
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
各 位 

定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等に関するお知らせ 

 

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（下記「Ⅰ 当社普通株式全部取得手続きのための定款一部変更」の「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」）」の「（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、平成26年11月19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、

並びに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開催予定の当社普通株式を保有する株主を構

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 当社普通株式全部取得手続きのための定款一部変更 

１、種類株式発行に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件-１」） 

（１）変更の理由 

 平成26年９月26日付当社プレスリリース「株式会社ＡＭＫによる当社株式に対する公開買付けの結果並びにその他

の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」で公表のとおり、株式会社ＡＭＫは、平成26年８月13日から平成

26年９月25日までの期間、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。）を実施しており

ます。本公開買付けの結果、株式会社ＡＭＫは、平成26年10月２日（本公開買付けの決済開始日）をもって、当社普

通株式1,820,163株（当社の第21期第２四半期報告書（平成26年８月14日提出）に記載された平成26年６月30日

現在の総株主等の議決権数（76,013個）を分母として計算した割合（以下「所有割合」といいます。）23.94％）を所

有するに至っております。これにより、株式会社ＡＭＫは、株式会社ＡＭＫの議決権の100％を有する株主でありかつ

当社の筆頭株主であるドリームイメージズ有限会社（以下「ＤＩ社」といいます。）が保有する当社普通株式（保有株

式数の合計4,024,400 株、所有割合52.94％）及びＤＩ社の議決権の100％を有する株主であり当社の代表取締役会長

である久保田克昭氏（以下「久保田氏」といいます。）（以下ＤＩ社及び久保田氏を総称して「支配株主」といいます。）

が保有する当社普通株式（保有株式数の合計926,108株、所有割合12.18％）と合わせて、当社普通株式6,770,671株

（所有割合89.07％）、を保有するに至っております。 

株式会社ＡＭＫは、本公開買付けに係る公開買付届出書（平成26年８月22日付「公開買付届出書の訂正届出書」に

よる訂正を含みます。以下同じです。）及び平成26年８月12日付同社プレスリリース「プラネックスホールディング

株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」（平成26年８月15日付株式会社ＡＭＫプレスリリース「（訂

正）プラネックスホールディング株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正及び公開買付

届出書の訂正届出書提出並びに公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ）による訂正を含みます。以下同じです。）

において公表されておりますとおり、当社が今後も株式の上場を維持するメリット、デメリットを勘案しつつ、当社の

株主の皆様にマイナスのリスクが及ぶことを回避し、短期的な業績変動に左右されることなく当社が中長期的に成長し、

持続的な企業価値向上を実現するためには、当社の株式を非公開化し、短期的な業績変動に左右されずに機動的かつ柔

軟な意思決定を可能とする経営体制を構築した上で、当社の経営陣及び従業員が一丸となって当社の事業構造の抜本的

な改革及び取り組みの強化を積極的に行うことが最善の手段であるとの考えに至りました。 

一方、当社としましても、平成26年８月12日付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

平成26年10月31日

会 社 名  プラネックスホールディング株式会社
代表者名  代表取締役社長 池 上  宏

   （ＪＡＳＤＡＱ・コード ６７８４）

問合せ先  経営企画室長 富 樫 憲 太 郎
         電話番号  ０３‐６８０９‐０１３０ 



 

 
 

せ」及び平成26年８月13日付意見表明報告書（平成26年８月15日付「意見表明報告書の訂正報告書」による訂正を

含みます。以下同じです。）においてお知らせいたしましたとおり、当社が置かれている状況を総合的に考慮して協議、

検討及び株式会社ＡＭＫとの交渉を行った結果、本公開買付けにより当社普通株式を非公開化することが当社にとって

も、当社の株主の皆様にとっても最善の選択であり、かつ、当社の株主の皆様に対して合理的な株式の売却の機会を提

供するものであるとの判断に至りました。 

以上を踏まえ、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からご承諾をいただくことを条件と

して、以下の①から③の方法により、当社普通株式を非公開化するための手続き（以下「本手続き」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、定款変更案第５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。以下同じで

す。）第２条第13号に規定する種類株式発行会社といたします。 

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（なお、全部取得条項が付された後の普通株式を、以下「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による変更後の定款に基づき、株主総会の決議によって、当社は、全部

取得条項付普通株主の皆様（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、当社は、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株と引き換えに、Ａ

種種類株式を129,819分の１株の割合をもって交付いたします。なお、この際、株式会社ＡＭＫ及び支配株主以外

の株主の皆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。 

 

「定款一部変更の件-１」は、本手続きのうち上記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款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。 

全部取得条項付普通株主の皆様に対してＡ種種類株式を割り当てた結果生じる１株未満の端数につきましては、その

合計数（ただし、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。）に相当する数のＡ種種類株式は、会社法第234条の定め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株主の皆様に交付いたします。かかる売却手続きに関し、当社は、会社法第234条第２項及

び第４項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で、当社又は株式会社ＡＭＫがＡ種種類株式を買い取ることを予定し

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、各株主の皆様が従前保有していた当社の普通株式の数に600円

（本公開買付けにおける当社普通株式１株当たりの買付価格）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あります。  

 

（２）変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。なお、「定款一部変更の件-１」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 株式及び端株 

（発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、25,520,000株とす

る。 

   

 
（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 （単元株式数）                   

第６条 当会社の単元株式数は、100株とする。  

 

第２章 株式及び端株 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は25,520,000株とし、

当会社の発行可能種類株式総数はそれぞれ普通株式

25,519,900株、第５条の２に定める内容の株式（以下「Ａ

種種類株式」という。）100株とする。 

（Ａ種種類株式） 

第５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。 

（単元株式数） 

第６条 当会社の単元株式数は、普通株式につき 100 株と

し、Ａ種種類株式につき１株とする。 

第３章 株主総会 

（新設） 

第３章 株主総会 

（種類株主総会） 

第18条の２ 第14条、第17条及び第18条の規定は、種

類株主総会にこれを準用する。 

２．第16条前段の規定は、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条後段の規定は、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」において説明したとおり、当社普通株式の非公開化を行うた

めの本手続きの②として、「定款一部変更の件-１」による変更後の定款の一部を追加変更し、当社普通株式に全部取

得条項を付す旨の定めとして、追加変更案第５条の３を新設するものであります。「定款一部変更の件-２」が承認さ

れ、その定款変更の効力が発生した場合には、当社普通株式は全て全部取得条項付普通株式となります。 

 また、「定款一部変更の件-２」の承認後、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主の皆様から

全部取得条項付普通株式の全てを取得しますが（本手続き③）、当該取得と引換えに当社が株主の皆様に交付する取得

対価は、「定款一部変更の件-１」における定款変更案により設けられるＡ種種類株式とし、当社が全部取得条項付普

通株式１株につき株主の皆様に交付するＡ種種類株式の数は、株式会社ＡＭＫ及び支配株主を除く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、129,819分の１株としております。 

 なお、「定款一部変更の件-２」に係る定款変更の効力発生日は、平成26年12月17日といたします。 

 



 

 
 

（２）変更の内容 

 変更の内容は次のとおりでありますが、「定款一部変更の件-１」の変更案による変更後の定款の規定を追加変更す

るものであります。 

 なお、「定款一部変更の件-２」による定款変更は、「定款一部変更の件-１」の承認が得られること及び本種類株主

総会において本議案の追加変更案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。 

（下線は変更部分を示しております。） 

「定款一部変更の件-１」に係る変更後の定款規定 追加変更案 

第２章  株式及び端株 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  株式及び端株 

（全部取得条項） 

第５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。 

２．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129,819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（「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 

 「定款一部変更の件-１」で説明したとおり、当社が中長期的な企業価値の向上を図っていくためには、当社株式を

非公開化することが最も有効な手段であると判断しております。 

 「全部取得条項付普通株式の取得の件」は、「定款一部変更の件-１」で説明いたしました本手続きのうちの③とし

て、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、「定款一部変更の件-１」における変更後の定款に設けられる当

社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、株式会社ＡＭＫ及び支配株主を除く全部取得条項付普通株主の皆様に

対して交付する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、新たに発行するＡ種種類株式を129,819分の１株の割合をもって交付する予定です。このように割当てられる

Ａ種種類株式の数が１株未満の端数となる全部取得条項付普通株主の皆様に対しましては、会社法第234条の規定に従

って以下のとおり１株未満の端数処理がなされ、最終的には現金が交付されることになります。 

 当社では、全部取得条項付普通株式の取得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、会社法第234条第２項及び第4項の規定に基づく裁

判所の許可を得た上で、当社又は株式会社ＡＭＫが買い取ることを予定しております。この場合の当社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当社普通

株式の数に600円（本公開買付けにおける当社普通株式１株当たりの買付価格）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あります。 

 

（２）全部取得条項付普通株式の取得の内容 

(ⅰ)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」による変更後の定款の規定に基

づき、全部取得条項付普通株式の取得と引換えに、取得日（下記(ⅱ)において定めます。）において、取得日の前日の

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主様の皆様に対して、その所有する全部取得条項

付普通株式１株につき、当社Ａ種種類株式を129,819分の１株の割合をもって交付します。 



 

 
 

(ⅱ)取得日 

 平成26年12月17日といたします。 

(ⅲ)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」が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本臨時株主

総会の「定款一部変更の件-２」と同内容の定款変更に係る議案の承認が得られること、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、取締役会にご一任願いたいと存じます。 

 

Ⅲ 上場廃止 

 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」が原案どおり承認可決され、普通株主様による種類株主総会において本臨時株主総会の「定款一部変更の件-２」

と同内容の定款変更に係る議案の承認が得られた場合には、当社普通株式は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダ

ード）（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、平成26年11月19日から同年

12月11日まで整理銘柄に指定された後、平成26年12月12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市場において取引することはできません。 

 

Ⅳ 基準日規定廃止に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件-３」） 

（１）変更の理由 

 現在、当社現行定款第９条第１項においては、毎年12月31日を定時株主総会の基準日と定めておりますが、全部取

得条項付普通株式の全部取得の効力が生じた場合には、当社の株主は、株式会社ＡＭＫ及び支配株主のみとなる予定で

あり、上記基準日を定める必要がなくなりますので、当該規定を削除するとともに、現行定款第10条乃至第18条の２

までの規定を順次繰り上げるものであります。 

 現行定款第９条を削除した場合、当社の定時株主総会において議決権を行使することのできる株主は、当該定時株主

総会開催時の株主、または、取締役会により設定される基準日における株主となります。 

 

（２）変更の内容 

 変更の内容は次のとおりです。 

 なお、「定款一部変更の件-３」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」乃至「全部

取得条項付普通株式の取得の件」が原案どおりに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」の追加変更案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、その効力が生じるものとい

たします。 

 したがって、「定款一部変更の件-３」に係る定款変更の効力が生じた場合には、平成27年３月に開催が予定されて

おります定時株主総会において議決権を行使することのできる株主は、株式会社ＡＭＫ及び支配株主のみとなる予定で

す。 

 



 

 
 

（下線は変更部分を示しております。） 

「定款一部変更の件-２」に係る変更後の定款規定 追加変更案 

第２章  株式及び端株 

（基準日） 

第９条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に

記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その

事業年度に関する定時株主総会において権利を行使する

ことができる株主とする。 

２．前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を

行使すべきものを定めるために必要がある場合は、取締

役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準日を

定めることができる。 

 

第10条～第11条 

（条文省略） 

 

第３章 株主総会 

第12条～第18条 

（条文省略） 

 

（種類株主総会） 

第18条の２ 第14条、第17条及び第18条の規定は、

種類株主総会にこれを準用する。 

２．第16条前段の規定は、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条後段の規定は、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。 

第２章   株式及び端株 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条～第10条 

（現行どおり） 

 

第３章 株主総会 

第11条～第17条 

（現行どおり） 

 

（種類株主総会） 

第18条 第13条、第16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15条前段の規定は、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15条後段の規定は、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。 

 

 

Ⅴ 当社普通株式全部取得手続の日程の概要（予定） 

当社普通株式全部取得手続の日程の概略（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の基準日設定公告 平成26年９月19日（金） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会の基準日 平成26年10月6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 平成26年10月31日（金） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会の開催日 平成26年11月19日（水） 

種類株式発行に係る定款一部変更の効力発生日 平成26年11月19日（水） 

当社普通株式の整理銘柄への指定 平成26年11月19日（水） 

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26年11月20日（木） 

当社普通株式の売買最終日 平成26年12月11日（木） 

当社普通株式の上場廃止日 平成26年12月12日（金） 

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26年12月16日（火） 

全部取得条項に係る定款一部変更の効力発生日 平成26年12月17日（水） 

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26年12月17日（水） 

 
Ⅴ 支配株主との取引等に関する事項 

 上記Ⅱに記載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。当社が、平成26年３月27日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「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指針」に関する本取引における適合状況は、以下のとおりです。 

 当社は、「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指針」に従って、本取引に係る手続

の公正性に配慮した上で、本取引の一環として行われる公開買付者による本公開買付けについて、当社取締役会で審議

を行ったうえ、取締役会決議をもって、平成26年８月12日付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」のとおり本公開買付けへ賛同の意見を表明すること、および、当社の株主の皆様に対して、本公開買付け

への応募を推奨することについて決議いたしました。 

 当社取締役会における審議及び決議には支配株主は一切参加しておらず、また、当社の立場において支配株主との協

議及び交渉にも一切参加しておりません。 

また、当社は、本件取得を含む本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、平

成26年８月12日付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「３.（６）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を担保するための措

置」に記載のとおり、本公開買付けの公正性を担保し、利益相反を回避するため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考えております。さらに、当社は、平成26年８月11日に、

支配株主との間で利害関係を有しない第三者委員会から、上記「３ 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理

由 (4) 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 ③ 第三者委員会の設置」に記載した内容の意見書により、本取引に係る当社の決定が少数株

主にとって不利益なものではない旨の意見を入手しております。 

 

なお、平成26年３月27日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「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指針」は以下のとおりです。 

「当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を基本方針とし、取引内

容及び条件の妥当性について当社取締役会において審議の上、取締役会決議をもって決定しております。」 

  

以 上 


