
事業契約（案） 

 

仙台市（以下「市」という。）、仙台市ガス事業管理者（以下「事業管理者」という。）、［事業譲受

会社名］（以下「事業譲受会社」という。）、［中核企業名］（以下「中核企業」という。）及び［構

成員名］（以下「構成員」という。）は、仙台市ガス事業（以下「本事業」という。）の民営化に係

る公募に基づく本事業の事業譲渡（以下「本件事業譲渡」という。）に関し、以下のとおり事業契

約（以下「本事業契約」という。）を締結する。 

［注：中核企業及び/又は構成員が複数である場合には、それに合わせた修正を行うものとする。

中核企業が複数の場合は、中核企業は互いの債務について連帯責任を負う旨の規定を特に設け

る。］ 

 

前 文 

 市は、平成 20 年 5 月、「仙台市ガス事業民営化計画」を作成し、公表した。 

 

 市は、本事業の運営主体となる事業継承者を公募型プロポーザルの方式による事業継承者選定

手続（以下「本公募」という。）において選定することとし、本募集要項等（第 1条において定義

される。）に従い、本公募を実施し、最も優れた提案を行った中核企業及び構成員からなる応募者

を本件事業譲渡についての優先交渉権者候補者として選定した。 

 

 市と中核企業及び構成員は、平成 21 年［ ］月［ ］日、本基本協定（第 1条において定義さ

れる。）を締結し、これにより中核企業及び構成員は本件事業譲渡についての優先交渉権者となっ

た。 

 

 中核企業及び構成員は、平成 21 年［ ］月［ ］日、本募集要項等及び本基本協定に従って、

本事業を譲り受け、本事業を運営する主体となる事業譲受会社を設立した。 

 

中核企業、構成員及び事業譲受会社は、事業譲受会社をして、本事業を譲り受け、本事業を運

営することを希望している。 

 

市及び事業管理者は、本事業が着実に事業譲受会社に継承されることを確実にするとの観点か

ら、①一定期間、市ガス局の職員を事業譲受会社に対し派遣すること及び②それに先立ち市が事

業譲受会社に出資することを条件に、本事業を事業譲受会社に対して譲渡する用意がある。 

 

よって、市、事業管理者、事業譲受会社、中核企業及び構成員は、以下のとおり合意する。 

 

 



第 1 章 総則 

（定義） 

第1条 本事業契約において用いられる各用語の定義は、本事業契約において別段の定めがない

限り、以下に定める意味をそれぞれ有するものとする。 

(1) 「会計監査人設置会社」とは、会社法第 2 条第 11 号に定める意味を有するものと

する。 

(2) 「会社法」とは、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含む。）を意味

するものとする。 

(3) 「ガス事業法」とは、ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号。その後の改正を含む。）

を意味するものとする。 

(4) 「監査役会設置会社」とは、会社法第 2 条第 10 号に定める意味を有するものとす

る。 

(5) 「監査役設置会社」とは、会社法第 2 条第 9 号に定める意味を有するものとする。 

(6) 「拒否権対象事項」とは、事業譲受会社の A種類株式を保有する株主から構成され

る種類株主総会の決議を必要とする事項であって、具体的には、本事業契約別紙 2

「本件拒否権付株式発行要項」の 4(3)「当該種類株主総会の決議があることを必

要とする事項」①及び②として記載されている事項を意味するものとする。 

(7) 「拒否権対象事項①」とは、本事業契約別紙 2「本件拒否権付株式発行要項」の 4(3) 

「当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項」①として記載されている

事項を意味するものとする。 

(8) 「拒否権付株式発行日」とは、本事業契約第 9条第 1項に定める意味を有するもの

とする。 

(9) 「契約事業計画」とは、本提案に含まれる提案事業計画を基礎とし、その時々にお

いて事業譲受会社が現実化した仮定的条件の反映等を行うことにより修正又は最

新化した事業計画を意味するものとし、本事業契約締結前に本基本協定の規定に従

って訂正した事業計画を含むものとする。 

(10) 「個別契約」とは、本事業譲渡契約及び本派遣協定の総称を意味するものとし、そ

のそれぞれを「各個別契約」という。 

(11) 「市一般ガス事業」とは、本事業譲渡契約において定める意味を有するものとする。 

(12) 「市簡易ガス事業」とは、本事業譲渡契約において定める意味を有するものとする。 

(13) 「市提示条件」とは、本募集要項等において定める全ての要求水準及び契約条件を

意味するものとする。 

(14) 「出資日」とは、本事業契約第 14 条に定める意味を有するものとする。 

(15) 「譲渡制限株式」とは、会社法第 2条第 17 号に定める意味を有するものとする。 

(16) 「譲渡日」とは、本事業譲渡契約に定める意味を有するものとする。 

(17) 「地方公務員派遣規則」とは、仙台市公益法人等への職員の派遣等に関する規則（平

成 14 年仙台市人事委員会規則第 1号。その後の改正を含む。）を意味するものとす

る。 

 2



(18) 「地方公務員派遣条例」とは、仙台市公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平

成 13 年仙台市条例第 56 号。その後の改正を含む。）を意味するものとする。 

(19) 「地方公務員派遣法」とは、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する

法律（平成 12 年法律第 50 号。その後の改正を含む。）を意味するものとする。 

(20) 「当初派遣期間」とは、本事業契約第 24 条第 1 項に定める意味を有するものとす

る。 

(21) 「取締役会設置会社」とは、会社法第2条第7号に定める意味を有するものとする。 

(22) 「派遣期間」とは、本事業契約第 24 条第 1項に定める意味を有するものとする。 

(23) 「派遣対象職員」とは、本事業契約第 24 条第 1 項に定める意味を有するものとす

る。 

(24) 「ベンダー・デューデリジェンス費用」とは、本公募に関連して実施された、本事

業に関する財務ベンダー・デューデリジェンス、法務ベンダー・デューデリジェン

ス、設備診断及び地震等リスク分析に関する費用をいい、その金額は［  ］円（消

費税込）である。 

(25) 「本件株式」とは、本事業契約第 14 条の規定に基づき市が引き受けた事業譲受会

社の株式を意味するものとする。 

(26) 「本件拒否権付株式」とは、本事業契約第 9条第 1項に定める意味を有するものと

する。 

(27) 「本件出資」とは、本事業契約第 14 条に定める意味を有するものとする。 

(28) 「本件事業譲渡」とは、本事業契約の冒頭に定める意味を有するものとする。 

(29) 「本件派遣」とは、本事業契約第 24 条の規定に基づく事業譲受会社に対する市ガ

ス局一般職の職員の派遣を意味するものとする。 

(30) 「本件派遣職員」とは、本件派遣に基づき事業譲受会社にて勤務する者をいう。 

(31) 「本公募」とは、本事業契約の前文に定める意味を有するものとする。 

(32) 「本事業」とは、本事業契約の冒頭に定める意味を有するものとする。 

(33) 「本基本協定」とは、市、中核企業及び構成員間の平成 21 年［ ］月［ ］日付

基本協定書を意味するものとする。 

(34) 「本事業契約期間」とは、本事業契約第 29 条第 1 項に定める意味を有するものと

する。 

(35) 「本事業譲渡契約」とは、本事業契約第 7条の規定に基づき市、事業管理者及び事

業譲受会社間で締結される予定の事業譲渡契約を意味する。 

(36) 「本提案」とは、中核企業及び構成員が、本公募において提出した本件事業譲渡に

関する応募提案書類によりなされた提案を意味するものとする。 

(37) 「本派遣協定」とは、本事業契約第 24 条第 3項に定める意味を有するものとする。 

(38) 「本募集要項等」とは、市の平成 20 年 9 月付「仙台市ガス事業民営化に係る事業

継承者選定説明書」において定義される募集要項並びにその質問回答及び補足資料

等の募集要項に関連又は付随するものとして公表された一切の資料（但し、参考資

料を除くものとする。）を意味するものとする。 
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(39) 「経営監視期間」とは、譲渡日から 5年間の期間を意味するものとする。 

 

（目的） 

第2条 本事業契約は、本件事業譲渡の円滑な実施に必要な手続を定めるとともに、本件事業譲

渡に伴い行われる本件拒否権付株式の発行、本件出資及び本件派遣に関する事項を定め

ることを目的とする。 

 

（本事業契約と個別契約等の適用関係） 

第3条 本事業契約、各個別契約、本募集要項等及び契約事業計画の規定内容に相互に齟齬があ

る場合には、各個別契約、本事業契約、本募集要項等、契約事業計画の順に優先するも

のとする。 

 

（議会との関係） 

第4条 市及び事業管理者は、本件事業譲渡並びにそれに伴う本件拒否権付株式の発行、本件出

資及び本件派遣を実施するためには、仙台市の関係条例の改廃及び関連予算案について

仙台市議会の議決が必要であることに鑑み、仙台市議会の十分な理解を得るために最善

の努力を尽くすものとする。 

 

（仙台市議会の議決が得られなかった場合の取扱） 

第5条 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、前条に定める関係条例の改廃又は関連予算

案について仙台市議会の議決が得られなかった場合、本事業契約及び個別契約のいずれ

も効力を生じないものとする。かかる場合は、いずれかの当事者の責めに帰すべき事由

を構成するものではなく、いずれの当事者も相手方当事者に対して何らの損害賠償請求

もできないものとする。 

 

（事業譲受会社の表明・保証） 

第6条 事業譲受会社は、本事業契約締結日において、以下の各事項が真実かつ正確であること

を表明し、かつ保証する。 

(1) 事業譲受会社は、会社法に従って適法に設立され、有効に存続している株式会社で

あって、本事業契約を締結し、本事業契約に基づくその義務を履行し、かつ本事業

契約において企図されている取引を遂行するのに必要な権能及び権限を有してい

ること。 

(2) 事業譲受会社による本事業契約の締結及びその義務の履行は、事業譲受会社の定款

その他の社内規程に違反しておらず、要求される社内手続の全てに従って適正に承

認されていること。 

(3) 事業譲受会社を代表して本事業契約に署名又は記名捺印する者は、法令及び事業譲

受会社の定款その他の社内規程により必要とされる手続に基づき適正かつ有効に、

かかる署名又は記名捺印する権限が付与されていること。 
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第 2 章 事業譲渡契約 

（事業譲渡契約の締結） 

第7条 市、事業管理者及び事業譲受会社は、本事業契約の締結と同時に、別紙 1「事業譲渡契

約」に定める「事業譲渡契約」を締結するものとする。 

 

（費用負担） 

第8条 事業譲受会社は、本件事業譲渡の成否如何にかかわらず、譲渡日又は市が別途指定する

日に、ベンダー・デューデリジェンス費用を市に対し支払うものとする。 

 

第 3 章 本件拒否権付株式の発行 

（本件拒否権付株式の発行） 

第9条 事業譲受会社は、平成 22 年 3 月 31 日又は市及び事業譲受会社が別途合意する日（但し、

譲渡日より前でなければならない。）（以下「拒否権付株式発行日」という。）に、別紙 2

「本件拒否権付株式発行要項」に定める条件で事業譲受会社の A種類株式 1株（以下「本

件拒否権付株式」という。）を市に対し発行し、市はこれを引き受け、事業譲受会社に対

し出資するものとする。 

 2 事業譲受会社は、前項の規定に基づき本件拒否権付株式を市に対し発行するために必要

な定款変更を行うものとする。但し、事業譲受会社の A 種類株式の発行可能種類株式総

数は 1株と定めるものとする。 

3 事業譲受会社は、本件拒否権付株式の内容を反映した事業譲受会社の履歴事項全部証明

書 1 部を、本件拒否権付株式の発行後実務上可能な限り速やかに市に提出するものとす

る。 

 

（本件拒否権付株式発行の前提条件） 

第10条 前条の規定に基づく事業譲受会社の市に対する本件拒否権付株式の発行は、拒否権付株

式発行日において、以下の各号に定める条件が全て充足されるか又は市によって書面に

より放棄されることを前提条件とする。 

(1) 本件拒否権付株式の発行について決議した事業譲受会社の取締役会議事録並びに

本件拒否権付株式の発行を可能とするための定款変更及び本件拒否権付株式の発

行について決議した株主総会議事録の写し（事業譲受会社の代表取締役による原本

証明が付されたもの）が市に対し交付されていること。 

(2) 事業譲受会社が第 19 条第 1 項に定める組織体制を採用している旨を証する履歴事

項全部証明書 1部（拒否権付株式発行日前 2週間以内に発行されたもの）が市に対

し交付されていること。 

(3) 本件事業譲渡に基づく市一般ガス事業の事業譲受会社への譲渡について、ガス事業

法第 10 条の規定に基づく経済産業大臣の認可が得られていること。 

(4) 本件事業譲渡に基づく市簡易ガス事業の事業譲受会社への譲渡について、ガス事業
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法第37条ノ7で準用される同法第10条の規定に基づく経済産業大臣の認可が得ら

れていること。 

 

（事業譲渡不成立の場合の本件拒否権付株式の処理） 

第11条 本事業譲渡契約に定める前提条件の不成就等その理由の如何を問わず、本事業譲渡契約

に基づき譲渡日において本件事業譲渡が実行されず、その後も実行される見込みがない

と認められる場合、事業譲受会社は、市から本件拒否権付株式の全部をその出資価額で

買い取り消却するものとする。 

 

（本件拒否権付株式の消却） 

第12条 事業譲受会社は、経営監視期間の満了をもって、本件拒否権付株式の取得条項に基づき、

本件拒否権付株式を市より取得し、これを消却するものとする。 

 2 事業譲受会社が、会社法第 461 条第 2 項に定める分配可能額が不足するため、前項に基

づき本件拒否権付株式を取得することができない場合、市は、以後、拒否権の行使を放

棄するものとし、拒否権対象事項に関する議案について A 種類株主総会において賛成の

議決権を行使するものとする。 

 

（拒否権対象事項に関する協議） 

第13条 事業譲受会社は、拒否権対象事項を A 種類株主総会に諮る必要が生じたときは、A 種類

株主総会の招集通知とは別個に、実務上可能な限り速やかに、拒否権対象事項の必要性

及びそれを必要とする背景事情について市に対し詳細に説明をするものとする。 

2 市は、「お客様の安全・安心の確保」及び「適正な料金水準の維持」の観点並びに本提案

の趣旨を踏まえつつも、事業譲受会社が置かれている情況に照らして、事業譲受会社の

説明が合理的なものであってやむを得ないものと認められる場合には、A 種類株主総会

における拒否権対象事項①に関する議案の議決権行使にあたっては、事業譲受会社の説

明について最大限配慮するものとする。 

 

第 4 章 本件株式の発行 

（本件株式の発行） 

第14条 事業譲受会社は、平成 22 年 3 月 31 日又は市及び事業譲受会社が別途合意する日（但し、

譲渡日より前でなければならない。）（以下「出資日」という。）に、別紙 3「本件株式発

行要項」に定める条件で事業譲受会社の株式を市に対し発行し、市はこれを引き受け、

事業譲受会社に対し出資するものとする（当該出資を「本件出資」という。）。 

 

（事業譲受会社等の表明・保証・補償） 

第15条 事業譲受会社、中核企業及び構成員は、市に対し、出資日において、別紙 4「表明・保

証書の様式」に定める様式に従って、その代表者名義の表明・保証書をそれぞれ提出す

るものとする。 
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2 前項の表明・保証書においてなした表明及び保証のいずれかが、出資日において真実又

は正確ではなかったことにより、市に何らかの損害が発生したときは、当該表明及び保

証を行った者は市に対して当該損害を補償するものとする。 

 

（本件株式発行の前提条件） 

第16条 本事業契約第 14 条の規定に基づく事業譲受会社の市に対する本件株式の発行は、出資日

において、以下の各号に定める条件が全て充足されるか又は市によって書面により放棄

されることを前提条件とする。 

(1) 本事業契約第 15 条第 1 項の規定に基づき、事業譲受会社、中核企業及び構成員か

ら表明・保証書が市に対しそれぞれ交付されていること。 

(2) 本件株式の発行について決議した事業譲受会社の取締役会議事録及び株主総会議

事録の写し（事業譲受会社の代表取締役による原本証明が付されたもの）が市に対

し交付されていること。 

(3) 事業譲受会社の最新の定款及び株主名簿の写し（事業譲受会社の代表取締役による

原本証明が付されたもの）が市に対し交付されていること。 

(4) 事業譲受会社が第 19 条第 1 項に定める組織体制を採用している旨を証する履歴事

項全部証明書 1部（出資日前 2週間以内に発行されたもの）が市に対し交付されて

いること。 

(5) 本件事業譲渡に基づく市一般ガス事業の事業譲受会社への譲渡について、ガス事業

法第 10 条の規定に基づく経済産業大臣の認可が得られていること。 

(6) 本件事業譲渡に基づく市簡易ガス事業の事業譲受会社への譲渡について、ガス事業

法第37条ノ7で準用される同法第10条の規定に基づく経済産業大臣の認可が得ら

れていること。 

(7) 事業譲受会社、中核企業及び構成員のいずれも、本事業契約の各規定に違反してい

ないこと。 

 

（事業譲渡不成立の場合の本件株式の処理） 

第17条 本事業譲渡契約に定める前提条件の不成就等その理由の如何を問わず、本事業譲渡契約

に基づき譲渡日において本件事業譲渡が実行されず、その後も実行される見込みがない

と認められる場合、事業譲受会社、中核企業及び/又は構成員は、市から本件株式の全部

をその出資価額で買い取るものとする。 

 

（市による株式譲渡） 

第18条 市が、本件株式の全部又は一部を譲渡することを希望する場合、事業譲受会社は、当該

譲渡についての事業譲受会社の取締役会における承認決議等当該譲渡に必要な一切の措

置を採ることについて協力し、中核企業及び構成員も当該譲渡に必要な範囲で協力する

ものとする。 
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第 5 章 事業譲受会社の内部運営等 

（事業譲受会社の組織体制） 

第19条 事業譲受会社は、拒否権付株式発行日と出資日のいずれか早い方の日までに、取締役会

設置会社、監査役設置会社（又は監査役会設置会社）かつ会計監査人設置会社となるよ

う必要な措置を講ずるものとし、以後、経営監視期間が満了するまでの間、かかる組織

体制を維持するものとする。 

 2 事業譲受会社の本店所在地は、仙台市とする。 

 3 事業譲受会社は、拒否権付株式発行日と出資日のいずれか早い方の日までに、その発行

する全ての株式を譲渡制限株式とする旨の定款規定を設け、経営監視期間の満了までこ

れを維持するものとする。 

 

（事業譲受会社に関する市の権利） 

第20条 市は、経営監視期間中、事業譲受会社の株主として、会社法に定める各株主権に加え、

その保有する株式数如何にかかわらず、事業譲受会社に対して以下の各権利を有する。 

(1) 事業譲受会社の会計帳簿及びこれに関する一切の資料（当該会計帳簿作成の材料と

なった資料であるか否かを問わず、事業譲受会社の会計に関する一切の帳簿及び資

料をいう。）の閲覧・謄写請求権。なお、当該請求については、会社法第 433 条第

2項に定める拒否事由を理由に拒絶することはできないものとする。 

(2) 裁判所の許可なくして、事業譲受会社の株主総会議事録、種類株主総会議事録、取

締役会議事録その他事業譲受会社の意思決定に関わる何らかの会議体（常務会、経

営委員会等その名称の如何を問わない）の議事録の閲覧・謄写請求権。 

(3) 前 2号に定めるほか、市が市議会に報告をするために合理的に必要と認められる事

業譲受会社の営業・財務・人事その他経営に関する一切の状況について報告を受け

る権利及び当該時点における事業譲受会社の契約事業計画の閲覧・謄写請求権並び

にこれらに関して事業譲受会社の一切の協力を求める権利。 

2 市から前項に基づく権利を行使する旨の意思表示があった場合には、事業譲受会社は、

速やかにこれに対応するものとする。 

 

（事業譲受会社の報告義務） 

第21条 事業譲受会社は、経営監視期間中、毎事業年度の末日から 3 ヶ月以内に当該事業年度に

ついての会計監査人の監査証明書が付された監査済財務諸表及び会社法に定める事業報

告を市に対し提出するとともに、その決算内容及び事業内容について報告するものとす

る。 

 2 事業譲受会社は、経営監視期間中、ガス事業法の規定に基づき、毎事業年度開始前にガ

スの供給計画を経済産業大臣に届け出たときは、その写しを遅滞なく市に提出するもの

とする。 
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（監査役の派遣） 

第22条 市は、経営監視期間中、必要であるときはいつでも、事業譲受会社の監査役 1 名を指名

する権利を有する。 

 2 前項の指名があった場合、事業譲受会社は、実務上可能な限り速やかに、当該指名にか

かる監査役の選任を会社提案とする株主総会を招集するものとする。中核企業及び構成

員は、当該株主総会において、当該指名にかかる監査役の選任について賛成の議決権を

行使するものとする。 

 3 市が指名した監査役については、市のみが解任に関する決定を行うことができるものと

する。かかる場合、中核企業及び構成員は、事業譲受会社の株主総会において当該監査

役の解任に賛成の議決権を行使するものとする。 

 4 前項の規定にかかわらず、正当な理由がある場合には事業譲受会社は市の指名にかかる

監査役を会社法の規定に従って解任することができる。 

 5 市は、経営監視期間の満了時において、市の指名にかかる監査役を辞任させるものとす

る。事業譲受会社は、当該辞任により事業譲受会社の監査役に欠員が生じないように予

め必要な措置を講じるものとする。 

 

（禁止事項） 

第23条 事業譲受会社は、経営監視期間中、市の事前の書面による承諾なくして以下の各事項を

行ってはならないものとする。 

(1) 第三者との合併、事業譲渡、株式交換、株式移転及び会社分割 

(2) A 種類株式及び本店所在地の規定に関する定款変更 

(3) 拒否権対象事項についての市の拒否権を無実化するような内容の株式の発行その

他の行為 

 

第 6 章 事業譲受会社への職員派遣 

（派遣受入・派遣協定の締結） 

第24条 市は、本事業を事業譲受会社に着実に継承するとの観点から、譲渡日から 3 年間（本事

業契約において「派遣期間」といい、本条第 4 項の規定に基づき再派遣が行われた場合

は、当初の派遣期間を「当初派遣期間」といい、当該再派遣の期間と合わせて「派遣期

間」という。）、次項に定める派遣対象職員の同意を取得することを条件として、事業譲

受会社に対して、別紙 5「派遣職員の人事計画・派遣条件」に規定される人事計画にか

かる市ガス局一般職の職員（以下「派遣対象職員」という。）を別紙 5「派遣職員の人事

計画・派遣条件」に規定される派遣条件にて派遣するものとする。 

2 市は、平成 21 年 8 月末日までに、各派遣対象職員から本件派遣についての同意を取得す

るために最大限の努力を尽くすものとする。市は、平成 21 年 8 月末時点で当該同意をし

た派遣対象職員のリストを事業譲受会社に提出するものとする。 

3 市及び事業譲受会社は、本件派遣を行うため、平成 21 年 7 月を目途に、地方公務員派遣

法第 10 条及び地方公務員派遣条例第 14 条において要求される事項につき、別紙 5「派
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遣職員の人事計画・派遣条件」に規定される派遣対象職員の派遣条件に基づき市が提示

する「職員の派遣に関する協定書」（以下「本派遣協定」という。）を締結するものとす

る。 

4 当初派遣期間満了の 13 ヶ月前の時点において、当初派遣期間満了時に事業譲受会社が本

件派遣職員なくして本事業を着実に運営できる体制に未だなっていないことが見込まれ

る場合には、事業譲受会社は、当初派遣期間満了の 13 ヶ月前までに、再度の派遣を求め

ることができる。かかる場合、市は、再度の派遣計画について事業譲受会社と誠実に協

議のうえ必要に応じて再度の派遣期間（但し、2年を超えることはできない。）その他必

要事項を決定し、地方公務員派遣法第 10 条に定める取決めを締結するよう最善の努力を

尽くすものとする。 

 

（本件派遣の前提条件） 

第25条 本件派遣は、以下の各号に定める条件が全て充足されていることを前提条件とする。 

(1) 地方公務員派遣条例及び地方公務員派遣規則の改正がなされ、事業譲受会社が地方

公務員派遣法第 10 条第 1項に定める特定法人に該当すること。 

(2) 市及び事業譲受会社間において本派遣協定が有効に締結されていること。 

(3) 譲渡日に本事業譲渡契約に基づき本件事業譲渡が実行されること。 

(4) 本事業契約に基づき本件拒否権付株式が市に対し有効に発行されていること。 

 

（転籍希望の取扱） 

第26条 派遣期間中又は派遣期間満了時に、本件派遣職員が事業譲受会社への転籍を希望したと

きは、事業譲受会社は、勤務態度不良、勤務成績不良その他事業譲受会社の就業規則に

照らして合理的な理由が認められない限り、かかる希望を受け入れるものとする。 

 2 事業譲受会社は、本件派遣職員の転籍を受け入れる際には、当該転籍直前の本件派遣職

員の労働条件と同等かそれ以上の条件で受け入れるよう努めるものとする。[注：転籍条

件に関して本提案において何らかの提案がなされているときは、別紙 8 に当該条件を記

載したうえで、事業譲受会社は当該条件での受入が義務付けられる旨規定する。］ 

 

第 7 章 本事業の運営 

（市提示条件の遵守） 

第27条 事業譲受会社は、譲渡日以降、市提示条件を遵守して本事業を運営するものとする。 

 

（協力企業）［注：応募提案に協力企業が含まれていないときは、本条は欠番とする。］ 

第28条 事業譲受会社は、本提案において本事業に関して協力企業が担うとされた業務に関して

必要な契約を［協力企業名］と締結し、協力企業をして当該業務を遂行させ、もって本

事業の安定的な運営に努めるものとする。 
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第 8 章 契約期間・終了 

（契約期間） 

第29条 本事業契約の期間（以下「本事業契約期間」という。）は、本事業契約の締結日から経営

監視期間の満了日までとする。 

 2 前項の規定にかかわらず、本事業譲渡契約が解除その他理由の如何を問わず終了したと

きは、本事業契約も当該終了と同時に自動的に終了するものとする。 

3 前 2 項の規定にかかわらず、本事業契約の第 32 条、第 33 条、第 36 条及び第 41 条の各

規定は、本事業契約期間後も有効に存続するものとする。 

 

（市による解除） 

第30条 市は、以下に定めるいずれかの事由が発生したときは、事業譲受会社に対して書面で通

知することにより、本事業契約を直ちに解除することができるものとする。 

(1) 事業譲受会社、中核企業又は構成員が本事業契約の規定に違反し、市が当該違反の

是正を求める通知を事業譲受会社、中核企業及び構成員の全員に送付してから 30

日以内に当該違反が是正されないとき。 

2 本事業譲渡契約に基づき本件事業譲渡が実行された後は、市は本事業契約を解除するこ

とはできないものとする。 

3 本条に基づく解除は、全当事者との間で効力を有するものとする。 

 

（事業譲受会社・中核企業・構成員による解除） 

第31条 事業譲受会社は、以下に定めるいずれかの事由が発生したときは、市に対して書面で通

知することにより、本事業契約を直ちに解除することができるものとする。 

(1) 平成 21 年 8 月末日までに、市が、本件派遣について［ ］名以上の派遣対象職員

の同意を取得できなかったとき。 

(2) 市が本事業契約の規定に違反し、事業譲受会社が当該違反の是正を求める通知を市

に送付してから 30 日以内に当該違反が是正されないとき。 

2 本事業譲渡契約に基づき本件事業譲渡が実行された後は、事業譲受会社は本事業契約を

解除することはできないものとする。 

 3 中核企業及び構成員は、本事業契約を解除することはできないものとする。 

4 本条に基づく解除は、全当事者との間で効力を有するものとする。 

 

（損害賠償） 

第32条 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、いずれの当事者も、相手方当事者が本事業

契約に定める義務を履行しないことにより損害を被ったときは、当該相手方当事者に対

して損害賠償請求をすることができる。 

 2 市が、平成 21 年 8 月末日までに本件派遣について［ ］名以上の派遣対象職員の同意を

取得できなかったときは、市は、中核企業、構成員及び/又は事業譲受会社に対して、こ

れらの者が本基本協定締結後に本件事業譲渡の準備のために支出した費用を合理的な範
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囲で補償するものとする。 

 

第 9 章 中核企業・構成員 

（中核企業の責任） 

第33条 中核企業は、本事業契約に基づく構成員の市に対する義務について連帯して責任を負う

ものとする。 

 2 中核企業は、本提案を踏まえ、本件事業譲渡が円滑に実行されるよう、また、事業譲受

会社による本事業の運営に支障が出ないよう、あらゆる事項について関係当事者と調整

し、また、合理的な支援を行うよう最善の努力を尽くすものとする。 

 

（中核企業及び構成員の株式保有義務） 

第34条 中核企業及び構成員は、譲渡日までに、概ね別紙 6「中核企業・構成員の事業譲受会社

への出資スケジュール」記載のスケジュールで事業譲受会社に対する出資義務の全ての

履行を完了するものとする。 

2 中核企業及び構成員は、本事業契約期間中のいかなる時も、事業譲受会社の総議決権の

50％超の議決権を合わせて保有するものとし、また、中核企業は、事業譲受会社の株主

の中で最多の議決権を保有するものとする。 

 3 中核企業及び構成員は、本事業契約期間中、市の事前の書面による承諾なしに、事業譲

受会社の各保有株式を売却し、担保を設定し又はその他の一切の処分を行ってはならな

いものとする。 

 

（資金調達協力義務） 

第35条 中核企業及び構成員は、必要がある場合には、本提案の趣旨に従って、事業譲受会社へ

の出資を募り、また、事業譲受会社による借入れその他の方法による資金調達を実現さ

せるために最善の努力を尽くすものとする。 

 

第 10 章 雑則 

（秘密保持義務） 

第36条 いずれの当事者も、本事業契約若しくは個別契約に関する事項又は本事業契約若しくは

個別契約に基づき他の当事者から得られたその性質上何らかの機密性のある情報につき、

当該他の当事者の書面による同意を得ずして、第三者（本件事業譲渡に関して各当事者

が起用したアドバイザー、弁護士及び会計士を除く。）に対して開示しないものとする。

但し、①裁判所により開示が命じられた場合、②事業譲受会社、中核企業及び/又は構成

員が本件事業譲渡に関する資金調達に必要な場合、③情報公開条例その他何らかの適用

法令により開示が要求される場合、④仙台市議会への報告が必要である場合、のいずれ

かに該当する場合はこの限りでない。 
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（通知） 

第37条 本事業契約及び個別契約に定める何らかの請求、通知、報告、申出、承諾、要請、連絡、

解除その他の意思表示又は観念の通知は、別段の定めがある場合を除き、書面によるも

のとし、別紙 7「通知先一覧」記載の各通知先に、持参するか、クーリエ・サービス、

書留郵便又はファクシミリにて（送信当事者のファクシミリ機が受信確認レポートを作

成する場合に限る。）送付するものとする。 

2 各当事者がその名称又は住所を変更した場合は、その他の当事者に変更内容を通知する

ものとし、かかる通知を行わない場合には、不到達をもってその他の当事者に対抗でき

ない。 

3 本条第 1 項に従った請求、通知、報告、申出、承諾、要請、連絡、解除その他の意思表

示又は観念の通知は、持参された場合には受領者が受領した時に、クーリエ・サービス

又は書留郵便による場合には受領者に届けられた時に、ファクシミリによる場合には受

信確認がされた時に、それぞれ交付されたものとみなす。 

 

（権利義務の譲渡） 

第38条 いずれの当事者も、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本事業契約及び個

別契約上のいかなる権利又は義務も、第三者に対して譲渡し、担保設定し、また、その

他の処分を行わないものとする。 

 

（契約の変更） 

第39条 本事業契約及び個別契約は、変更によって影響を受ける当事者全員の書面による合意を

もってのみ変更することができる。但し、当該変更の時点において事業管理者がもはや

存在しないときは、事業管理者以外の変更によって影響を受ける当事者全員の合意があ

れば足りるものとする。 

 

（誠実協議） 

第40条 本事業契約及び個別契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、

関係する当事者が誠実に協議のうえ解決するよう努力するものとする。 

 

（準拠法・裁判管轄） 

第41条 本事業契約及び個別契約は、日本国の法令に準拠し、それらに従って解釈されるものと

する。 

 2 本事業契約及び個別契約から又は本事業契約及び個別契約に関連して生じた一切の紛争

については、仙台地方裁判所が第一審の専属裁判管轄権を有するものとする。 

 

［本頁の残りは意図的に余白とされている。］ 
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 以上を証するため、本事業契約書［ ］通を作成し、当事者それぞれ記名捺印のうえ、各自 1

通ずつ保有するものとする。 

 

 平成 21 年  月  日 

 

〔市〕 

仙台市［   住 所     ］ 

  仙台市長 ［  氏 名  ］ 

 

 

〔事業管理者〕 

仙台市［   住 所     ］ 

  仙台市ガス事業管理者 ［  氏 名  ］ 

 

 

〔事業譲受会社〕 

［    住  所      ］ 

［    会社名     ］ 

代表取締役 ［  氏 名  ］ 

  

 

〔中核企業〕 

［    住  所      ］ 

［    会社名     ］ 

代表取締役 ［  氏 名  ］ 

 

 

〔構成員〕 

［    住  所      ］ 

［    会社名     ］ 

代表取締役 ［  氏 名  ］ 
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別紙 1 

事業譲渡契約 

 



別紙 2 

本件拒否権付株式発行要項 

 

[注：下記内容については商業登記との関係で法務局と相談の結果文言の調整を行う可能性がある

が、その実質的内容に変更はないように努める。] 

 

1． 株式の種類及び数： A 種類株式 1株 

2． 株式の 1株当たりの払込金額：  50,000 円 

3． 株式の譲渡制限：A種類株式を譲渡により取得する場合は、取締役会の承認を要する。 

4． A 種類株式の内容 

(1) 議決権： A 種類株主は、株主総会において議決権を有しない。 

(2) 取得条項： 

① 一定の事由が生じた日に事業譲受会社がその株式を取得する旨及びその事由： 

仙台市、仙台市ガス事業管理者及び［事業譲受会社名］間の平成 21 年［ ］月

［ ］日付事業譲渡契約に基づき仙台市ガス事業が［事業譲受会社］に譲渡され

た日から 5年間（「経営監視期間」という。）が満了したとき 

 

② A 種類株式 1株を取得するのと引き換えに株主に交付する財産の内容及び数若し

くは額： 

金 50,000 円 

 

(3) 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項： 

次に掲げる事項は、株主総会又は取締役会による決議のほか、A種類株式を有する株

主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする。 

① 一般ガス事業の用に供する原料の価格の変動以外を理由とするガス料金の値上げ

を内容とする供給約款の変更及び当該変更についての経済産業大臣への認可申請 

② 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき仙台市から事

業譲受会社に対して派遣されている職員に関して仙台市及び事業譲受会社間で締

結された平成 21 年［ ］月［ ］日付職員の派遣に関する協定書に規定された各

条件の当該職員に不利益となる変更 



別紙 3 

本件株式発行要項 

 

［注：事業継承者の提案を基に補充する。］ 

 

1． 株式の種類： 

2． 株式の数： 

3． 株式の 1株あたりの払込金額： 

4． 株式の譲渡制限： 

5． 株式の内容： 

 



別紙 4 

表明・保証書の様式 

 

平成［22］年［3］月［31］日 

 

仙台市長 殿 

 

表明・保証書 

 

 当社は、仙台市、［事業譲受会社名］、［中核企業名］及び［構成員名］間の平成 21 年［ ］月

［ ］日付事業契約（以下「本事業契約」といいます。）第 15 条の規定に基づき、出資日たる冒

頭記載の日付において、以下の各事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ保証します。な

お、別段の定めのない限り、本書において用いられる用語は、本事業契約において定める意味を

有するものとします。 

 

(1) 当社は適法に設立された法人であって、本出資日現在において有効に存続していること。 

(2) 当社による本事業契約の締結及び本事業契約上の義務の履行は、いずれも当社の事業目的の

範囲内であって、また、適用法令及び当社の内部手続に従って適切に授権されていること。 

(3) 当社の本事業契約上の義務はいずれも強制可能なものであること。 

(4) 出資日における本件出資前の事業譲受会社の発行済株式総数は[ ]株であり、総議決権数は

[ ]個であって、本件出資後の事業譲受会社の発行済株式総数は[ ]株となり、総議決権数

は[ ]個となること。［注：事業譲受会社のみ。本件株式の種類如何によって内容は修正さ

れるものとする。］ 

(5) 出資日における中核企業の保有する事業譲受会社の株式数は［ ］株であり、その有する議

決権の個数は［ ］個であること。［注：事業譲受会社のみ。本件株式の種類如何によって

内容は修正されるものとする。］ 

(6) 出資日における構成員の保有する事業譲受会社の株式数は［ ］株であり、その有する議決

権の個数は［ ］個であること。［注：事業譲受会社のみ。本件株式の種類如何によって内

容は修正されるものとする。］ 

(7) 本件出資により、市が有する事業譲受会社の議決権の個数は［ ］個であり、その総議決権

数に占める割合は［ ］%となること。［注：事業譲受会社のみ。本件株式の種類如何によっ

て内容は修正されるものとする。］ 

 

［会社名］ 

［代表者名］    （印） 

 



別紙 5 

派遣職員の人事計画・派遣条件 

 

［注：事業承継者の提案を基に作成する。］ 

 



別紙 6 

中核企業・構成員の事業譲受会社への出資スケジュール 

 

［注：事業継承者の提案を基に作成する。］



別紙 7 

通知先一覧 

 

1． 市 

 

住所： 

電話番号： 

ファックス番号： 

名宛人： 

 

2． 事業管理者 

 

市と同様 

 

3． 事業譲受会社 

 

住所： 

電話番号： 

ファックス番号： 

名宛人： 

 

4． 中核企業 

 

住所： 

電話番号： 

ファックス番号： 

名宛人： 

 

5． 構成員 

 

住所： 

電話番号： 

ファックス番号： 

名宛人： 

 



事業譲渡契約（案） 

 

仙台市（以下「市」という。）、仙台市ガス事業管理者（以下「事業管理者」といい、「市」と合

わせて「売主」と総称する。）及び［事業譲受会社名］（以下「買主」という。）は、仙台市ガス事

業の譲渡に関し、以下のとおり事業譲渡契約（以下「本事業譲渡契約」という。）を締結する。 

 

（定義） 

第1条 本事業譲渡契約において用いられているものの特段定義されていない用語は、本事業契

約（次項において定義される。）において定める意味をそれぞれ有するものとする。 

2 本事業譲渡契約において、以下の各用語は、以下に定める意味をそれぞれ有するものと

する。 

(1) 「一般ガス事業」とは、ガス事業法において定める意味を有するものとする。 

(2) 「買主の許認可等」とは、本事業譲渡契約第 12 条第 3 号に定める意味を有するも

のとする。 

(3) 「株券発行会社」とは、会社法第 117 条第 6 項に定める意味を有するものとする。 

(4) 「関係会社」とは、仙台ガスサービス株式会社、仙台ガスエンジニアリング株式会

社、仙台エルピーガス株式会社及び株式会社クリーンエナジーの総称を意味するも

のとし、「各関係会社」とはそのいずれかを意味するものとする。 

(5) 「関係会社株式」とは、本件事業譲渡の対象である仙台ガスサービス株式会社、仙

台ガスエンジニアリング株式会社、仙台エルピーガス株式会社及び株式会社クリー

ンエナジーの株式の総称を意味するものとし、その詳細は別紙 1「関係会社株式」

に記載されるものとする。また、「各関係会社株式」とは、そのいずれかを意味す

るものとする。 

(6) 「関係書類等」とは、本事業譲渡契約第 8条第 1項に定める意味を有するものとす

る。 

(7) 「簡易ガス事業」とは、ガス事業法において定める意味を有するものとする。 

(8) 「在庫原料評価額」とは、本事業譲渡契約第 6条に定める意味を有するものとする。 

(9) 「市一般ガス事業」とは、本事業譲渡契約締結日時点において、市がガスを供給し

ている供給区域及び供給地点に関する全ての一般ガス事業を意味するものとする。 

(10) 「市簡易ガス事業」とは、本事業譲渡契約締結日時点において、市がガスを供給し

ている供給地点に関する全ての簡易ガス事業を意味するものとする。 

(11) 「譲渡対象財産」とは、本事業譲渡契約第 3条第 1項に定める意味を有するものと

する。 

(12) 「譲渡日」とは、平成 22 年 4 月 1 日又は売主及び買主が別途合意する日を意味す

るものとする。 

(13) 「同意取得必須契約」とは、本事業譲渡契約第 13 条第 1 項第 8 号に定める意味を

有するものとする。 

(14) 「本件譲渡価格」とは、本事業譲渡契約第 6 条に定める意味を有するものとする。 

 



(15) 「本事業」とは、本事業譲渡契約第 2条に定める意味を有するものとする。 

(16) 「本事業契約」とは、市、事業管理者、買主、［中核企業名］及び［構成員名］間

で本事業譲渡契約と同日付で締結された「事業契約」を意味するものとする。 

(17) 「要協議契約」とは、本事業譲渡契約第 10 条第 1 項に定める意味を有するものと

する。 

 

（事業譲渡） 

第2条 売主は、本事業譲渡契約の定めるところに従い、市一般ガス事業及びその他附帯事業（市

簡易ガス事業及び LNG 販売事業を含むがこれらに限られない）を含む、地方公営企業法

（昭和 27 年法律第 292 号。その後の改正を含む。）及び仙台市ガス事業の設置等に関す

る条例（昭和 41 年仙台市条例第 39 号。その後の改正を含む。）に基づき市に設置された

ガス事業に属する一切の事業（以下「本事業」という。）を、買主に対し譲り渡し、買主

はこれを譲り受ける。 

 

（譲渡対象財産） 

第3条 本事業譲渡契約に基づき売主から買主に対し譲渡される財産は、本事業譲渡契約におい

て明示的に除外されたものを除く、譲渡日において本事業を構成する一切の財産（以下

「譲渡対象財産」という。）であるものとし、以下のものを含むがこれらに限られないも

のとする。 

(1) 土地 

(2) 建物その他構築物 

(3) 本事業に使用する電子システム（コンピュータ、サーバー、電子的データ処理装置

を含むがこれらに限られない）及び電子方式での帳簿等のデータ一式 

(4) ガス管本支管 

(5) 本事業に関する有形動産 

(6) 本事業に関する知的財産権 

(7) 本事業に関する契約 

(8) 関係会社株式 

2 売主及び買主は、本事業譲渡契約の別段の定めにかかわらず、仙台市ガス事業会計に計

上されている現預金及び別紙 2「譲渡対象外財産リスト」に掲げる各財産は、譲渡対象

財産を構成しないことを確認する。 

3 売主は、譲渡日から 3 ヶ月以内に、譲渡対象財産のリスト（固定資産台帳等により代替

することができる）を作成し、買主に交付する。 

 

（債務引受） 

第4条 仙台市ガス事業会計に計上されている企業債、買掛金その他の一切の負債は、買主に承

継されないものとする。 
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（市ガス局職員の取扱） 

第5条 事業管理者と市ガス局職員間の労働関係は、買主に承継されないものとする。 

 

（譲渡価格） 

第6条 本件事業譲渡契約の規定に従い、買主が本件事業譲渡の対価として市に対し支払うべき

金額は、金［    ］円（以下「本件譲渡価格」という。）及び別紙 3「在庫原料評価

額の算定方式」により算定される譲渡対象財産に含まれる在庫原料の譲渡日時点におけ

る評価額（以下「在庫原料評価額」という。）の合計額（消費税別）とする。 

 

（クロージング） 

第7条 買主は、譲渡日において、本件譲渡価格及びこれに必要な消費税を別途売主が指定する

銀行口座に送金することにより支払うものとする。当該送金にかかる手数料は買主の負

担とする。 

 2 売主は、譲渡日において、以下の各事項を行うものとする。 

(1) 買主に対し全ての譲渡対象財産を現状有姿で引き渡すこと。 

(2) 譲渡日において株券発行会社である関係会社がある場合には、買主に対し、当該関

係会社の関係会社株式を表象する全ての株券を引き渡すこと。 

(3) 各関係会社をして、当該各関係会社の株主名簿の名義書換をせしめること。 

(4) 買主に対し、本事業譲渡契約第 8 条の規定に従って、関係書類等を引き渡すこと。 

3 譲渡対象財産についての危険の負担は、譲渡日をもって売主から買主に移転するものと

する。 

4 譲渡対象財産に関する一切の収入及び費用負担並びに公租公課負担は譲渡日を基準とし、

譲渡日の前日までは売主に帰属し、譲渡日以降は買主に帰属するものとする。 

5 買主は、譲渡日から 3 ヶ月以内に、在庫原料評価額及びこれに必要な消費税を別途売主

が指定する銀行口座に送金することにより支払うものとする。当該送金にかかる手数料

は買主の負担とする。 

 

（関係書類等の引継ぎ） 

第8条 買主は、本事業譲渡契約第 7条第 2項の規定に従って、本件事業譲渡に伴い、売主から、

譲渡日の前日に市が所有し、事業管理者が管理する本事業の用に供している一切の帳

簿・図面・電子データ等（以下「関係書類等」という。）を承継する。 

 2 前項の規定にかかわらず、売主は、関係書類等中に買主に承継しないことが適当と認め

るものがある場合は、当該関係書類等を買主に承継しないものとする。 

3  本条第 1 項の規定にかかわらず、買主は、関係書類等中に買主が承継することが適当で

ないと認めるものがある場合は、その承継について売主と協議することができる。 

4  売主は、前項の協議の結果、買主が当該関係書類等を承継することが適当ではないと認

める場合は、当該関係書類等を買主に承継しないものとする。 

5  買主は、経営監視期間内は、承継した関係書類等を善良なる管理者の注意義務をもって

 3



保存するものする。 

6  市は、経営監視期間内に関係書類等を参照又は利用する必要がある場合は、予め買主の

承諾を得て参照又は利用できるものとする。但し、買主は合理的な理由なくして承諾を

留保してはならないものとする。 

 

（対抗要件の具備） 

第9条 買主は、譲渡対象財産の譲渡につき対抗要件の具備が必要とされるものについては、譲

渡日以降遅滞なく対抗要件の具備を行うものとし、売主はこれに必要な一切の協力を行

うものとする。 

2 前項の対抗要件の具備にかかる一切の費用は、買主の負担とする。 

3 売主が対抗要件取得に関して何らかの費用を支出したときは、買主は売主からの請求に

基づき、売主に対し当該費用について償還するものとする。 

 

（要協議契約・長期工事契約の取扱い） 

第10条 買主は、本事業譲渡契約締結日時点において有効に存続しているものの、譲渡日におい

てはその期間が満了している本事業に関する各契約（以下「要協議契約」という。）につ

いて、譲渡日以降再契約するか否かについて売主と協議し、譲渡日の 6 ヶ月前を目途に

その方針を決定するものとする。売主は、買主より当該協議の要請があった場合、再契

約の必要性に関して必要な情報を提供し助言するものとする。 

2 前項の協議に基づき買主が再契約をすることを決定した要協議契約について、買主は、

相手方当事者と再契約の諸条件について真摯に交渉するものとする。売主は、買主が再

契約の交渉及び事務手続を円滑に行うことができるよう合理的な協力をするものとする。 

3 事業管理者が発注者又は受注者となっている長期工事契約に関して、当該長期工事契約

の対象たる工事が何らかの理由により遅延し、当該工事が譲渡日前に完了せず譲渡日以

降も継続となるときは、その対価の授受及び費用負担については、売主及び買主が別途

協議して決めるものとする。 

 

（売主の表明・保証） 

第11条 売主は、本事業譲渡契約締結日において、以下の各事項が真実かつ正確であることを表

明し、かつ、保証する。 

(1) 売主は、関係会社株式を何らの担保権の負担なく適法に所有しており、関係会社株

式を処分する一切の権限を有すること。 

(2) 売主は、市一般ガス事業及び市簡易ガス事業について、ガス事業法の規定に基づき

経済産業大臣の許可をそれぞれ取得しており、それらの許可はいずれも有効に存続

していること。 

 

（買主の表明・保証） 

第12条 買主は、本事業譲渡契約締結日において、以下の各事項が真実かつ正確であることを表
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明し、かつ、保証する。 

(1) 買主は、会社法に従って適法に設立され、有効に存続している株式会社であって、

本事業譲渡契約を締結し、本事業譲渡契約に基づくその義務を履行し、かつ本事業

譲渡契約において企図されている取引を遂行するのに必要な権能及び権限を有し

ていること。 

(2) 買主による本事業譲渡契約の締結及びその義務の履行は、買主の定款その他の社内

規則に違反するものではなく、株主総会の特別決議及び取締役会決議を経ているほ

か、その社内手続上要求される全ての手続が履践されていること。 

(3) 買主による本事業譲渡契約の締結、その義務の履行又は本事業譲渡契約において企

図されている取引の遂行については、別紙 4「買主の許認可等リスト」に定めるも

の（以下「買主の許認可等」という。）を除き、如何なる政府機関又は行政機関の

許可、認可、承認又は届出等をも必要としないこと。 

(4) 買主を代表して本事業譲渡契約に署名又は記名捺印する者は、法令及び買主の定款

その他の社内規程により必要とされる手続に基づき適正かつ有効に、かかる署名又

は記名捺印する権限が付与されていること。 

(5) 買主が、譲渡日時点において本件譲渡価格及びこれに必要な消費税を支払う十分な

資金力を有し、また、譲渡日から 3ヶ月以内に在庫原料評価額及びこれに必要な消

費税を支払う十分な資金力を有すること。 

 

（売主の譲渡日前の誓約事項） 

第13条 売主は、本事業譲渡契約締結日から譲渡日までの間、以下の各事項を行うことを誓約す

る。 

(1) 本件事業譲渡が譲渡日において円滑に実施され、買主が譲渡日から本事業を円滑に

運営することができるよう、買主の要請に応じて、適用法令の許容する範囲内で合

理的に必要な情報を買主に提供し、また、本事業に関する施設及び設備への買主の

アクセスを合理的な範囲で認め、その他合理的な範囲でその準備作業に協力するこ

と。 

(2) 本件事業譲渡が譲渡日において円滑に実施され、買主が譲渡日から本事業を円滑に

運営することができるよう、買主の要請に応じて、各関係会社をして、適用法令の

許容する範囲内で合理的に必要な情報を買主に提供せしめ、また、各関係会社の施

設及び設備への買主のアクセスを合理的な範囲で認めさせ、その他合理的な範囲で

その準備作業に協力せしめること。 

(3) 本事業を譲渡日まで善良なる管理者の注意義務をもって、その過去の業務と整合し

た通常の業務の範囲内でのみ行い、また、各関係会社をして、その事業を、善良な

る管理者の注意義務をもって、その過去の業務と整合した通常の業務の範囲内での

み行わせしめること。 

(4) 別紙 5「未登記建物リスト」記載の各未登記建物について表示に関する登記及び所

有権保存登記を行うこと。 
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(5) 各関係会社の取締役会をして、各関係会社株式の買主への譲渡について承認せしめ

ること。 

(6) 市一般ガス事業及び市簡易ガス事業についてのガス事業法に基づく経済産業大臣

に対する事業譲渡譲受認可申請にあたり、買主に対して必要な協力をすること。 

(7) 同意取得必須契約を除く、本件事業譲渡により買主に対し譲渡される各契約に関し、

当該各契約の相手方当事者から、当該譲渡により当該各契約が買主に承継されるこ

とについて、譲渡日までに同意書を取得するよう合理的に 善の努力を尽くすこと。 

(8) 別紙 6「同意取得必須契約リスト」記載の各契約（以下「同意取得必須契約」とい

う。）に関し、当該各契約の相手方当事者から、本件事業譲渡により当該各契約が

買主に承継されることについて譲渡日までに同意書を取得すること。 

2 売主は、買主の事前の書面による承諾がない限り、以下の行為を行わないものとする。 

(1) その過去の業務と整合した通常の業務上必要とされる場合及び本公募において売

主が開示した想定事業計画において予定されたもの以外に、契約を締結、修正、終

了又は更新をすること。 

(2) その過去の業務と整合した通常の業務上必要とされる場合以外に、本件事業譲渡の

対象として予定されている資産を第三者に譲渡し、移転し、又は担保を設定しその

他の処分を行うこと。 

3 売主は、本事業の営業状態又は財務状態に重大な不利益を及ぼす事象が発生した場合は、

速やかに買主に対し当該事実を通知するものとする。 

 

（売主の譲渡日以降の誓約事項） 

第14条 売主は、譲渡日以降、以下の各事項を行うことを誓約する。 

(1) 譲渡対象財産についての対抗要件の具備に関して買主に協力すること。 

(2) 譲渡対象財産に関して、本事業譲渡契約第 7条第 4項の規定に従い買主に帰属すべ

き金銭を受領したときは、速やかに買主に引き渡すこと。 

(3) 前条第 1項第 7号の規定に基づき、譲渡対象財産に含まれる契約について、譲渡日

までに、当該契約の相手方当事者から同意取得できなかったものについて、引き続

き同意の取得につき合理的に 善の努力を尽くすこと。 

 

（買主の譲渡日前の誓約事項） 

第15条 買主は、本事業譲渡契約日以降譲渡日まで以下の各事項を行うことを誓約する。 

(1) 本件事業譲渡が譲渡日において円滑に実施され、譲渡日から本事業を円滑に運営す

るために必要な一切の準備作業を行うこと。 

(2) ガス事業法の規定に基づき、市一般ガス事業及び市簡易ガス事業について経済産業

大臣に対する事業譲渡譲受認可申請を行うこと。 

(3) 譲渡日以降本事業を円滑に運営できるようガス事業法に基づき必要となる一切の

申請及び届出等を行うこと。 

(4) 買主の許認可等について政府機関若しくは行政機関の許可、認可若しくは承認を取

 6



得するのに必要となる一切の行為を行うこと又は政府機関若しくは行政機関に対

する一切の届出を行うこと。 

 

（買主の譲渡日以降の誓約事項） 

第16条 買主は、譲渡日以降以下の各事項を行うことを誓約する。 

(1) 本提案の内容を踏まえ、ガス事業法の規定に基づき、安定的にガスを供給すること。 

(2) 譲渡対象財産に関して、本事業譲渡契約第 7条第 4項の規定に従い売主に帰属すべ

き金銭を受領したときは、速やかに売主に引き渡すこと。 

 

（譲渡日における売主の義務履行の前提条件） 

第17条 本事業譲渡契約第 7 条第 2 項に定める売主の義務の履行は、以下の各号に定める条件が

全て充足されるか又は売主によって書面により放棄されていることを前提条件とする。 

(1) 本件事業譲渡及び本件派遣を実行するために必要な仙台市の条例の改廃について

議会の議決が得られていること。 

(2) 本件事業譲渡についての関連予算について議会の議決が得られていること。 

(3) 市一般ガス事業の譲渡につきガス事業法第 10 条第 1 項の規定に基づく経済産業大

臣の認可が得られていること。 

(4) 市簡易ガス事業の譲渡につきガス事業法第37条ノ 7及び第10条第 1項の規定に基

づく経済産業大臣の認可が得られていること。 

(5) 買主の許認可等について政府機関又は行政機関の許可、認可若しくは承認を取得し

又は政府機関若しくは行政機関に対し届出を行っていること。 

(6) 本事業契約及び本派遣協定が有効に締結されており、有効に存続していること。 

(7) 市に対して本件拒否権付株式が有効に発行されていること。 

(8) 本事業譲渡契約第 12 条に定める買主の表明・保証事項が、譲渡日において、重要

な点において全て真実かつ正確であること。 

(9) 売主が、譲渡日までに、買主から以下の書類を受領していること。 

① 買主の履歴事項全部証明書 1部（本事業譲渡契約締結日前 2週間以内に発行さ

れたもの） 

② 買主の定款の写し（買主の代表取締役による原本証明が付されたもの） 

③ 本事業契約及び本事業譲渡契約の締結並びに本事業の譲受を承認する旨の買

主の取締役会議事録の写し（買主の代表取締役による原本証明が付されたも

の） 

④ 本事業の譲受を承認する旨の買主の株主総会議事録の写し（買主の代表取締役

による原本証明が付されたもの） 

⑤ 買主の代表取締役の印鑑証明書 1通（本事業譲渡契約締結日前 2週間以内に発

行されたもの） 
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（譲渡日における買主の義務履行の前提条件） 

第18条 本事業譲渡契約第 7 条第 1 項及び第 5 項に定める買主の義務の履行は、以下の各号に定

める条件が全て充足されるか又は買主によって書面により放棄されていることを前提条

件とする。 

(1) 市一般ガス事業の譲渡につきガス事業法第 10 条第 1 項の規定に基づく経済産業大

臣の認可が得られていること。 

(2) 市簡易ガス事業の譲渡につきガス事業法第37条ノ 7及び第10条第 1項の規定に基

づく経済産業大臣の認可が得られていること。 

(3) 買主の許認可等について政府機関又は行政機関の許可、認可若しくは承認を取得し

又は政府機関若しくは行政機関に対し届出を行っていること。 

(4) 本事業譲渡契約締結日以降、本事業の営業状態又は財務状態に重大な悪影響を及ぼ

す事象が発生していないこと。 

(5) 本事業譲渡契約第 11 条に定める売主の表明・保証事項が譲渡日において重要な点

において全て真実かつ正確であること。 

(6) 譲渡日において全ての同意取得必須契約が有効に存続していること。 

(7) 買主が、譲渡日までに、売主から以下の書類を受領していること。 

① 全ての同意取得必須契約につき、その相手方当事者からの本件事業譲渡により

同意取得必須契約が買主に承継されることについての同意書。 

② 各関係会社株式の買主への譲渡について承認する旨の各関係会社の取締役会

議事録の写し（各関係会社の代表取締役の原本証明が付されたもの）。但し、

本条件は、関係会社株式の譲渡についてのみの前提条件であるものとする。 

 

（売主の補償義務） 

第19条 売主は、本事業譲渡契約第 11 条に定める売主の表明・保証事項が真実又は正確でなかっ

たことにより買主が損害を被ったときは当該損害について補償するものとする。 

 2 前項に定めるほか、売主が本事業譲渡契約に定める義務に違反したことにより買主が損

害を被ったときは、売主は当該損害について補償するものとする。 

3 本事業譲渡契約の別段の定めにかかわらず、譲渡日における本事業に関する別紙 7「補

償金額の算定方法」記載の各項目の実際値が、本公募において市が提示した想定事業計

画において示された当該項目の想定数値に不足し、当該不足が売主の任務懈怠であるこ

とを買主が立証したときは、売主は、本件譲渡価格と別紙 7「補償金額の算定方法」に

定めるところに従って算出された金額との差額を買主に対して補償するものとする。但

し、当該差額が金 1 億円未満の場合は、本項に基づく売主の補償義務は免責されるもの

とする。 

4 本条に定める買主の補償請求は、譲渡日から 5 ヶ月以内に行われるものとし、それ以後

は買主は補償請求を行うことはできないものとする。 

5 本条第 1 項及び第 2 項に定める売主の補償義務は、その総額が 1 億円未満である場合は

免責されるものとし、また、総額で 5億円を上限とする。 
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6 売主は、本条に定めるほか、買主に対して何らの補償義務も負わないものとする。 

 

（買主の補償義務） 

第20条 買主は、本事業譲渡契約第 12 条に定める買主の表明・保証事項が真実又は正確でなかっ

たことにより売主が損害を被ったときは当該損害について補償するものとする。 

 2 前項に定めるほか、買主が本事業譲渡契約に定める義務に違反したことにより売主が損

害を被ったときは、買主は当該損害について補償するものとする。 

3 本条に定める売主の補償請求は、譲渡日から 5 ヶ月以内に行われるものとし、それ以後

は売主は補償請求を行うことはできないものとする。 

4 本条に定める買主の補償義務は、その総額が 1 億円未満である場合は免責されるものと

し、また、総額で 5億円を上限とする。 

5  本事業譲渡契約の別段の定めにかかわらず、①買主の責めに帰すべき事由により本事業

譲渡契約第17条第3号若しくは第4号の前提条件が充足されなかったことにより又は②

買主の本事業譲渡契約に定める義務の不履行により、譲渡日に本件事業譲渡が実行され

なかったときは、買主は、売主に対し、違約金として本件譲渡価格の 10％相当額を支払

うものとする。但し、売主の実際の損害額が違約金の額を超過する場合には、買主は当

該超過額についても賠償するものとする。 

 

（売主の解除権） 

第21条 売主は、以下の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、買主に書面により通知

することにより本事業譲渡契約を直ちに解除することができる。本条に基づく解除は、

売主が本事業譲渡契約の別段の定めに従って、買主に対し補償請求をすることを妨げる

ものではないものとする。 

(1) 譲渡日において売主の義務履行の前提条件が充足されないとき。 

(2) 買主が、本事業譲渡契約第 7条第 1項の定めに従い、譲渡日に本件譲渡価格及びこ

れに必要な消費税を支払わないとき。 

(3) 買主が、本事業譲渡契約第 7条第 5項の定めに従い、在庫原料評価額及びこれに必

要な消費税を支払わないとき。 

(4) その他買主が本契約の規定に違反し、売主が当該違反の是正を求める通知を買主に

送付してから 30 日以内に当該違反が是正されないとき。 

 

（買主の解除権） 

第22条 買主は、以下の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、売主に書面により通知

することにより本事業譲渡契約を解除することができる。本条に基づく解除は、買主が

本事業譲渡契約の別段の定めに従って、売主に対し補償請求をすることを妨げるもので

はないものとする。 

(1) 譲渡日において買主の義務履行の前提条件が充足されないとき。 

(2) 売主が譲渡日において譲渡対象財産の引渡しをせず、買主が引渡しを求める通知を
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売主に送付してから 14 日以内に当該不履行が是正されないとき。 

(3) その他売主が本契約の規定に違反し、買主が当該違反の是正を求める通知を売主に

送付してから 30 日以内に当該違反が是正されないとき。 

 

（費用負担） 

第23条 本事業契約又は本事業譲渡契約に別段の定めがある場合を除き、本事業譲渡契約の交渉

及び締結、その義務の履行並びに本件事業譲渡の実行に関する公租公課及び費用（アド

バイザー、弁護士又は会計士等の専門家に対して支払う報酬を含むが、これらに限られ

ない。）は各当事者がそれぞれ負担するものとする。 

 

（事業契約の規定の適用） 

第24条 本事業契約第 36 条（秘密保持義務）、第 37 条（通知）、第 38 条（権利義務の譲渡）、第

39 条（契約の変更）、第 40 条（誠実協議）及び第 41 条（準拠法・裁判管轄）の規定は、

本事業譲渡契約に適用される。 

 

［本頁の残りは意図的に余白とされている。］ 
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 以上を証するため、本事業譲渡契約書［ ］通を作成し、当事者それぞれ記名捺印のうえ、各

自 1通ずつ保有するものとする。 

 

 平成 21 年  月  日 

 

〔市〕 

仙台市［   住 所     ］ 

  仙台市長 ［  氏 名  ］ 

 

 

〔事業管理者〕 

仙台市［   住 所     ］ 

  仙台市ガス事業管理者 ［  氏 名  ］ 

 

 

〔事業譲受会社〕 

［    住  所      ］ 

［    会社名     ］ 

代表取締役 ［  氏 名  ］ 
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別紙 1 

 

関係会社株式 

 

 

1． 仙台ガスサービス株式会社株式  5,000 株 

 

2． 仙台ガスエンジニアリング株式会社株式  10,000 株 

 

3． 仙台エルピーガス株式会社株式  480 株 

 

4． 株式会社クリーンエナジー株式  280 株 

 



別紙 2 

 

譲渡対象外財産リスト 

 

［注：補足資料提示期限までに追完される］

 



別紙 3 

在庫原料評価額の算定方式 

［注：補足資料提示期限までに追完される］ 

 



別紙 4 

 

買主の許認可等リスト 

 

［注：契約締結時までに追完される。］ 

 



別紙 5 

 

未登記建物リスト 

 

［注：補足資料提示期限までに追完される］

 



別紙 6 

 

同意取得必須契約リスト 

 

［注：補足資料提示期限までに追完される］ 

 



別紙 7 

補償金額の算定方法 

 

［注：補足資料提示期限までに追完される］ 

 


