年６月 株式会社 KR フードサービス社外監査 

役(現任) 

＜重要な兼職の状況＞ 

中田公認会計士事務所 所長 

－ 

２ 
赤嶋 知行 

（昭和52年４月17日生） 

平成 13 年９月 虷澤公認会計士事務所入所 

平成 19 年２月 オリックス株式会社入社 

               同社事業投資本部事業投資グループ 

ヴァイスプレジデント(現任) 

＜重要な兼職の状況＞ 

オリックス株式会社 事業投資本部事業投資グループ 

ヴァイスプレジデント 

－ 

※中田貴夫氏及び赤嶋知行氏は会社法第２条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。 

 

 

Ⅲ．臨時株主総会の開催及び付議議案 

1. 開催日時 

平成 26 年９月 30 日（火） 午前 10 時 

 

2. 開催場所 

大阪市北区中之島五丁目３番 51 号 

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）12 階 特別会議場 
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3. 付議議案 

第１号議案 定款一部変更の件 

第２号議案 取締役４名選任の件 

第３号議案 監査役２名選任の件 

 

 

Ⅳ．定款変更の内容（下線は変更箇所を示しております。） 

 

現 行 定 款 変 更 案 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総

数） 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総

数） 

第５条 （条文略） 

2. 当会社の各種類の株式の発行可能種

類株式総数は、それぞれ次の各号に掲

げるとおりとする。 

(１) 普通株式   900,000,000株 

(２) Ａ種優先株式 150,000,000株 

(３) Ｂ種優先株式  50,000,000株 

(４) Ｃ種優先株式  50,000,000株 

第５条 （現行通り） 

2. 当会社の各種類の株式の発行可能種

類株式総数は、それぞれ次の各号に掲

げるとおりとする。 

(１) 普通株式   900,000,000株 

（削除） 

(２) Ｂ種優先株式  50,000,000株 

（削除） 

（単元株式数） （単元株式数） 

第６条 当会社の普通株式、Ａ種優先株式、

Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の単元

株式数は、それぞれ100株とする。 

2. （条文略） 

第６条 当会社の普通株式及びＢ種優先株式

の単元株式数は、それぞれ100株とす

る。 

2. （現行通り） 
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