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平成 27年５月 12日 

各      位 

 

上 場 会 社 名 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス 

 （コード番号：6068 ジャスダック） 

本 社 所 在 地 東京都新宿区新宿三丁目 27番 4号 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 山 室 正 之 

問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 瀬 畑  努 

 TEL（03）3359-2744 

 

定款変更（予定）及び取締役の選任（予定）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年６月 26 日開催予定の当社定時株主総会（以下「当社定時株

主総会」といいます。）において、(i)本日別途公表しました「テンプスタッフ株式会社による当社株券等に対す

る公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載のテンプスタッフ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）

による当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立すること

を停止条件として、当社の定款に定める取締役の員数を 13名以内とする旨の定款変更（以下「定款変更（予定）」

といいます。）議案を上程すること、(ii)本公開買付けの成立及び(i)の定款変更議案の承認を停止条件として、

公開買付者の指定する取締役候補者７名を当社の取締役に選任（以下「取締役７名の選任（予定）」といいます。）

する旨の選任議案を上程すること、並びに(iii)本公開買付けの成立及び(i)の定款変更議案の不承認を停止条件

として、公開買付者の指定する取締役候補者４名を当社の取締役に選任（以下「取締役４名の選任（予定）」とい

います。）する旨の選任議案を上程することを、公開買付者との間で合意する旨の決議をいたしましたのでお知ら

せします。 

なお、(i)ないし(iii)の議案は、平成 27 年５月 27 日開催の当社取締役会において正式に当社定時株主総会の

上程議案として決議される予定です。 

 

記 

 

１. 定款変更（予定）及び取締役７名の選任（予定）又は取締役４名の選任（予定）の目的 

 当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、当社の株主の皆様及

び新株予約権者の皆様に対して本公開買付けに応募することを推奨することの決議をいたしました。 

 当社の当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社の普通株式

（但し、当社の自己株式を除きます。）及び新株予約権の全てを取得することを企図していること並びに当社

の普通株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです（詳細につきましては、本日別

途公表しております「テンプスタッフ株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお

知らせ」をご参照ください。）。 

 当社は、本公開買付けが成立した場合には、当社及び公開買付者が期待するシナジー効果を早期に実現さ

せるため、当社と公開買付者との関係強化を行うことを目的として、当社の定款に規定される取締役の員数

を増加し、当社の取締役会における取締役の過半数が、公開買付者が指名する取締役となるよう取締役７名

の選任（予定）を行うこと、また、当社の定款に規定される取締役の員数を増加する定款変更議案が株主の

皆様によって承認されなかった場合においても、当社の定款に規定される取締役の員数の範囲内で取締役４

名の選任（予定）を行うことが必要であると判断いたしました。 

 なお、当社は、当社定時株主総会における、定款変更（予定）、取締役７名の選任（予定）及び取締役４名
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の選任（予定）に係る議案の上程が当社の取締役としての善管注意義務に違反するおそれがあるときには、

当社は当該議案の上程を行う義務を負わない旨を公開買付者との間で合意しております。 

 

 

２. 定款変更（予定）の内容 

① 定款変更（予定）の内容 

 本公開買付けが成立することを停止条件とする定款変更（予定）に係る議案における定款変更の内容

は下表の通りです。 

現行定款 変更案 

第４章 取締役および取締役会 

（員 数） 

第 19条 当会社の取締役は１０名以内とする。 

第４章 取締役および取締役会 

（員 数） 

第 19条 当会社の取締役は１３名以内とする。 

 

② 日程 

 定款変更（予定）に係る議案の上程に係る当社取締役会開催日 平成 27年５月 27日 

 定款変更（予定）のための当社定時株主総会開催日  平成 27年６月 26日 

 定款変更（予定）の効力発生予定日    平成 27年６月 26日 

 

 

３. 取締役７名の選任（予定）又は取締役４名の選任（予定）の内容 

 当社は、当社定時株主総会に上程される予定の「２.定款変更（予定）の内容」に記載の定款変更（予定）

に係る議案と併せて、当社定時株主総会において、以下の内容の取締役７名の選任（予定）又は取締役４名

の選任（予定）に係る議案を上程する予定です。 

① 本公開買付けが成立すること、及び当社定時株主総会における定款変更（予定）に係る議案の承認を停

止条件として、下記「４. 取締役７名の選任（予定）における取締役候補者」に記載の通り、公開買付

者が指定する取締役候補者７名を当社の取締役に選任する旨の選任議案 

② 本公開買付けが成立すること、及び当社定時株主総会における定款変更（予定）に係る議案の不承認を

停止条件として、下記「５. 取締役４名の選任（予定）における取締役候補者」に記載の通り、公開買

付者が指定する取締役候補者４名を、取締役に選任する旨の選任議案 

 

 

４. 取締役７名の選任（予定）における取締役候補者 

氏名 

（生年月日） 
略歴 

和田 孝雄 

（昭和 37年 11月 25日生） 

昭和 63年２月 ㈱スパロージャパン入社  

平成３年９月 テンプスタッフ㈱入社  

平成 20年 10月 テンプホールディングス㈱取締役就任 グループ業務・IT本部長 

平成 21年８月 テンプホールディングス㈱グループ業務・IT戦略本部長  

平成 23年４月 テンプホールディングス㈱グループアウトソーシング戦略本部長  

平成 25年６月 テンプスタッフ㈱取締役副社長就任 

平成 27年４月 テンプホールディングス㈱ 

取締役兼執行役員就任（現任） 

平成 27年４月 テンプスタッフ㈱代表取締役副社長就任（現任）  

関 喜代司 

（昭和 39年 12月 11日生） 

平成 26年６月 KPMGコンサルティング㈱入社 

平成 27年４月 テンプホールディングス㈱財務担当執行役員就任（現任） 

平成 27年４月 テンプスタッフ㈱常務取締役就任（現任） 
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平成 27年４月 THDシェアードセンター㈱代表取締役社長就任（現任） 

上園 裕二 

（昭和 39年 12月 10日生） 

平成２年４月 テンプスタッフ㈱入社 

平成 13年４月 エクスト㈱取締役就任 

平成 14年４月 テンプスタッフ・テクノロジー㈱取締役就任 

平成 16年４月 テンプスタッフ・テクノロジー㈱代表取締役就任 

平成 25年６月 テンプスタッフ㈱取締役就任（現任） 

テンプスタッフ・クロス㈱取締役就任（現任） 

平成 26年９月 ㈱キャリアライズ 取締役就任（現任） 

平成 27年２月 テンプスタッフ・カメイ㈱取締役就任（現任） 

秋末 哲 

（昭和 32年６月 30日生） 

昭和 55年４月 ㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルート）入社 

平成 17年４月 ㈱リクルートスタッフィング 執行役員ビジネスソリューションディビジョ

ン長就任 

平成 19年３月 ㈱インテリジェンス 入社 

平成 19年４月 ㈱インテリジェンス 執行役員就任 

平成 20年４月 ㈱インテリジェンスビジネスソリューションズ 取締役兼常務執行役員就任 

平成 22年 10月 ㈱インテリジェンス 取締役就任 

平成 23年４月 ㈱インテリジェンス 取締役兼常務執行役員就任 

平成 24年４月 ㈱インテリジェンスホールディングス 取締役就任 

平成 27年１月 テンプスタッフ㈱取締役兼西日本営業本部長就任（現任） 

正木 慎二 

（昭和 49年３月４日生） 

平成９年４月 テンプスタッフ㈱入社 

平成 16年４月 テンプスタッフ㈱東京西営業部長 

平成 19年４月 テンプスタッフ㈱バイオメディカル事業部長 

平成 23年４月 テンプスタッフ㈱バイオメディカル事業本部長 

平成 24年４月 テンプスタッフ㈱東日本第一営業本部長 

平成 24年７月 テンプスタッフ㈱執行役員就任 

平成 26年９月 ㈱キャリアライズ 取締役就任（現任） 

平成 27年４月 テンプスタッフ㈱取締役兼営業推進本部長就任（現任） 

齋藤 隆行 

（昭和 43年 12月 27日生） 

平成３年４月 ㈱エイエイピー入社 

平成７年３月 テンプスタッフ㈱入社 

平成 14年 1月 テンプスタッフマーケティング㈱取締役就任 

平成 18年４月 テンプスタッフＳＰ㈱取締役就任 

平成 22年 10月 テンプスタッフ㈱マーケティングカンパニー カンパニー長 

平成 23年 11月 テンプスタッフ・メディア㈱代表取締役社長就任 

平成 26年４月 テンプスタッフ㈱ワークシェアリングカンパニー カンパニー長（現任） 

佐々木 徹 

（昭和 47年５月 14日生） 

平成７年４月 豊商事㈱入社 

平成 10年３月 AIU損害保険㈱入社 

平成 13年 11月 テンプスタッフ㈱入社 

平成 14年４月 テンプスタッフ・テクノロジー㈱入社 

平成 20年４月 テンプスタッフ・テクノロジー㈱ITE事業部 部長  

平成 25年 11月 テンプスタッフ㈱CAD・DTPデザイン事業部 部長（現任） 
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５．取締役４名の選任（予定）における取締役候補者 

氏名 

（生年月日） 
略歴 

和田 孝雄 

（昭和 37年 11月 25日生） 

昭和 63年２月 ㈱スパロージャパン入社  

平成３年９月 テンプスタッフ㈱入社  

平成 20年 10月 テンプホールディングス㈱取締役就任 グループ業務・IT本部長 

平成 21年８月 テンプホールディングス㈱グループ業務・IT戦略本部長  

平成 23年４月 テンプホールディングス㈱グループアウトソーシング戦略本部長  

平成 25年６月 テンプスタッフ㈱取締役副社長就任 

平成 27年４月 テンプホールディングス㈱ 

取締役兼執行役員就任（現任） 

平成 27年４月 テンプスタッフ㈱代表取締役副社長就任（現任）  

上園 裕二 

（昭和 39年 12月 10日生） 

平成２年４月 テンプスタッフ㈱入社 

平成 13年４月 エクスト㈱取締役就任 

平成 14年４月 テンプスタッフ・テクノロジー㈱取締役就任 

平成 16年４月 テンプスタッフ・テクノロジー㈱代表取締役就任 

平成 25年６月 テンプスタッフ㈱取締役就任（現任） 

テンプスタッフ・クロス㈱取締役就任（現任） 

平成 26年９月 ㈱キャリアライズ 取締役就任（現任） 

平成 27年２月 テンプスタッフ・カメイ㈱取締役就任（現任） 

齋藤 隆行 

（昭和 43年 12月 27日生） 

平成３年４月 ㈱エイエイピー入社 

平成７年３月 テンプスタッフ㈱入社 

平成 14年 1月 テンプスタッフマーケティング㈱取締役就任 

平成 18年４月 テンプスタッフＳＰ㈱取締役就任 

平成 22年 10月 テンプスタッフ㈱マーケティングカンパニー カンパニー長 

平成 23年 11月 テンプスタッフ・メディア㈱代表取締役社長就任 

平成 26年４月 テンプスタッフ㈱ワークシェアリングカンパニー カンパニー長（現任） 

佐々木 徹 

（昭和 47年５月 14日生） 

平成７年４月 豊商事㈱入社 

平成 10年３月 AIU損害保険㈱入社 

平成 13年 11月 テンプスタッフ㈱入社 

平成 14年４月 テンプスタッフ・テクノロジー㈱入社 

平成 20年４月 テンプスタッフ・テクノロジー㈱ITE事業部 部長  

平成 25年 11月 テンプスタッフ㈱CAD・DTPデザイン事業部 部長（現任） 

 

 

以上 


