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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等に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 24 年６月開催予定の第 105 回定時株主総会と同日に開催予定の臨時株主総会（以下「本

臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式の株主による種類株主総会（以下「本種類株主総会」

といい、本臨時株主総会と併せて「本臨時株主総会等」と総称します。）の基準日（平成 24 年４月 27

日）を、平成 24 年３月 29 日付けでお知らせいたしましたが、この度、当社取締役会において、本臨

時株主総会等の開催日時、場所及び付議議案の詳細等を決議しましたのでお知らせいたします。 

 

 即ち、当社取締役会は、本臨時株主総会等を平成 24 年６月 27 日（水）午後１時より、当社本社研

修センター（静岡県菊川市堀之内 547 番地１）において開催すること、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、及び当社による全部取得条項付普通株式（下記「Ⅰ．１（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、本臨時株主総会に付議すること、並びに

種類株式発行に係る定款一部変更及び全部取得条項に係る定款一部変更については、本種類株主総会

に付議すること等をそれぞれ決議いたしました。付議議案の詳細等につきましては下記「Ⅰ．定款一

部変更」に記載のとおりです。 

 

 また、後述の「Ⅲ．上場廃止の予定について」のとおり、本臨時株主総会等において上記定款一部

変更及び全部取得条項付普通株式の取得が原案どおり可決承認された場合には、当社普通株式は株式

会社東京証券取引所（以下「東証」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、平成 24

年６月 27 日から平成 24 年７月 27 日まで整理銘柄に指定された後、平成 24 年７月 30 日をもって上場

廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東証において取引することはできません。 

 

 

記 

 

 

Ⅰ．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 

当社の平成 24 年２月４日付け公表文書「ＡＴＣホールディングス２号株式会社による当社株券

に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」及び平成 24 年４月６日付け公表文書「ＡＴＣホー

ルディングス２号株式会社による当社株券に対する公開買付け（第２回）の結果に関するお知らせ」

にてお知らせしましたとおり、ＡＴＣホールディングス２号株式会社（以下「ＡＴＣＨ２」といい

ます。）は、平成 24 年１月６日から平成 24 年２月３日までの 20 営業日を公開買付期間とする当社

の普通株式に対する公開買付け（以下「本第一回公開買付け」といいます。）、及び平成 24 年２月

13 日から平成 24 年４月５日までの 38 営業日を公開買付期間とする当社の普通株式に対する公開

買付け（以下「本第二回公開買付け」といいます。）を実施し、その結果、平成 24 年４月 11 日（本

第二回公開買付けの決済開始日）をもって、当社普通株式 659,231,399 株（当社の平成 24 年２月

10日時点の発行済株式総数712,940,223株に対する割合：92.47％）を保有するに至っております。 

ＡＴＣＨ２は、ユニゾン・キャピタル・グループに属する投資ファンドがその発行済株式の全

てを保有している株式会社です。ＡＴＣＨ２の平成 23 年 12 月 28 日付け公表文書「旭テック株式

会社優先株式の取得及び普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び平成 24 年２
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月 10 日付け公表文書「旭テック株式会社普通株式に対する公開買付け（第二回）開始に関するお

知らせ」にて公表されておりますとおり、ユニゾン・キャピタル・グループは、投資先の企業価値

向上に向けた取り組みを支援する中で蓄積されたノウハウの提供や、広範なネットワークを活用し

た人材面でのサポート等を行うこと等により、当社の更なる成長を成し遂げるべく、当社をユニゾ

ン・キャピタル・グループの 100％傘下とすることを企図しているとのことです。 

一方、当社といたしましても、当社の平成 23 年 12 月 28 日付け公表文書「ＡＴＣホールディン

グス２号株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」及び平成

24 年２月 10 日付け公表文書「ＡＴＣホールディングス２号株式会社による当社株券に対する公開

買付け（第２回）に関する賛同意見表明及び応募推奨のお知らせ」でお知らせしましたとおり、第

三者算定機関としてのバークレイズ・キャピタル証券株式会社から取得した当社の株式価値算定書

及びフェアネス･オピニオンや、独立した法律事務所であるアンダーソン・毛利・友常法律事務所

から受けた法的助言等を踏まえ、当社取締役会がその小委員会として設置した特別委員会の答申書

を最大限尊重しつつ、企業価値向上、取引条件の公正性の確保、公正手続を通じた少数株主への配

慮等の観点から、ユニゾン・キャピタル・グループからの買収提案を慎重に検討してまいりました。

その結果、かかる提案については、当社の成長ポテンシャルに対する投資であると理解され、経営

の舵取りを今まで以上に自由に行うことを可能とするものであって、短期的に予想されるリスクに

とらわれず中長期的な事業の成長を追求できるようになることなどから、今後の当社の経営にメリ

ットがあるとの結論に至りました。 

以上の理由により、当社は、本臨時株主総会等においてご承認をいただくことを条件として、

当社をユニゾン・キャピタル・グループの 100%傘下とするため、以下の①ないし③の方法（いわ

ゆるスクイーズアウト。以下「本普通株式全部取得手続」といいます。）を実施することといたし

ました。 

① 当社の定款を一部変更し、普通株式、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式とは別に、定款変更案

第 10 条の 21 に定める内容の甲種種類株式（以下「甲種種類株式」といいます。）を発行す

る旨の定めを新設いたします。 

② 上記①による変更後の当社の定款の一部をさらに変更し、当社が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。）。また、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（当社が保有

する自己株式を除きます。以下同じです。）を取得する場合、その取得の対価として全部取

得条項付普通株式１株と引換えに甲種種類株式を 0.0000000307 株（100 億分の 307 株）交

付するものとします。 

③ 会社法第 171 条並びに上記①及び②による変更後の定款に基づき、株主総会の特別決議によ

り、当社は、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

項付普通株式１株と引換えに甲種種類株式を 0.0000000307 株（100 億分の 307 株）交付い

たします。なお、この際、ＡＴＣＨ２以外の株主の皆様に交付される甲種種類株式の数は、

いずれも１株未満の端数となる予定です。（交付される甲種種類株式が１株未満の端数とな

る各株主については、会社法第 234 条その他の関係法令の定めに従って、最終的には金銭が

交付されることとなります。） 

 

「定款一部変更の件－１」は、本普通株式全部取得手続のうち上記①を実施するものであり、

上記②を行う前提として、当社普通株式の全部取得と引換えに交付する普通株式とは別の種類の株

式（甲種種類株式）を発行できる旨の定めを新設するほか、所要の変更を加えるものです。また、

これまで当社は現行定款第７条におきまして、当社の事務負担の軽減を図るため、1,000 株を単元

株式数と規定していたところ、同条は、当社普通株式並びにＡ種優先株式及びＢ種優先株式につい

て単元株式数を定めるものであり、本議案で設けられる甲種種類株式については１株を単元株式数

とすることから、その趣旨を明確にするために所要の変更を行うものです。 

 

（２）変更の内容 

変更の内容は次のとおりです。 

なお、「定款一部変更の件－１」に係る定款変更は、本種類株主総会において「定款一部変更の

件－１」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。 
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（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第 2章  株式 

 

第 6 条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は 21 億 335 万 9,340

株とし、発行可能種類株式総数は、それぞれ、普

通株式については 21 億 335 万 9,340 株、Ａ種優先

株式については 2,857 万 2,000 株、Ｂ種優先株式

については 8,000 万株とする。 

 

第 2 章  株式 

 

第 6 条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は 21 億 335 万 9,340

株とし、発行可能種類株式総数は、それぞれ、普

通株式については 21 億 335 万 9,340 株、Ａ種優先

株式については 2,857 万 2,000 株、Ｂ種優先株式

については 8,000 万株、甲種種類株式については

25 株とする。 

 

第 7 条（単元株式数および単元未満株券の不発行）

当会社の単元株式数は 1,000 株とする。 

 

第 7 条（単元株式数および単元未満株券の不発行）

当会社の普通株式、Ａ種優先株式、及びＢ種優先

株式の単元株式数は 1,000 株とし、甲種種類株式

の単元株式数は１株とする。 

 

第 2 章の 2 A 種優先株式 

 

第 10 条の 2（A種優先配当金およびその上限額）

当会社は、剰余金の配当をするときは（配当財産

の種類を問わない。）、当該配当の基準日の最終の

株主名簿に記載の A 種優先株式を有する株主（以

下「A種優先株主」という。）または A種優先株式

の登録株式質権者（以下「A 種優先登録株式質権

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 種優先株式 1 株につき当該基準日が

属する事業年度の初日（同日を含む。）から当該基

準日（同日を含む。）までの期間に関して年 1 円

75 銭の金額につき年 365 日（当該事業年度に閏月

を含む場合は年 366 日）の日割計算を行って算出

される額（1 銭未満切捨て）の配当金（以下「A

種優先配当金」という。）を支払う。 

 

 

 

ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日

とする A 種優先配当金が支払われた場合において

は、かかる A種優先配当金を控除した額とする。A

種優先配当金は、A 種優先株式発行後 7 年以内に

開始する 7 事業年度（以下「A 種優先配当事業年

度」という。）に関してのみ支払うものとし、それ

以降の事業年度においては支払わない。ただし、

次条に基づく A 種累積未払配当金については、A

種優先配当事業年度およびそれ以降に到来する事

業年度の剰余金をもって支払をなすことができる

ものとする。 

 

第 2 章の 2 A 種優先株式 

 

第 10 条の 2（A種優先配当金およびその上限額）

当会社は、剰余金の配当をするときは（配当財産

の種類を問わない。）、当該配当の基準日の最終の

株主名簿に記載の A 種優先株式を有する株主（以

下「A種優先株主」という。）または A種優先株式

の登録株式質権者（以下「A 種優先登録株式質権

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。）

および甲種種類株式を有する株主（以下「甲種種

類株主」という。）または甲種種類株式の登録株式

質権者（以下「甲種登録株式質権者」という。）に

先立ち、A 種優先株式 1 株につき当該基準日が属

する事業年度の初日（同日を含む。）から当該基準

日（同日を含む。）までの期間に関して年 1 円 75

銭の金額につき年 365 日（当該事業年度に閏月を

含む場合は年 366 日）の日割計算を行って算出さ

れる額（1銭未満切捨て）の配当金（以下「A種優

先配当金」という。）を支払う。 

ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日

とする A 種優先配当金が支払われた場合において

は、かかる A種優先配当金を控除した額とする。A

種優先配当金は、A 種優先株式発行後 7 年以内に

開始する 7 事業年度（以下「A 種優先配当事業年

度」という。）に関してのみ支払うものとし、それ

以降の事業年度においては支払わない。ただし、

次条に基づく A 種累積未払配当金については、A

種優先配当事業年度およびそれ以降に到来する事

業年度の剰余金をもって支払をなすことができる

ものとする。 

 

第 10 条の 3（累積条項） 

当会社は、第 10 条の 2に基づき、A種優先配当事

業年度に関して A 種優先株主または A 種優先登録

株式質権者に対して支払う A 種優先配当金の全部

第 10 条の 3（累積条項） 

当会社は、第 10 条の 2に基づき、A種優先配当事

業年度に関して A 種優先株主または A 種優先登録

株式質権者に対して支払う A 種優先配当金の全部
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現行定款 変更案 

または一部が支払われないときは、その不足額を

翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下

「A種累積未払配当金」という。）については、普

通株主または普通登録株式質権者に先立ってこれ

を A 種優先株主または A 種優先登録株式質権者に

支払う。 

 

または一部が支払われないときは、その不足額を

翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下

「A種累積未払配当金」という。）については、普

通株主または普通登録株式質権者および甲種種類

株主または甲種登録株式質権者に先立ってこれを

A 種優先株主または A 種優先登録株式質権者に支

払う。 

 

第 10 条の 4（参加条項） 

当会社は、A 種優先配当事業年度に関して、普通

株主または普通登録株式質権者に対して A 種優先

配当金と同額の剰余金の配当を行った後さらに残

余から剰余金の配当を行うときは、A 種優先株主

または A 種優先登録株式質権者に対して、A 種優

先配当金のほか、普通株主または普通登録株式質

権者に対して支払われる 1 株当り配当金のうち A

種優先配当金を超える金額を支払う。 

 

第 10 条の 4（参加条項） 

当会社は、A 種優先配当事業年度に関して、普通

株主または普通登録株式質権者および甲種種類株

主または甲種登録株式質権者に対して A 種優先配

当金と同額の剰余金の配当を行った後さらに残余

から剰余金の配当を行うときは、A 種優先株主ま

たは A 種優先登録株式質権者に対して、A 種優先

配当金のほか、普通株主または普通登録株式質権

者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者

に対して支払われる 1 株当り配当金のうち A 種優

先配当金を超える金額を支払う。 

 

第 10 条の 5（残余財産の分配） 

当会社は、残余財産の分配をするときは、A 種優

先株主または A種優先登録株式質権者に対して、A

種優先株式1株につき77円およびA種累積未払配

当金相当額を普通株主または普通登録株式質権者

に先立って支払う。A 種優先株主または A 種優先

登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産

の分配を行わない。 

 

第 10 条の 5（残余財産の分配） 

当会社は、残余財産の分配をするときは、A 種優

先株主または A種優先登録株式質権者に対して、A

種優先株式1株につき77円およびA種累積未払配

当金相当額を普通株主または普通登録株式質権者

および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に

先立って支払う。A 種優先株主または A 種優先登

録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の

分配を行わない。 

 

第 2 章の 3 B 種優先株式 

 

第 10 条の 11（B 種優先配当金およびその上限額）

当会社は、剰余金の配当をするときは（配当財産

の種類を問わない。）、当該配当の基準日の最終の

株主名簿に記載の B 種優先株式を有する株主（以

下「B種優先株主」という。）または B種優先株式

の登録株式質権者（以下「B 種優先登録株式質権

者」という。）に対し、普通株主または普通登録株

式質権者に先立ち、B 種優先株式 1 株につき当該

基準日が属する事業年度の初日（同日を含む。）か

ら当該基準日（同日を含む。）までの期間に関して

1年当たり B種優先株式 1株の払込金額（B種優先

株式が複数回に分けて発行される場合には初回の

払込金額）に 0.025 を乗じた金額（1 銭未満切捨

て）につき年 365 日（当該事業年度に閏月を含む

場合は年 366 日）の日割計算を行って算出される

額（1銭未満切捨て）の配当金（以下「B種優先配

当金」という。）を支払う。 

ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日

とする B 種優先配当金が支払われた場合において

は、かかる B種優先配当金を控除した額とする。

B種優先配当金は、B種優先株式発行後 7年以内に

第 2章の 3 B 種優先株式 

 

第 10 条の 11（B 種優先配当金およびその上限額）

当会社は、剰余金の配当をするときは（配当財産

の種類を問わない。）、当該配当の基準日の最終の

株主名簿に記載の B 種優先株式を有する株主（以

下「B種優先株主」という。）または B種優先株式

の登録株式質権者（以下「B 種優先登録株式質権

者」という。）に対し、普通株主または普通登録株

式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式

質権者に先立ち、B 種優先株式 1 株につき当該基

準日が属する事業年度の初日（同日を含む。）から

当該基準日（同日を含む。）までの期間に関して 1

年当たり B種優先株式 1株の払込金額(285 円）に

0.025 を乗じた金額（1 銭未満切捨て）につき年

365 日（当該事業年度に閏月を含む場合は年 366

日）の日割計算を行って算出される額（1 銭未満

切捨て）の配当金（以下「B 種優先配当金」とい

う。）を支払う。 

ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日

とする B 種優先配当金が支払われた場合において

は、かかる B種優先配当金を控除した額とする。

B種優先配当金は、B種優先株式発行後 7年以内に
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現行定款 変更案 

開始する 7 事業年度（以下「B 種優先配当事業年

度」という。）に関してのみ支払うものとし、それ

以降の事業年度においては支払わない。ただし、

次条に基づく B 種累積未払配当金については、B

種優先配当事業年度およびそれ以降に到来する事

業年度の剰余金をもって支払をなすことができる

ものとする。 

 

開始する 7 事業年度（以下「B 種優先配当事業年

度」という。）に関してのみ支払うものとし、それ

以降の事業年度においては支払わない。ただし、

次条に基づく B 種累積未払配当金については、B 

種優先配当事業年度およびそれ以降に到来する事

業年度の剰余金をもって支払をなすことができる

ものとする。 

 

第 10 条の 12（累積条項） 

当会社は、第 10 条の 11 に基づき、B 種優先配当

事業年度に関して B 種優先株主または B 種優先登

録株式質権者に対して支払う B 種優先配当金の全

部または一部が支払われないときは、その不足額

を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以

下「B種累積未払配当金」という。）については、

普通株主または普通登録株式質権者に先立ってこ

れを B 種優先株主または B 種優先登録株式質権者

に支払う。 

 

第 10 条の 12（累積条項） 

当会社は、第 10 条の 11 に基づき、B 種優先配当

事業年度に関して B 種優先株主または B 種優先登

録株式質権者に対して支払う B 種優先配当金の全

部または一部が支払われないときは、その不足額

を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以

下「B種累積未払配当金」という。）については、

普通株主または普通登録株式質権者および甲種種

類株主または甲種登録株式質権者に先立ってこれ

を B 種優先株主または B 種優先登録株式質権者に

支払う。 

 

第 10 条の 13（参加条項） 

当会社は、B 種優先配当事業年度に関して、普通

株主または普通登録株式質権者に対して B 種優先

配当金と同額の剰余金の配当を行った後さらに残

余から剰余金の配当を行うときは、B 種優先株主

または B 種優先登録株式質権者に対して、B 種優

先配当金のほか、普通株主または普通登録株式質

権者に対して支払われる 1 株当り配当金のうち B

種優先配当金を超える金額を支払う。 

 

第 10 条の 13（参加条項） 

当会社は、B 種優先配当事業年度に関して、普通

株主または普通登録株式質権者および甲種種類株

主または甲種登録株式質権者に対して B 種優先配

当金と同額の剰余金の配当を行った後さらに残余

から剰余金の配当を行うときは、B 種優先株主ま

たは B 種優先登録株式質権者に対して、B 種優先

配当金のほか、普通株主または普通登録株式質権

者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者

に対して支払われる 1 株当り配当金のうち B 種優

先配当金を超える金額を支払う。 

 

第 10 条の 14（残余財産の分配） 

当会社は、残余財産の分配をするときは、B 種優

先株主または B種優先登録株式質権者に対して、B

種優先株式 1 株につきその払込金額（B 種優先株

式が複数回に分けて発行される場合には初回の払

込金額）に 1.1 を乗じた金額および B 種累積未払

配当金相当額を普通株主または普通登録株式質権

者に先立って支払う。 

B 種優先株主または B 種優先登録株式質権者に対

しては、前項のほか残余財産の分配を行わない。

 

第 10 条の 14（残余財産の分配） 

当会社は、残余財産の分配をするときは、B 種優

先株主または B種優先登録株式質権者に対して、B

種優先株式1株につきその払込金額(285円）に1.1

を乗じた金額および B 種累積未払配当金相当額を

普通株主または普通登録株式質権者および甲種種

類株主または甲種登録株式質権者に先立って支払

う。 

B 種優先株主または B 種優先登録株式質権者に対

しては、前項のほか残余財産の分配を行わない。

 

第 2章の 4 優先順位 

 

第 10 条の 20（配当金および残余財産分配等の優

先順位） 

Ａ種優先株式およびＢ種優先株式に係る優先配当

金、累積未払配当金、参加条項に基づく剰余金の

配当ならびに残余財産の分配の支払順位は、それ

ぞれ同順位とする。 

第 2章の 4 優先順位 

 

第 10 条の 20（配当金および残余財産分配等の優

先順位） 

Ａ種優先株式およびＢ種優先株式に係る優先配当

金、累積未払配当金、参加条項に基づく剰余金の

配当ならびに残余財産の分配の支払順位は、それ

ぞれ同順位とする。 

普通株式および甲種種類株式に係る配当金の支払

順位は同順位とする。 
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現行定款 変更案 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

第 2章の 5 甲種種類株式 

 

第 10 条の 21（甲種種類株式） 

当会社は、残余財産を分配するときは、甲種種類

株主または甲種登録株式質権者に対して、普通株

主または普通登録株式質権者に先立ち、甲種種類

株式 1 株につき 1 円を支払う。上記の残余財産の

分配後、残余財産があるときは、普通株主または

普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲

種登録株式質権者に対して、普通株式 1 株あたり

および甲種種類株式 1 株あたり、同額の残余財産

の分配を行う。 

 

 

第 10 条の 22（準用規定） 

第 11 条（招集時期に関する部分を除く。）乃至第

16 条の規定は、甲種種類株主総会についてこれを

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」に係る議案は、上記「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」）」でご説明申し上げました本普通株式全部取得手続のうち②を実施するもの

であり、「定款一部変更の件－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。また、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

引換えに、「定款一部変更の件－１」における定款変更に基づき新たに発行することが可能となる

甲種種類株式を 0.0000000307 株（100 億分の 307 株）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、上記のとおり、当社から当該取得の対価としてＡＴＣＨ２以外の全部取得条

項付普通株式の株主の皆様に交付される甲種種類株式の数は、いずれも１株未満の端数となる予定

です。 

 

（２）変更の内容 

変更の内容は以下のとおりです。 

なお、「定款一部変更の件－２」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」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、並びに本種類株主総会において「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を条件として、平成 24 年８月２日をもって、その効力が生じる

ものといたします。 

 

（下線は変更部分を示します。） 

「定款一部変更の件－１」による変更後の定款 変更案 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第 2 章の 6 普通株式 

 

第 10 条の 23（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、甲種種類株式を 0.0000000307 株（100
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「定款一部変更の件－１」による変更後の定款 変更案 

 

 

（新設） 

億分の 307 株）交付する。 

 

第 10 条の 24（準用規定） 

第 11 条（招集時期に関する部分を除く。）乃至第

16 条の規定は、普通株主による種類株主総会につ

いてこれを準用する。 

 

第 8 章 附 則 

 

（新設） 

第 8章 附 則 

 

第 41 条（経過規定） 

第 2章の 6（普通株式）の新設は、平成 24 年 8 月

2日をもって効力を生ずるものとする。 

なお、本条は同日の経過をもってこれを削除する。

 

 

Ⅱ．全部取得条項付普通株式の取得 

 

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 

「全部取得条項付普通株式の取得」の件に係る議案は、上記「Ⅰ．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」）」においてご説明申し上げました本普通株式

全部取得手続のうち③を実施するものであり、会社法第 171 条並びに「定款一部変更の件－１」及び

「定款一部変更の件－２」による変更後の当社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式の全部を取得し、当該取得と引換えに、「定款一部変更の件－１」に

おける定款変更に基づき新たに発行することが可能となる甲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、全部取得条項付普通株式の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株につき、甲種種類株式を0.0000000307株（100億分の307 株）

交付するものといたします。当該交付がなされる甲種種類株式の数は、上記のとおり、ＡＴＣＨ２以

外の各全部取得条項付普通株式の株主の皆様に対して当社が交付する甲種種類株式の数が１株未満

の端数となるように設定されております。 

かかる株主の皆様に対する甲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。）に相当する数の甲種種類株式を、会社法第 234 条の定めに従って売却し、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の皆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項の規定に基づく裁判所の許可を得てＡＴＣＨ２に売却すること、

又は同項及び同条第４項の規定に基づく裁判所の許可を得た上で当社が買い取ることを予定してお

ります。この場合の甲種種類株式の売却価格につきましては、各全部取得条項付普通株式の株主の皆

様が、別途定める基準日（下記「２．（２）取得日」において定める取得日である平成 24 年８月２日

の前日を予定しております。）において保有する当社全部取得条項付普通株式の数に 33 円（本第二回

公開買付けにおける当社普通株式１株あたりの買付価格）を乗じた金額に相当する金銭が当該株主の

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

の当社の定款の規定に基づき、下記（２）において定める取得日において、別途定める基準日（取

得日の前日を予定しております。）の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された当社を除く全部

取得条項付普通株式の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、

甲種種類株式を 0.0000000307 株（100 億分の 307 株）交付いたします。 

 

（２）取得日 

平成 24 年８月２日 
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（３）その他 

「全部取得条項付普通株式の取得」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」に係る議案がいずれも原案どお

り承認可決されること、本種類株主総会において「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、並びに「定款一部変更の件－１」及び「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、当社取締役会にご一任いただきたいと存じます。 

 

 

Ⅲ．上場廃止の予定について 

 

当社普通株式は、現在、東証市場第一部に上場されておりますが、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」に係る議案が原案どおり

承認可決され、本種類株主総会において「定款一部変更の件－１」及び「定款一部変更の件－２」が原案ど

おり承認可決された場合には、当社普通株式は、東証の上場廃止基準に該当することとなりますので、平成

24 年６月 27 日から平成 24 年７月 27 日まで整理銘柄に指定された後、平成 24 年７月 30 日をもって上場廃

止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東証において取引することはできません。 

 

 

Ⅳ．本普通株式全部取得手続の日程の概要（予定） 

 

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 24 年４月 12 日（木）

本臨時株主総会及び本種類株主総会基準日 平成 24 年４月 27 日（金）

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 24 年５月 17 日（木）

本臨時株主総会及び本種類株主総会開催日 平成 24 年６月 27 日（水）

種類株式発行に係る定款一部変更（「定款一部変更の件－１」）の効力発生日 平成 24 年６月 27 日（水）

当社普通株式の整理銘柄への指定 平成 24 年６月 27 日（水）

全部取得条項付普通株式の取得及び甲種種類株式交付に係る基準日設定公告 平成 24 年６月 28 日（木）

全部取得条項に係る定款一部変更（「定款一部変更の件－２」）の公告 平成 24 年６月 28 日（木）

当社普通株式の売買最終日 平成 24 年７月 27 日（金）

当社普通株式の上場廃止日 平成 24 年７月 30 日（月）

全部取得条項付普通株式の取得及び甲種種類株式交付に係る基準日 平成 24 年８月１日（水） 

全部取得条項に係る定款一部変更（「定款一部変更の件－２」）の効力発生日 平成 24 年８月２日（木） 

全部取得条項付普通株式の取得及び甲種種類株式交付の効力発生日 平成 24 年８月２日（木） 

 

 

Ⅴ．支配株主との取引等に関する事項 

 

上記Ⅱ．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。当社は、平成 24 年２月 10 日に改定したコーポレートガバナンス報告書の「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」に記載のとおり、当社の事業

運営上の独立性を確保するため、以下の対応を行っております。 

すなわち、ユニゾン・キャピタル・グループが当社を 100％傘下とする取引の一環をなす、本第一

回公開買付け、本第二回公開買付け、及び本普通株式全部取得手続の公正性を担保するための措置（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を含みます。）として、

当社は、平成 24 年２月 10 日付け当社公表文書「ＡＴＣホールディングス２号株式会社による当社株

券に対する公開買付け（第２回）に関する賛同意見表明及び応募推奨のお知らせ」の「２．（５）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取引の公正性を担保

するための措置」に記載したとおり、①独立した第三者算定機関としてのバークレイズ・キャピタル

証券株式会社から、当社の株式価値算定書及び本第二回公開買付けの買付価格が財務的見地から株主

にとって公正である旨のフェアネス・オピニオンを取得し、②利害関係を有しない取締役で構成する

特別委員会を設置して検討にあたり、その答申書を取得し、③独立した法律事務所であるアンダーソ
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ン・毛利・友常法律事務所の法的助言を受け、④利害関係を有しない取締役によって最終的な当社の

意見表明の決定を行っております。 

また、当社は、本件取得の公正性を担保するために、上記「Ⅱ．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」のとおり、甲種種類株式を売却することによって得られた金銭

をその端数に応じて各株主の皆様に交付する場合における各株主の皆様に交付される売却価格につ

き、各株主の皆様が、別途定める基準日（上記「Ⅱ．２．（２）取得日」において定める取得日であ

る平成 24 年８月２日の前日を予定しております。）において保有する当社全部取得条項付普通株式の

数に 33 円（本第二回公開買付けにおける当社普通株式１株あたりの買付価格）を乗じた金額に相当

する金銭が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。） 

当社は、以上を踏まえ、本件取得は、少数株主にとって不利益なものではないと判断しており、上

記「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」にも適合するものと

考えております。 

なお、上記のとおり、当社は、本第一回公開買付けに対する意見の表明及び本第二回公開買付けに

対する意見の表明に先立ち、本第二回公開買付け後に本件取得が行われる予定であることを前提に上

記特別委員会から上記答申書を取得しております。本件取得に際し、当社は、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が、当社取締役会は、特別委員会の答申後

これまでに、同答申の内容に影響を与える前提事実の変更はなく、同答申は引き続き有効であると考

えております。 

 

以 上 

 

 


