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平成 24 年５⽉ 25 ⽇ 

グッドマンジャパン株式会社 
 (コード番号: 8992 東証マザーズ) 
代表取締役社⻑兼 CEO 
ポール・マクギャリー 

 

定款の⼀部変更及び全部取得条項付普通株式の取得ならびに 

当社普通株主による種類株主総会招集のための基準⽇設定 

ならびに資本準備⾦の額の減少に関するお知らせ 

 
 当社は、本⽇開催の取締役会において、当社を⾮公開化し、マッコーリー・グッドマン・ジャパン ピーティ
ーイー エルティーディー（Macquarie Goodman Japan Pte. Ltd.）（以下「MGJ」といいます。）の完全⼦
会社となるための⼀連の⼿続（以下「本⾮公開化⼿続」といいます。）を実施することを決定（以下「本決定」
といいます。）し、①種類株式発⾏に係る定款⼀部変更、全部取得条項の付加に係る定款⼀部変更、全部取得条
項付普通株式（下記「Ⅱ．本決定の内容」の「１．当社の完全⼦会社化のための定款⼀部変更」において定義
いたします。以下同じです。）の取得について、平成24年６⽉26⽇開催予定の当社の定時株主総会（以下「本
定時株主総会」といいます。）に付議すること、②全部取得条項の付加に係る定款⼀部変更について、平成24
年７⽉25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、本定時株主総会と合わせて「本株主総会」といいます。）に付議すること、③本種類株主総会に係る基
準⽇を平成24年６⽉12⽇に設定すること、④当社の資本準備⾦の額の減少を本定時株主総会に付議すること
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．本決定に⾄った経緯及び理由 
 
１．本決定に⾄った経緯 

平成24年４⽉26⽇付「株主提案権⾏使及び種類株主総会招集請求に関する書⾯の受領に関するお知らせ」
でお知らせしたとおり、当社は、平成24年４⽉25⽇付で、当社株式20,135株（13.67%）を保有する株主25
名の株主グループ（以下「提案株主」といいます。）より、当社普通株式１株当たり70,000円の価格によるス
クイーズ・アウトの実施をその内容とする、本定時株主総会における株主提案権⾏使及び種類株主総会の招集
請求（以下、本定時株主総会における株主提案権⾏使及び種類株主総会の招集請求を「本株主提案」と総称し
ます。）に関する書⾯を受領いたしました（なお、本株主提案に先⽴ち、当社は、提案株主を含む株主グループ
より、スクイーズ・アウトの実施に関する書⾯による申⼊れを平成24年４⽉18⽇付で受領しております。）。 

本株主提案に係る⼿続を実施した場合、当社は⾮公開化され、MGJの完全⼦会社となるため、当社は、本株
主提案を受け、①当社を⾮公開化し、MGJの完全⼦会社となることの是⾮、②本⾮公開化⼿続を実施した場合
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に少数株主に交付される対価（以下「本対価」といいます。）の妥当性について、下記「３．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」に記載の措置を実施し、利益相反を回避しつつ慎重に検討し
た結果、下記「２．本決定に⾄った理由」に記載した理由に基づき、平成24年５⽉25⽇、本決定に⾄ったも
のです。 

なお、本株主提案には、本株主提案と実質的に同内容の議案が本定時株主総会に会社提案として付議され、
また、種類株主総会を招集する場合には、本株主提案を取り下げる準備がある旨の記載がなされていたことか
ら、本決定を受けて、提案株主は、本株主提案を取り下げております。また、当社は、提案株主から、平成24
年５⽉25⽇付で本株主総会において本⾮公開化⼿続に賛同する旨の意思表⽰を受けております。 

 
２．本決定に⾄った理由 

当社は、当社を⾮公開化し、MGJの完全⼦会社となることには、以下のようなメリットがあると考えており
ます。 

① 当社は、MGJの完全⼦会社となることで、MGJとの⼀体性をさらに強化し、意思決定の迅速性と経営の
柔軟性を確保することができるとともに、MGJを保有するマッコーリー・グループ・リミテッド（Macquarie 
Group Limited）（以下「マッコーリー」といいます。）及びグッドマン・リミテッド（Goodman Limited）
（以下「グッドマン」といいます。）のノウハウを全⾯的に当社のビジネスに活⽤することができること
となります（※１）。 

② 当社は、将来に亘って、さらなる成⻑戦略の実現のための資⾦調達を必要とするところ、MGJが当社の
完全親会社となることにより、MGJを含むマッコーリーグループ及びグッドマングループからの資⾦調達
の実現可能性が⾼まるとともに、マッコーリーグループ及びグッドマングループの信⽤⼒を背景にした外
部からの資⾦調達の実現可能性も⾼まることが期待されます。 

③ 当社は、上場を維持するために相当の費⽤（会計基準の厳格化、⾦融商品取引法上の内部統制報告制度、
ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）準拠による開⽰項⽬の変更への対応、有価証券報告書等の法定開⽰にかか
る費⽤等）を要するところ、本⾮公開化⼿続により、かかる費⽤を削減することが可能となります。 

（※１）マッコーリーは、昭和44年にオーストラリアにおいて設⽴され、現在、28カ国に14,200⼈超の従業
員を有し、銀⾏業務、⾦融サービス業務、アドバイザリー業務、投資業務、ファンドマネジメント業
務などをグローバルに提供しています。平成24年３⽉31⽇時点で、マッコーリーは3,270億豪ドル（約
28兆円）相当の資産を運⽤しています。 
グッドマンは、昭和28年にオーストラリアにおいて設⽴され（当時の商号：C.A Baker & Son Pty 
Limited）、現在、16カ国に約800⼈以上の従業員を有する物流不動産企業で、ファンドマネジメン
ト業務、プロパティマネジメント業務、開発マネジメント業務を含む多岐にわたるサービスをグロー
バルに提供しています。グッドマングループは、インダストリアル不動産及びビジネススペースの上
場ファンドマネジャーとしても、世界第２位の規模を誇り、平成23年12⽉31⽇現在、運⽤総資産は
189億豪ドル（約１兆4,800億円）を超えます。 

 
⼀⽅、本⾮公開化⼿続は、「４．本対価についての考え⽅」に記載のとおり合理的な価格による投下資本回

収の機会を付与するものとして、当社の株主様にとっても有益なものであると考えております。 
 
以上のとおり、当社は、本⾮公開化⼿続を実施することが当社の安定的な事業継続を図る観点から有益であ

るとともに、MGJを除く当社の株主の皆様に対して、合理的な価格で当社株式を売却する機会を確保すること
ができると判断し、本⾮公開化⼿続を実施することが当社の経営戦略に適合した最善の⼿段であると判断いた
しました。 
 
３．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 

当社は、本株主提案を検討するにあたり、本⾮公開化⼿続を実施することにより当社の完全親会社となる
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MGJと、MGJ以外の当社の株主様との間において利益が相反するおそれがあることに鑑み、以下のとおり公正
性を担保し、利益相反を回避するための措置を採りました。 
 
（１）プロジェクトチームの設置及び情報管理委員会における審議 

当社は、MGJ及び提案株主のいずれとも利害関係を有しない者のみで構成されるプロジェクトチームを組成
し、当該プロジェクトチームにおいて本株主提案及び本⾮公開化⼿続に係る検討を⾏いました。 

また、当社は、平成23年６⽉29⽇に開⽰したコーポレート・ガバナンス報告書に記載のとおり、「⽀配株
主及びその他利害関係⼈取引規程」として、当社と親会社であるMGJ⼜はその関連会社との間で取引関係が発
⽣した場合、取引条件の決定等が恣意的に⾏われ、少数株主の利益を損なわないよう「情報管理委員会」を設
置し、厳正な承認⼿続き及び決定内容の⼀般的妥当性を確保し、これを監視・検証する体制を定め、これによ
って少数株主の利益を害することを防⽌することとしております。本⾮公開化⼿続は、東京証券取引所の規則
が定める⽀配株主との重要な取引等に該当しますので、少数株主の利益を保護する観点から適正な⼿続きの遵
守を確認するため、情報管理委員会において審議いたしました。これにより、下記「５．当社の株主との合意
に関する事項」に記載のとおり⽀配株主の本件提案に賛同する旨の意思を確認し、⼿続き上も第三者算定機関
からのフェアネス・オピニオンの取得や独⽴委員会の答申などから少数株主の利益を損なっていないことを確
認いたしました。 
（※２）情報管理委員会は、当社チーフ・コンプライアンス・オフィサー及びジェネラル・カウンセルによっ

て組織され、⽀配株主との重要な取引について、少数株主の利益を保護する観点から重要な確認事項
について予め確認し、⽀配株主との取引に関する開⽰事項について、重要な確認事項が確認されたか
どうかチェックするための会議体です。 

 
（２）第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得 

当社は、当社、MGJ及び提案株主のいずれからも独⽴した第三者算定機関として株式会社プルータス・コン
サルティング（以下「プルータス」といいます。）を選定し、当社の株式価値の算定を依頼しました。プルー
タスは、当社の株式価値の分析にあたり必要となる情報を収集・検討するため、当社から当社の財務情報及び
事業計画等の資料を取得して説明を受け、それらの情報を踏まえて、⼀定の前提及び条件の下で当社株式の価
値を分析し、平成24年５⽉24⽇付で当社に対し株式価値算定書（以下「本株式価値算定書」といいます。算
定基準⽇：平成24年５⽉24⽇）を提出いたしました。プルータスは、当社が継続企業であるとの前提の下、
株式価値を多⾯的に分析することが適切であると考え、市場株価法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フ
ロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）を⽤いて当社の株式価値を算定いたしました。各々の⼿法により算
定された当社普通株式の１株当たりの価値は、以下のとおりです。 
（ａ）市場株価法：57,859円〜64,320円 

市場株価法では、平成24年５⽉24⽇を基準⽇として、東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式
の、基準⽇終値、直近１ヶ⽉間、３ヶ⽉間及び６ヶ⽉間の終値平均値並びに当社が平成24年３⽉期の決算発表
を⾏なった平成24年５⽉15⽇の翌営業⽇から基準⽇までの終値平均値を基に、当社普通株式の１株当たりの
価値を57,859円〜64,320円と分析しております。 
（ｂ）ＤＣＦ法：46,131円〜71,230円 

ＤＣＦ法では、当社の事業計画における収益計画や投資計画、当社に対するマネジメントインタビュー、そ
の他当社から⼊⼿した資料、⼀般に公開された情報等の諸要素を前提として、当社が将来において創出すると
⾒込まれるキャッシュ・フローを現在価値に割り引くことにより、当社普通株式の１株当たりの価値を46,131
円〜71,230円と分析しております。なお、ＤＣＦ法による算定の前提とした事業計画には、⼤幅な増減益を⾒
込んでいる事業年度があります。これは、物流不動産市況の改善を背景とした開発事業の拡⼤による成⻑⾒込
みが⾼まったことを要因としております。 

さらに、当社取締役会は、本決定が少数株主にとって不利益なものでないことに関する意⾒として、特に本
対価の公正性の観点から、平成24年５⽉24⽇付で、プルータスより、本対価はMGJを除く当社の株主にとっ
て財務的⾒地より妥当である旨のフェアネス・オピニオンを受領しております。 
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なお、プルータスは、当社、MGJ及び提案株主のいずれの関連当事者にも該当いたしません。 
 
（３）独⽴委員会の設置及び答申 

当社取締役会は、「１．本決定に⾄った経緯」に記載とおり、平成24年４⽉18⽇付で書⾯による申⼊れが
あったことを受け、平成24年４⽉20⽇、当社の意思決定過程における恣意性を可及的に排除するとともに、
公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確⽴することを⽬的として、当社、MGJ及び提案株主のいず
れからも独⽴した外部の有識者である杉⼭正樹⽒（公認会計⼠、クロスポイントアドバイザリー株式会社代表
取締役）及び多久島逸平⽒（弁護⼠、⽊村・多久島・⼭⼝法律事務所）並びに当社の独⽴役員であり社外監査
役である⼄⽵侯宏⽒の３名によって構成される独⽴委員会（以下「本独⽴委員会」といいます。）を設置し、
本独⽴委員会に対し、(ａ)本⾮公開化⼿続の⽬的の正当性（本公開化⼿続による当社企業価値の向上の有無）、
(ｂ)本対価の公正性に関する事項、(ｃ)意思決定に⾄る⼿続の適正性、(ｄ）上記を踏まえ、当社の意思決定が
少数株主に不利益でないか否かを諮問することを決議しました。なお、当社は、当初から上記の３⽒を本独⽴
委員会の委員として選定しており、本独⽴委員会の委員を変更した事実はありません。 

本独⽴委員会は、平成24年４⽉20⽇より同年５⽉21⽇まで合計6回開催され、上記諮問事項について検討を
⾏い、また、かかる検討にあたり、当社から、本⾮公開化⼿続の⽬的及びこれにより向上することが⾒込まれ
る当社の企業価値の具体的内容並びに事業計画の内容等についての説明を受けました。また、プルータスが当
社に対して提出した当社の本株式価値算定書を参考にするとともに、プルータスから当社の株式価値評価に関
する説明を受けました。本独⽴委員会は、かかる経緯のもと、これらの検討資料を前提として、平成24年５⽉
24⽇に、当社取締役会に対して、(ａ)本⾮公開化⼿続の実⾏が当社の企業価値の向上に資すると判断すること
は相当であり、その⽬的は正当なものと認められる、(ｂ)本対価は公正なものと評価することができ、(ｃ)本
⾮公開化⼿続の検討に際しては、適切な利益相反回避措置が講じられており、適正な⼿続によってなされたも
のと評価できる、(ｄ)これらを踏まえると、当社取締役会が本決定を⾏うことが少数株主にとって特段不利益
なものではないと評価することができる旨を内容とする答申書を提出しております。 
 
（４）独⽴した法律事務所からの法的助⾔ 

当社は、本⾮公開化⼿続に慎重を期し、当社の取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、
当社、MGJ及び提案株主のいずれからも独⽴したリーガル・アドバイザーとして平成24年４⽉18⽇にTMI総合
法律事務所を選任し、本⾮公開化⼿続に関する当社の取締役会の意思決定の⽅法及び過程等について法的助⾔
を受けております。 
 
（５）利害関係を有しない取締役全員の承認 

当社は、平成24年５⽉25⽇開催の取締役会において、プルータスから取得した本株式価値算定書及びフェ
アネス・オピニオン及び本独⽴委員会の答申並びにTMI総合法律事務所から得た法的助⾔を踏まえ、①当社を
⾮公開化し、MGJの完全⼦会社となることの是⾮、②本⾮公開化⼿続において少数株主に交付される本対価の
妥当性について慎重に検討した結果、出席した取締役２名（利益相反のおそれがない取締役の全員）が⼀致で
本決定を決議しました。 

なお、当社取締役５名のうち、ポール・マクギャリー（Paul McGarry）⽒はマッコーリーのグループ会社で
あるマッコーリー・キャピタル・アドバイザーズ・リミテッド（Macquarie Capital Advisors Limited）から
の出向者であり、またグレゴリー・グッドマン（Gregory Goodman）⽒及びジェームズ・ホジキンソン（James 
Hodgkinson）⽒は、それぞれグッドマンのCEO 及び元取締役で現従業員を兼務しているところ、これら３名
の取締役は、当社における意思決定の公正性及び中⽴性を保つ観点から、上記の審議及び決議には参加してお
りませんが、⼀⽅で、会社法第369条に定める取締役会の定⾜数を考慮し、上記の審議及び決議の終了後、ジ
ェームズ・ホジキンソン⽒を加えた３名により改めて本決定に関する審議及び決議を⾏っております。この点
を除き、ポール・マクギャリー⽒、グレゴリー・グッドマン⽒及びジェームズ・ホジキンソン⽒の３名の取締
役は、本⾮公開化⼿続に係る議案の審議及び決議には⼀切参加しておりません。 

また、当社取締役会が本決定を決議することに対して、上記取締役会に出席した当社監査役３名（いずれも
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社外監査役）のいずれからも特に異議は述べられておりません。 
 
４．本対価についての考え⽅ 

下記「Ⅱ．本決定の内容」の「２．全部取得条項付普通株式の取得の件」に記載のとおり、当社は、本⾮公
開化⼿続の⼀環として実施される全部取得条項付普通株式の取得において本件株主様（下記「Ⅱ．本決定の内
容」の「１．当社の完全⼦会社化のための定款⼀部変更」において定義いたします。以下同じです。）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項及び
第４項の定めるところに従い、裁判所の許可を得たうえで売却し、当社がその全部を買い取ることを予定して
おりますが、かかる買取りのために⽀払う代⾦を、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。そして、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、本件株主様が所有していた当社の普通株式１株当たり70,000円となるよう算
定する予定です。 

この70,000円という⾦額は、プルータスから取得した本株式価値算定書及びプルータスから受けた当社の株
式価値評価に関する説明等に基づき検討した結果であり、プルータスから、本対価はMGJを除く当社の株主に
とって財務的⾒地より妥当である旨のフェアネス・オピニオンを受領していること、本独⽴委員会から本対価
は公正なものと評価することができる旨の答申を得ていることなどに照らし妥当であると考えております。 

なお、当社は、平成22年10⽉18⽇に開始されたMGJによる当社株式等に対する公開買付け（公開買付価格：
普通株式１株あたり35,000円）に対し、賛同の意⾒を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して当該公開
買付けに応募することを推奨する旨を決議しました。本対価の額は当該公開買付価格を上回るものですが、こ
れは、以下のような事情によるものであると考えております。 
（１）平成24年２⽉29⽇付で発表したとおり、当社のビジネスの主要なリスクとみなされていた、当社の主

要資産であるコアファンドの370億円のリファイナンスを、期間５年の良好な条件で完了しました。当
該リファイナンスは当社のビジネスの主要なリスクと⾒なされていることが公開買付けに係る当社の意
⾒表明報告書に記載されました。本リファイナンスの完了により当社ビジネスの安定性と将来性が向上
しております。 

（２）平成24年３⽉12⽇及び３⽉23⽇付で発表したとおり、当社の⼦会社が運⽤する複数の投資ファンドが
保有する、グッドマン愛知三好等の７物件の物流不動産ポートフォリオを総額175億円で売却しました。
本ポートフォリオの売却は、⽇本の物流不動産市場が公開買付けの時に⽐べて堅調となりつつあること
を⽰しております。 

（３）平成23年12⽉21⽇付で発表したとおり、新規開発プロジェクトが予定通り竣⼯しました。これは公開
買付けの時に⽐べて⽇本の物流不動産市場に堅調さが認められることを裏付けています。 

（４）平成23年８⽉22⽇及び平成24年３⽉28⽇付で発表したとおり、当社の連結⼦会社が運⽤するファンド
等が、⼤阪湾岸エリア及び神奈川県の物流好⽴地に２件の優良物流開発⽤地を取得しております。 

（５）物流不動産市場を含め、⽇本経済全体が回復基調にあります。 
（６）当社は、株式会社⽇本レップからグッドマンジャパン株式会社に社名を変更しており、投資家やテナン

ト顧客に対する訴求⼒が向上するとともに、当社の国内及び海外市場における地位が⾼まりました。 
（７）上記「３．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」の「（２）第三者算定機関

からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」に記載のとおり、平成24年５⽉24⽇のマ
ザーズにおける当社普通株式の終値は61,600円となっております。株価は企業の価値を⽰す主要指標で
す。 

 

５．当社の株主との合意に関する事項 
当社は、当社の⽀配株主である MGJ（平成 24 年５⽉ 25 ⽇現在における株式所有割合（当社の第 22 期第
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３四半期報告書（平成 24 年２⽉ 13 ⽇提出）に記載された平成 23 年 12 ⽉ 31 ⽇現在の発⾏済株式総数
（147,272 株）に占める割合（⼩数点以下第三位四捨五⼊）をいいます。以下同じとします。）71.75%）が、
下記の条件が満たされている限り、本⾮公開化⼿続に賛同し、本株主総会において、本⾮公開化⼿続に賛成の
議決権⾏使をする旨を平成 24 年５⽉ 14 ⽇に確認しております。（1）提案株主及びかねてより当社にスクイ
ーズ・アウトの実施を促していた、提案株主とは別の株主グループ（平成 24 年 3 ⽉ 31 ⽇現在における株式
所有割合 6.8％。以下「第２株主グループ」といいます。）が本⾮公開化⼿続への賛同を維持していること、（2）
東京証券取引所から、本⾮公開化⼿続の実施が東京証券取引所の定める規則に違反する旨の指摘を受けていな
いこと、及び（3）本独⽴委員会から本決定の合理性に関する意⾒を取得しており、かつ、プルータスから、
本対価についてのフェアネス・オピニオンを取得していること。 

また、当社は、平成 24 年 5 ⽉ 23 ⽇付で、第２株主グループに対し、本⾮公開化⼿続きに対する意向を確
認したところ、本株主総会において本⾮公開化⼿続に賛同する旨の意思表⽰を受けております。 

加えて、上記「１．本決定に⾄った経緯」記載のとおり、提案株主は、本決定に係る議案の内容が株主提案
と実質的に同内容であることから本株主提案を取り下げており、当社は、提案株主から本株主総会において本
⾮公開化⼿続に賛同する旨の意思表⽰を受けております。 

以上のことから、当社は、本⾮公開化⼿続の実施について、株式所有割合にして 92.22％を保有する株主か
ら⽀持を得ております。 

 
Ⅱ．本決定の内容 
 
１．当社の完全⼦会社化のための定款⼀部変更 
 
１－１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 

上記「Ⅰ．本決定に⾄った経緯及び理由」記載のとおり当社は本決定に⾄ったため、本⾮公開化⼿続の
具体的な内容として、以下の①から③の⼿続を実施いたします。 

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を有する株主様（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、MGJ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」は本⾮公開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す。かかる種類株式と
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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「２．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、当社が本定時株主総会の
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、MGJ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項及び第４項の定めるところに従い、裁判所の許可を得
たうえで売却し、当社がその全部を買い取ることを予定しておりますが、かかる買取りのために⽀払う代
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、本件株主様が所有していた当社の普通株式１株当たり
70,000円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、251,590
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、251,590
株とし、普通株式の発⾏可能種類株式総
数は251,490株、Ａ種種類株式の発⾏可
能種類株式総数は100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
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(新  設) 
 

権者に対し、同順位にて残余財産の分配
を⾏う。 

 

 

（種類株主総会） 

第14条の2 第11条、第13条及び第14条の規定
は、種類株主総会にこれを準⽤する。 

  2 第12条第1項の規定は、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12条第2項の規定は、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。 

 

１－２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⾮公開化⼿続の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、MGJ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、21,133分の１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８⽉30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
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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21,133分の1
株の割合をもって交付する。 

 
 
２．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」においてご説明申し上げております本⾮公開化⼿続の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、MGJ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項及び第４項の定めるところに従い、裁判所の許可を得たうえで売却し、当社がその全部を買い取ること
を予定しておりますが、かかる買取りのために⽀払う代⾦を、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、本件株主様が所有していた当社の普通株式１株当たり
70,000円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21,133分の１株の割合をもって交付いたします。 
 

② 取得⽇ 

 平成24年８⽉30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
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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。 

 

（３）上場廃⽌ 

 本定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、株式会社
東京証券取引所の開設する市場であるマザーズの上場廃⽌基準に該当することとなり、平成24年7⽉25⽇か
ら同年8⽉26⽇まで整理銘柄に指定された後、同年8⽉27⽇をもって上場廃⽌となる予定です。上場廃⽌後
は、当社普通株式をマザーズにおいて取引することはできません。 

 

３．本種類株主総会に係る基準⽇設定の件 
本⾮公開化⼿続のうち、②の全部取得条項の付加に係る定款⼀部変更は、種類株主総会の決議を必要とする

ため、当社は、当該定款⼀部変更を決議するために、平成24年７⽉25⽇に当社普通株式を有する株主を構成
員とする種類株主総会を開催する予定です。そこで、本種類株主総会において議決権を⾏使することができる
株主を確定するため、平成24年６⽉12⽇（⽕曜⽇）を基準⽇と定め、同⽇の最終の株主名簿に記載⼜は記録
された株主をもって、本種類株主総会において議決権を⾏使することができる株主と定めるための公告を⾏い
ます。公告⽅法は電⼦公告により⾏い、当社ホームページに掲載いたします。
（http://jp.goodman.com/ir-library） 
 
４．資本準備⾦の額の減少 
（１）資本準備⾦の額の減少の⽬的 

上記「Ⅱ．本決定の内容」の「２．全部取得条項付普通株式の取得の件」記載のとおり、当社は、本⾮公開
化⼿続の⼀環として、「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
項及び第４項の定めるところに従い、裁判所の許可を得たうえで売却し、当社がその全部を買い取ることを予
定しております。したがって、当社が１株に満たない端数を本件株主様から買取るにあたって必要な分配可能
額を確保するために、会社法第448条第１項に基づき、準備⾦の額を減少し、減少する資本準備⾦の額の全額
をその他資本剰余⾦に計上するものであります。 
 
 
（２）資本準備⾦の減少の内容 

①減少する資本準備⾦の額 
資本準備⾦ 4,966,576,324円のうち1,000,000,000円 

②増加する剰余⾦の項⽬及びその額 
その他資本剰余⾦ 1,000,000,000円 
なお、減少後の資本準備⾦の額は3,966,576,324円となります。 

③資本準備⾦の額の減少の⽅法 
 会社法第448条第１項に基づき、資本準備⾦の額を減少し、減少額全額をその他資本剰余⾦に振り替え

ます。 
 
（３）資本準備⾦の額の減少の⽇程（予定） 
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資本準備⾦の額の減少の⽇程の概要（予定）は以下のとおりです。 
 

①取締役会決議⽇ 平成24年５⽉25⽇（⾦） 
②定時株主総会決議⽇ 平成24年６⽉26⽇（⽕） 
③債権者異議申述公告⽇ 平成24年６⽉29⽇（⾦） 
④債権者異議申述最終期⽇ 平成24年７⽉30⽇（⽉） 
⑤効⼒発⽣⽇ 平成24年７⽉31⽇（⽕） 

 
（４）今後の⾒通し 

本件が当社の業績に与える影響はございません。なお、上記の内容につきましては、平成24年６⽉26
⽇開催予定の本定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。 

 
Ⅲ．本⾮公開化⼿続の⽇程の概要（予定） 
 

本⾮公開化⼿続の⽇程の概要（予定）は以下のとおりです。 
 

本定時株主総会及び本種類株主総会の招集並びに本種類株主総会の基準
⽇設定に関する取締役会決議 

平成 24 年５⽉ 25 ⽇（⾦）

当社普通株式のマザーズにおける監理銘柄（確認中）への指定 平成 24 年５⽉ 25 ⽇（⾦）

本種類株主総会の基準⽇設定公告 平成 24 年５⽉ 28 ⽇（⽉）

本種類株主総会の基準⽇ 平成 24 年６⽉ 12 ⽇（⽕）

本定時株主総会の開催⽇ 平成 24 年６⽉ 26 ⽇（⽕）

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 26 ⽇（⽕）

本種類株主総会の開催⽇ 平成 24 年７⽉ 25 ⽇（⽔）

当社普通株式のマザーズにおける整理銘柄への指定 平成 24 年７⽉ 25 ⽇（⽔）

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７⽉ 26 ⽇（⽊）

当社普通株式のマザーズにおける売買最終⽇ 平成 24 年８⽉ 24 ⽇（⾦）

当社普通株式のマザーズにおける上場廃⽌⽇ 平成 24 年８⽉ 27 ⽇（⽉）

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８⽉ 29 ⽇（⽔）

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８⽉ 30 ⽇（⽊）

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８⽉ 30 ⽇（⽊）
 
Ⅳ．⽀配株主との取引等に関する事項 
 

上記「Ⅱ．本決定の内容」の「２．全部取得条項付普通株式の取得の件」に記載の全部取得条項付普通株式
の取得は、東京証券取引所の規則が定める⽀配株主との重要な取引等に該当します。 
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当社は、平成23年６⽉29⽇に開⽰したコーポレート・ガバナンス報告書に記載のとおり、「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」として、当社と親会社であるMGJまたはその関
連会社との間で取引関係が発⽣した場合、取引条件の決定等が恣意的に⾏われないよう「情報管理委員会」を
設置し、厳正な承認⼿続き及び決定内容の⼀般的妥当性を確保し、これを監視・検証する体制を定め、これに
よって少数株主の利益を害することを防⽌することとしております。 

本⾮公開化⼿続は、東京証券取引所の規則が定める⽀配株主との重要な取引等に該当しますので、情報管理
委員会を設置するとともに、より慎重を期す観点から、上記「Ⅰ．本決定に⾄った経緯及び理由」の「３．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」に記載のとおり、MGJ及び提案株主とのいず
れとも利害関係を有しない者のみで構成されるプロジェクトチームを組成し、当該プロジェクトチームにおい
て本株主提案及び本⾮公開化⼿続に係る検討を⾏うとともに、本独⽴委員会を設置し、本独⽴委員会に対し、
(ａ)本⾮公開化⼿続の⽬的の正当性（本公開化⼿続による当社企業価値の向上の有無）、(ｂ)本対価の公正性
に関する事項、(ｃ)意思決定に⾄る⼿続の適正性、(ｄ）上記を踏まえ、当社の意思決定が少数株主に不利益で
ないか否かを諮問するなど、公正性を担保し、利益相反を回避するための措置を採っています。 

また、当社取締役会は、本決定が少数株主にとって不利益なものでないことに関する意⾒として、特に対価
の公正性の観点から、当社、MGJ及び提案株主から独⽴し、かつ利害関係のない第三者算定機関であるプルー
タスから、平成24年５⽉24⽇付で、本対価はMGJを除く当社の株主にとって財務的⾒地より妥当である旨の
フェアネス・オピニオンを受領しております。 

以上に加えて、当社取締役会は、本独⽴委員会から、(ａ)本⾮公開化⼿続の実⾏が当社の企業価値の向上に
資すると判断することは相当であり、その⽬的は正当なものと認められる、(ｂ)本対価は公正なものと評価す
ることができ、(ｃ)本⾮公開化⼿続の検討に際しては、適切な利益相反回避措置が講じられており、適正な⼿
続によってなされたものと評価できる、(ｄ)これらを踏まえると、当社取締役会が、本決定を⾏うことは少数
株主にとって特段不利益なものではないと評価することができる旨を内容とする答申書を受領しております。 
 

                                                                                     以 上 


