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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に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成23年12月15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.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、平成24年１月20日開催予定の当社の臨時株主総会（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、本臨時株主総会と同日に開催予定の当社普通株式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.当社の完全子会社化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23年11月22日付けプレスリリース「株式会社豆蔵ＯＳ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に関するお知らせ」及び同日付けプレスリリース「親会社、主要株主

である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」等にてお知らせしておりますとおり、株

式会社豆蔵ＯＳホールディングス（以下「豆蔵ＯＳホールディングス」といいます。）は、平成

23年10月７日から平成23年11月21日まで当社株式及び当社新株予約権を対象とする公開買付け

（以下「本公開買付け」といいます。）を実施し、その結果、豆蔵ＯＳホールディングスは、平

成23年11月29日の決済開始日をもって当社普通株式14,232株（議決権所有割合：97.06％）を所

有するに至りました。 

（注）議決権所有割合は、当社の平成23年11月22日現在の総株主の議決権の数（発行済株式総数

(17,718)－自己株式(3,055)）である14,663個を分母として算出しております。 

 

 豆蔵ＯＳホールディングスの意向につきましては、同社の平成23年10月６日付けプレスリリース

「ジェイエムテクノロジー株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」において

公表されておりますとおり、(1)豆蔵ＯＳホールディングスグループの売上は、情報サービス産業、

特にソフトウエア領域における事業による売上が大半を占めていた状況でしたが、当社が豆蔵ＯＳ

ホールディングスグループに参加することで、半導体事業という新たな事業領域が加わり、事業ポ
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ートフォリオの拡充が見込まれること、(2)これまで豆蔵ＯＳホールディングスグループの拠点が

東京に集中していたことから福岡、大阪、広島等に拠点をもつ当社が加わることで営業拠点の拡充

が見込まれること、(3)それに伴い、従来地方都市では、十分に上流コンサルの営業活動を行えて

いなかったところ、上流から下流までの一括した提案をこれまで以上に多くのお客様企業へ展開し

やすくなること、(4)これに加え、これまでグループ企業において取り組んでいた営業情報、技術

者情報の共有化についても充実が見込まれ、サービス提供の種類を豊富にできる他、サービス提供

のタイミングをこれまで以上にフレキシブルに提案できることから、受注機会が増すものと思われ

ること、(5)さらにはグローバルでの市場展開においても、豆蔵ＯＳホールディングスグループが

中国からの事業展開を目指し、当社がＡＳＥＡＮ地域からの事業展開を目指してきたことからアジ

ア地域における事業ノウハウを補完し合えると考えられることから、両社が業務連携することでの

事業ポートフォリオの拡充、売上機会増加の可能性、豆蔵ＯＳホールディングスが当社を完全子会

社化し上場法人を一つに絞ることのコストカットメリットなどが両社の発展に大きく寄与し、延い

ては「創造的で希望溢れる情報社会作りに貢献する」技術者集団へとさらに進化する好機との判断

に至ったとのことです。 

 

 一方、当社といたしましても、平成23年10月６日付けプレスリリース「株式会社豆蔵ＯＳ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に関する賛同表明についてのお知らせ」にてお知

らせしておりますとおり、豆蔵ＯＳホールディングスと業務連携を構築することによりグローバル

な市場展開を目指し、中長期的な視野に立ちスピード感をもって事業展開していくことが最善の策

であるとの判断に至り、豆蔵ＯＳホールディングスを戦略的事業パートナーとし、完全子会社とし

て事業展開していくことが中長期的に当社の企業価値の向上を実現していくために有効であると

判断し、以下の①から③の方法（以下「本完全子会社化手続」といいます。）により、豆蔵ＯＳホ

ールディングスの完全子会社となることといたしました。 

 

① 当社の定款の一部を変更して、当社において普通株式とは別の種類の当社株式を発行でき

る旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社とします。 

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て、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号に掲げられた事項についての定款の定めをい

います。以下同じ。）を付加する旨の定款変更を行います（全部取得条項が付加された後

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。）  

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、株主総会の決議によっ

て、当社が全部取得条項付普通株式の株主様（但し、当社を除きます。以下「本件株主様」

といいます。）から全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得と引換えに、豆蔵

ＯＳホールディングス以外の本件株主様に対して交付する当社種類株式が１株未満の端数

となるように、取得対価として当社種類株式を交付します。このように交付される種類株

式が１株未満の端数となる本件株主様に関しましては、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。 

 

 「定款一部変更の件-１」は本完全子会社化手続のうちの上記①を実施するものであります。 

具体的には、会社法上、全部取得条項の付加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加する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、当社の定款の一部を変更して、種類株式を発行する旨の定めを新設するものでありま
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す。かかる種類株式として、「定款一部変更の件-１」においては、以下の内容のＡ種種類株式を

設けることとしております。なお、下記「II.全部取得条項付普通株式の取得の件」にてご説明申

し上げますとおり、上記③における全部取得条項付普通株式の取得対価は当社Ａ種種類株式として

おります。 

 会社法第171条並びに上記①及び②による変更後の当社定款の定めに従って、当社が臨時株主総

会の決議によって全部取得条項付普通株式の全て（但し、当社の保有する自己株式を除きます。）

を取得した場合、上記のとおり、豆蔵ＯＳホールディングス以外の本件株主様に対して当社が交付

する取得対価である当社Ａ種種類株式の数は、１株未満の端数となります。このように交付される

当社Ａ種種類株式の数が１株未満の端数となる本件株主様に関しましては、会社法第234条の定め

に従い、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。 

 当社は、上記のように本件株主様に交付することになる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。）に相当する数の当社Ａ種種類株式を、会社法第234条第２項の定めるところに従い、裁判所

の許可を得たうえで当社に対して売却することを予定しておりますが、かかる売却により得られた

代金を、上記のように交付される当社Ａ種種類株式の数が１株未満の端数となる本件株主様に対し

て、その有する端数に応じて交付することを予定しております。 

 なお、上記の１株未満の端数処理により本件株主様に交付される金銭の額については、当該売却

の結果、本件株主様に交付されることとなる金銭の額が、本公開買付けにおける当社普通株式の買

付け等の価格（１株あたり70,000円）に本件株主様が所有していた当社の普通株式の数を乗じた価

格と同一となるよう算定される予定です。 

 

（２）変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 

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、７０，８７２株とする。

 

 

 

(新 設) 

(発行可能株式総数) 

第６条    当会社の発行可能株式総数は、 

７０，８７２株とし、普通株式の発行可

能種類株式総数は７０，８３２株、Ａ

種種類株式の発行可能種類株式総数は

４０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。）又は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。）又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種残余財産分

配額の分配後、残余する財産があると
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きは、普通株主又は普通登録株式質権

者及びＡ種株主又はＡ種登録株式質権

者に対し、同順位にて残余財産の分配

を行う。 

(新 設) （種類株主総会） 

第１６条の２ 第１２条、第１３条、第１５条、第１６

条の規定は、種類株主総会にこれを準

用する。 

２  第１４条第１項の規定は、会社法第３２

４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１４条第２項の規定は、会社法第３２

４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.全部取得条項の付加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-１」においてご説明申し上げております本完全子会社化手続の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追加変更して、

当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付加する旨の定款変更を行うものであります。

「定款一部変更の件-２」が承認され、当該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、下記「（２） 変更の内容」中の全部取得条項付普通株式の取得と引換えに交付される

当社Ａ種種類株式の割合は、豆蔵ＯＳホールディングス以外の本件株主様に対して当社が割り当

てるＡ種種類株式の数が１株未満の端数となるように、0.002株としております。 

 

（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-２」に係る定款変更の効

力発生は、「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」について原案

どおりご承認が得られること、並びに本種類株主総会において「定款一部変更の件-２」と同内

容の定款変更案の議案について原案どおりご承認が得られることを条件といたします。 

また、「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24年2月23日といたします。 

（下線は変更部分を示します｡） 

「定款一部変更の件-１」 

に係る変更後の定款 
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

取得できるものとする。当該取得を行

う場合には、当会社は、普通株式の取

得と引換えに、Ａ種種類株式を普通株

式１株につき０．００２株の割合をも

って交付する。 
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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全部を取得することを必要とする理由 

「定款一部変更の件-１」の｢(１) 変更の理由｣においてご説明申し上げております本完全子会社

化手続の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」による変更後の定款に基づき、株主総会の決議によって、当社が本件株主様から

全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得と引換えに、以下のとおり、取得対価として、

「定款一部変更の件-１」に係る変更後の定款により新たに発行することが可能となる当社Ａ種種

類株式を交付するものであります。 

「全部取得条項付普通株式の取得の件」が承認された場合、豆蔵ＯＳホールディングス以外の本

件株主様に対して当社が交付する取得対価である当社Ａ種種類株式の数は、１株未満の端数となり

ます。このように交付される当社Ａ種種類株式の数が１株未満の端数となる本件株主様に関しまし

ては、会社法第 234 条の定めに従い、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の件」が承認された場合は、上記のように本件株主

様に交付することになる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。）に相当する数の当社Ａ種種類

株式を、会社法第 234 条第２項の定めるところに従い、裁判所の許可を得たうえで、当社に対して

売却することを予定しておりますが、かかる売却により得られた代金を、上記のように交付される

当社Ａ種種類株式の数が１株未満の端数となる本件株主様に対して、その有する端数に応じて交付

することを予定しております。 

なお、上記の１株未満の端数処理により本件株主様に交付される金銭の額については、当該売却

の結果、本件株主様に交付されることになる金銭の額が、本公開買付けにおける普通株式の買付け

等の価格（１株あたり 70,000 円）に本件株主様が所有していた当社の普通株式の数を乗じた価格

と同一となるよう算定される予定です。 

 

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 

 全部取得条項付普通株式の取得と引換えに、取得日（下記(２)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録された本件株主様に対して、その所有する全部取得

条項付普通株式１株につき、新たに発行する当社Ａ種種類株式を0.002株の割合をもって交付い

たします。 

 

（２）取得日 

 平成24年2月23日といたします。 

 

（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の効力発生は、

「定款一部変更の件-１」及び「定款一部変更の件-２」について原案どおりご承認が得られるこ

と、本種類株主総会において「定款一部変更の件-２」と同内容の定款変更案の議案について原

案どおりご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発生

することを条件といたします。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。 
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３.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」に係る議案がいずれも原案どおり承認可決され、また、本種類株主総会

において「定款一部変更の件-２」と同内容の定款変更案に係る議案が原案どおり承認可決された

場合には、当社普通株式は、証券会員制法人福岡証券取引所の開設する市場であるＱ―Ｂｏａｒｄ

市場（以下「Ｑ―Ｂｏａｒｄ」といいます。）の上場廃止基準に該当することとなり、平成 24 年

１月 20 日から同年２月 19 日まで整理銘柄に指定された後、同月 20 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Ｑ―Ｂｏａｒｄにおいて取引することはできません。 

 

Ⅲ.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23年11月24日（木曜日） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会の基準日 平成23年12月９日（金曜日） 

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23年12月15日（木曜日） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会の開催日 平成24年１月20日（金曜日） 

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１月20日（金曜日） 

当社普通株式のＱ―Ｂｏａｒｄにおける整理銘柄への指定 平成24年１月20日（金曜日） 

定款変更公告、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 
平成24年２月２日（木曜日） 

当社普通株式のＱ―Ｂｏａｒｄにおける売買最終日 平成24年２月17日（金曜日） 

当社普通株式のＱ―Ｂｏａｒｄにおける上場廃止日 平成24年２月20日（月曜日） 

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 
平成24年２月22日（水曜日） 

全部取得条項の付加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２月23日（木曜日） 

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24年２月23日（木曜日） 

 

Ⅳ.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「本取得」といいます。）は、支配株主

との重要な取引等に該当します。 

 当社が、平成 23 年６月 23 日にコーポレート・ガバナンス報告書で開示している「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方針」のとおり、支配株主と取引を行う場

合には、第三者との取引と同様に適切な取引条件を設定することを基本方針とし、取引の内容及び

取引条件の妥当性について、取引金額の多寡に関わらず、取締役会において審議・決議することと

しております。  

 本取得においては、上記 II.１．のとおり、Ａ種種類株式の売却価格について、当該売却の結果、

本件株主様に交付されることとなる金銭の額が、本公開買付けにおける当社普通株式の買付け等の

価格（１株あたり 70,000 円）に本件株主様が所有していた当社の普通株式の数を乗じた価格と同

一となるような価格に設定することを予定しておりますが、当社は、平成 23 年 10 月６日付けプレ

スリリース「株式会社豆蔵ＯＳ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に関する賛

同表明についてのお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、豆蔵ＯＳホールディングスが本公
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開買付け及びその後に予定された本完全子会社化手続（以下「本取引」と総称します。）を経て、

当社を完全子会社化することを企図していること、本完全子会社化手続として行われることが予定

されている本取得において本件株主様に交付されることになる金銭の額が、本公開買付けにおける

当社普通株式の買付け等の価格（１株あたり 70,000 円）に本件株主様が所有していた当社の普通

株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定される予定であることを前提に、平成 23 年 10 月６日

に、取締役会において本公開買付けに賛同する旨の意見を表明する旨等の決議（以下「本賛同決議」

といいます。）しており、その際、当社の社外取締役井上雄介氏、社外取締役堀芳郎氏及び社外監

査役藤井久男氏の３名から構成される特別委員会から、(a)本取引の目的の正当性を疑わせる事情

は見当たらず、本取引の実行により当社の企業価値の向上が見込まれると判断することには合理性

がある、(b)公開買付価格は公正なものと判断することは合理的な判断の範囲内である、(c)本取引

においては、利益相反のおそれを防止するため、適切な措置が講じられており、これに従い本公開

買付けに賛同する旨、当社株主には応募を推奨する旨、及び新株予約権者が応募するかどうかは新

株予約権者の判断に委ねる旨決議がなされた場合には、公正な手続によってなされたものと評価で

きる、(d)上記を踏まえると、当社取締役会が、少数株主にとって特段不利益なものではないと判

断し、上記賛同決議を行うことは、取締役として合理的な判断である旨を内容とする意見書を取得

したほか、同プレスリリースの「３．（３）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」に記載のとおり、そ

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ます。 

 当社取締役会は、以上を踏まえ、慎重に検討、議論したうえで、本取得が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ますので、本取得は上記指針に適合していると考えております。 

 なお、上記のとおり、当社は、本賛同決議に先立ち、本公開買付け後に本完全子会社化手続きが

行われる予定であることを前提に、特別委員会から意見書を取得しておりますので、本取得に際し、

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。 

 

 

以 上 


