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各  位 
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  責任者役職名 取締役経営企画部長 
  氏    名 中村 敏彦  
  T   E    L (03)5877-1111(大代表) 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 
当社は、平成 18 年 5 月 17 日開催の取締役会において、定款の一部変更について平成 18 年 6

月 29 日開催予定の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

します。 
 

記 
 

１． 定款変更の目的 
（1）会社法の施行により単元未満株主の権利を制限することが認められたことに伴い、単元 

未満株主の権利を合理的な範囲に制限するため、変更案第 10 条（単元未満株主の権利）

を新設するものであります。 

  （2）当社の株主総会の開催地について、本店所在地またはその隣接地において開催すること

を明確にするため、変更案第 15 条（招集地）を新設するものであります。 

  （3）株主総会の招集の際に、株主の皆さまの利便性を高め、より充実した情報の開示を行う 

ようにするため、変更案第 18 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提 

供）を新設するものであります。 

（4）株主総会に出席することができる代理人の数が、１名に制限されることを明確にするた 

め、変更案第 20 条（議決権の代理行使）を変更するものであります。 

  （5）取締役会の決議について、より機動的で効率的な取締役会の運営をするため、書面また 

         は電磁的記録の方法により承認を行えるよう、変更案第 27 条（取締役会の決議の省略） 

を新設するものであります。 

  （6）取締役及び監査役が、当社の企業価値向上に向けて期待される役割を十分に果たし、よ 

         り積極的な経営判断を行うことができるようにするため、また、社外取締役及び社外監 

 査役として有能な人材を招聘しやすい環境を整備し、期待される役割を十分に果たすこ 

 とができるように、会社法第 426 条第１項の定める取締役及び監査役の責任免除制度に 

関する規定並びに会社法第427条第１項の定める社外取締役及び社外監査役の責任限定 

契約の締結に関する規定を、変更案第 31 条（取締役の責任免除）及び第 39 条（監査役 

の責任免除）に新設するものであります。 

なお、変更案第 31 条の新設を議案として提出することにつきましては、各監査役の同意

を得ております。 



  （7）その他、会社法が施行されることに伴い、規定の加除・修正・移設・条数の変更等所要 

         の変更を行うものであります。 

 
２． 定款変更の内容 

     
別紙のとおりであります。 

 
３． 日程 

 
定款変更のための株主総会開催日   平成 18 年 6 月 29 日(木曜日) 
定款変更の効力発生日        平成 18 年 6 月 29 日(木曜日) 

 
以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



定款一部変更の内容 
 
変更の内容は以下のとおりであります。 
 
 

 現 行 定 款 変 更 案 
第１章 総  則 第１章 総 則 

（新 設） （機 関）

 第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を

置く。

 (1) 取締役会

 (2) 監査役

 (3) 監査役会

 (4) 会計監査人

（公告の方法） （公告方法） 

第４条 当会社の公告は日本経済新聞に掲載する。 第５条 当会社の公告は日本経済新聞に掲載する。 

第２章 株  式 第２章 株 式 

（会社が発行する株式の総数） （発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行する株式の総数は4,200,000,000株と

し、このうち 3,650,000,000 株は普通株式、

40,000,000株はＡ種優先株式、60,000,000株はＢ種

優先株式、100,000,000株はＣ種優先株式、

100,000,000株はＤ種優先株式、100,000,000株はＥ

種優先株式、30,000,000株はＦ種優先株式、

60,000,000株はＧ種優先株式、60,000,000株はＨ種

優先株式とする。但し、普通株式につき消却があっ

た場合又は優先株式につき消却若しくは普通株式

への転換があった場合には、これに相当する株式数

を減ずる。

第６条 当会社の発行可能株式総数は4,200,000,000株と

し 、 こ のう ち 3,650,000,000 株 は 普 通株 式、

40,000,000株はＡ種優先株式、60,000,000株はＢ種

優先株式、 100,000,000 株はＣ種優先株式、

100,000,000株はＤ種優先株式、100,000,000株はＥ

種優先株式、30,000,000株はＦ種優先株式、

60,000,000株はＧ種優先株式、60,000,000株はＨ種

優先株式とする。 

 （株券の発行）

（新 設） 第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。

（自己株式の取得） （自己の株式の取得） 

第６条 当会社は、商法第211条ノ３第１項第２号の規定に

より、取締役会の決議をもって自己株式を買受ける

ことができる。 

第８条 当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取

締役会の決議によって同条第１項に定める市場取

引等により自己の株式を取得することができる。 

（１単元の株式の数） （単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第７条 当会社の普通株式並びにＡ種優先株式、Ｂ種優先株

式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、

Ｆ種優先株式、Ｇ種優先株式及びＨ種優先株式の１

単元の株式の数は1,000株とする。 

第９条 当会社の普通株式並びにＡ種優先株式、Ｂ種優先株

式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、

Ｆ種優先株式、Ｇ種優先株式及びＨ種優先株式の単

元株式数は1,000株とする。 

（新 設） ２．当会社は、単元未満株式に係る株券を発行しない。但

し、株式取扱規則に定めるところについてはこの限り

でない。

 （単元未満株式についての権利）

（新 設） 第10条 当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、

その有する単元未満株式について、次に掲げる権利

以外の権利を行使することができない。

 (1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

 (2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権

利

 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及

び募集新株予約権の割当てを受ける権利

（下線  は変更部分） 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

 (4) 次条に定める請求をする権利

（単元未満株券の不発行及び単元未満株式の買増し） （単元未満株式の買増し） 
第８条 当会社は１単元の株式の数に満たない株式（以下

「単元未満株式」という。）に係わる株券を発行し

ない。但し、株式取扱規則に定めるところについて

はこの限りでない。

第11条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところに

より、その有する単元未満株式の数と併せて単元株

式数となる数の株式を売り渡すことを請求するこ

とができる。

２．当会社の単元未満株式を有する株主（実質株主を含む。

以下同じ。）は、株式取扱規則に定めるところにより、

その単元未満株式の数と併せて１単元の株式の数と

なるべき数の株式を売り渡すべき旨を請求すること

ができる。

 

（株式取扱規則）  

第９条 当会社の株券の種類並びに単元未満株式の買取り

及び買増し、株式の名義書換その他株式に関する事

項は法令又は本定款に別段の定めがある場合を除

き取締役会の定める株式取扱規則による。

（削 除） 

（名義書換代理人） （株主名簿管理人） 
第10条 当会社は株式につき名義書換代理人を置く。 第12条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２．名義書換代理人及びその事務取扱場所は取締役会の決

議によって選定しこれを公告する。 

２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会

の決議によって定め、これを公告する。 
３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）

及び株券喪失登録簿は名義書換代理人の事務取扱場

所に備え置き、単元未満株式の買取り及び買増し、株

式の名義書換その他株式に関する事務は名義書換代

理人に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わな

い。 

３. 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）

、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに

備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券

喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人

に委託し、当会社においては取扱わない。 

 （株式取扱規則）

（新 設） 第 13 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令

又は本定款のほか、取締役会において定める株式

取扱規則による。

（基準日）  

第11条 当会社は毎年３月31日の 終の株主名簿に記載又

は記録された議決権を行使しうる株主をもって、そ

の期の定時株主総会において議決権を行使するこ

とのできる株主とする。

（削 除） 

２．前項その他定款に定めがある場合のほか、必要がある

ときは、あらかじめ公告のうえ定めた日の 終の株主

名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者をも

って、その権利を行使することのできる株主又は登録

質権者とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

第２章の２ 優先株式 

（Ａ種優先株式） 

第11条の２ 当会社の発行するＡ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

第２章の２ 優先株式 

（Ａ種優先株式） 

第13条の２ 当会社の発行するＡ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

（Ａ種優先配当金） （Ａ種優先配当金） 

１．当会社は第32条に定める利益配当を行うときは、Ａ種

優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）

又はＡ種優先株式の登録質権者（以下「Ａ種登録質権

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質権者（以

下「普通登録質権者」という。）に先立ち、１株当た

り、Ａ種優先株式の発行価額（500円）に、それぞれ

の営業年度ごとに本項第２号に定める年率（以下「Ａ

種配当年率」という。）を乗じて算出した額（円位未

満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入

する。以下「Ａ種優先配当金」という。）を支払う。

但し、当該営業年度において本条第２項に定めるＡ種

優先中間配当金を支払ったときは、当該Ａ種優先中間

配当金を控除した額とする。 

１．当会社は第41条に定める剰余金の配当を行うときは、

基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種

優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）

又はＡ種優先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、基準日の 終の株主

名簿に記載又は記録された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、１株当たり、Ａ種優先株式の発行価額（500円）

に、それぞれの事業年度ごとに本項第２号に定める年

率（以下「Ａ種配当年率」という。）を乗じて算出し

た額の配当金（円位未満小数第３位まで算出し、その

小数第３位を四捨五入する。以下「Ａ種優先配当金」

という。）を支払う。但し、当該事業年度において本

条第２項に定めるＡ種優先中間配当金を支払ったと

きは、当該Ａ種優先中間配当金を控除した額とする。

② Ａ種配当年率は、平成14年８月２日以降、次回年率修

正日の前日までの各営業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ａ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.25％ 

Ａ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

② Ａ種配当年率は、平成14年８月２日以降、次回年率修

正日の前日までの各事業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ａ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.25％ 

Ａ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

・（条文省略） ・（現行どおり） 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成14年８月２日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、償還価額の計算

のためにＡ種優先配当金を算出する場合は、その償還

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会に

よって公表される数値の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成14年８月２日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、取得価額の計算

のためにＡ種優先配当金を算出する場合は、その取得

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会に

よって公表される数値の平均値を指すものとする。 

・（条文省略） ・（現行どおり） 

③ ある営業年度においてＡ種優先株主又はＡ種登録質

権者に対して支払う利益配当金の額がＡ種優先配当

金の額に達しないときは、その不足額は、翌営業年度

以降に累積しない。 

③ ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種登録株

式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＡ種優

先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事

業年度以降に累積しない。 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

④ Ａ種優先配当金が支払われた後に残余利益があると

きは、普通株主又は普通登録質権者に対して、Ａ種

優先配当金（第11条の２第２項に定めるＡ種優先中

間配当金を含む。）と１株につき同額に至るまで利

益配当金（中間配当金を含む。）を支払うことがで

き、さらに残余利益について利益配当金（中間配当金

を含む。）を支払うときは、Ａ種優先株主又はＡ種

登録質権者及び普通株主又は普通登録質権者に対

し、１株につき同等の金額を支払う。 

 

④ Ａ種優先配当金が支払われた後に分配可能額がある

ときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、

Ａ種優先配当金（第13条の２第２項に定めるＡ種優先

中間配当金を含む。）と１株につき同額に至るまで剰

余金の配当（中間配当を含む。）を行うことができ、

さらに分配可能額について剰余金の配当（中間配当を

含む。）を行うときは、Ａ種優先株主又はＡ種登録株

式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に対

し、１株につき同額の配当財産を交付する。

 

（Ａ種優先中間配当金） （Ａ種優先中間配当金） 

２．当会社は第33条に定める中間配当を行うときは、Ａ種

優先株主又はＡ種登録質権者に対し普通株主又は普

通登録質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき各営

業年度におけるＡ種優先配当金の２分の１の額の金

銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払う。

２．当会社は第42条に定める中間配当を行うときは、毎年

9月30日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種

優先株主又はＡ種登録株式質権者に対し普通株主又

は普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株に

つき各事業年度におけるＡ種優先配当金の２分の１

の額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）

を支払う。 

（残余財産の分配） （残余財産の分配） 

３．当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又

はＡ種登録質権者に対し、普通株主又は普通登録質権

者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき500円を支払う。

３．当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又

はＡ種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録

株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき500円

を支払う。 

② Ａ種優先株主又はＡ種登録質権者に対しては、前記の

ほか、残余財産の分配は行わない。 

② Ａ種優先株主又はＡ種登録株式質権者に対しては、前

記のほか、残余財産の分配は行わない。 

（償還請求権） （取得請求権） 

４．Ａ種優先株主は、平成18年８月１日以降、当会社の前

営業年度の利益処分計算書における「当期未処分利

益」が200億円を超えている場合、毎年８月１日から

８月31日までの期間（以下「償還請求可能期間」とい

う。）において、「当期未処分利益」の50％から、当

会社が、当該償還請求がなされた営業年度において、

その発行している優先株式の任意買入又は強制償還

を既に行ったか、行う決定を行った分の価額の合計額

を控除した額を限度として、Ａ種優先株式の全部又は

一部の償還請求をすることができ、当会社は、償還請

求可能期間満了の日から１ヵ月以内に法令の定めに

従い、償還手続きを行うものとする。 

４．Ａ種優先株主は、平成18年８月１日以降いつでも、当

会社の前事業年度の株主資本等変動計算書における

繰越利益剰余金の前期末残高と当期純利益を加えた

額（以下「当期未処分利益相当額」という。）が200

億円を超えている場合、毎年８月１日から８月31日ま

での期間（以下「取得請求可能期間」という。）にお

いて、「当期未処分利益相当額」の50％から、当会社

が、当該取得請求がなされた事業年度において、その

発行している優先株式の任意取得又は強制取得を既

に行ったか、行う決定を行った分の価額の合計額を控

除した額を限度として、Ａ種優先株式の全部又は一部

の取得請求をすることができ、当会社は、取得請求可

能期間満了の日から１ヵ月以内に法令の定めに従い、

取得手続きを行うものとする。 

② 前記限度額を超えて優先株主（但し、種類を問わない

ものとする。）からの償還請求があった場合、償還の

順位は、優先株式の種類を問わず、償還請求可能期間

経過後において実施する抽選その他の方法により決

定する。 

② 前記限度額を超えて優先株主（但し、種類を問わない

ものとする。）からの取得請求があった場合、取得の

順位は、優先株式の種類を問わず、取得請求可能期間

経過後において実施する抽選その他の方法により決

定する。 

 

 

 

 

 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

③ 償還価額は、１株につき500円に償還請求日の属する

営業年度におけるＡ種優先配当金の額を償還日の属

する営業年度の初日から償還日までの日数（初日及び

償還日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第

３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）

を加算した額とする。但し、償還日の属する営業年度

においてＡ種優先中間配当金を既に支払ったときは、

その額を控除した金額とする。 

③ 取得価額は、１株につき500円に取得請求日の属する

事業年度におけるＡ種優先配当金の額を取得日の属

する事業年度の初日から取得日までの日数（初日及び

取得日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第

３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）

を加算した額とする。但し、取得日の属する事業年度

においてＡ種優先中間配当金を既に支払ったときは、

その額を控除した金額とする。 

（議決権） （議決権） 

５．（条文省略） ５．（現行どおり） 

（転換予約権） （普通株式への転換を請求する権利） 

６．Ａ種優先株主は、発行に際して取締役会の決議で定め

る転換を請求し得べき期間中、当該決議で定める転換

の条件でＡ種優先株式の普通株式への転換を請求す

ることができる。 

 

（普通株式への一斉転換） 

６．Ａ種優先株主は、発行に際して取締役会の決議で定め

る転換を請求し得べき期間中、当該決議で定める転換

の条件で、当会社に対し、Ａ種優先株主が有するＡ種

優先株式を取得し、これと引換えに当会社の普通株式

を交付することを請求することができる。 

（普通株式への一斉転換） 

７．当会社は、前項の転換を請求し得べき期間中に転換請

求のなかったＡ種優先株式を、同期間の末日の翌日

（以下本項において「一斉転換日」という。）をもっ

て取得し、これと引換えにＡ種優先株式１株の払込金

額相当額を一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社

の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。以下「一斉転換価額」という。）で除して得られ

る数の普通株式を対価として交付する。前記の普通株

式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じた

ときは、会社法第234条に定める方法により取扱う。 

７．転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかったＡ種

優先株式は、同期間の末日の翌日（以下本項において

「一斉転換日」という。）をもって、Ａ種優先株式１

株の払込金相当額を一斉転換日に先立つ45取引日目

に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所におけ

る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表

示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五

入する。以下「一斉転換価額」という。）で除して得

られる数の普通株式となる。前記の普通株式数の算出

に当たって１株に満たない端数が生じたときは、商法

に定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。 

（株式の併合又は分割、新株引受権等） （株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等）

８．当会社は法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式につ

いて株式の併合、分割又は無償割当ては行わない。 

８．当会社は法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式につ

いて株式の併合又は分割は行わない。 

② 当会社はＡ種優先株主には、募集株式、募集新株予約

権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利

を与えない。 

② 当会社はＡ種優先株主には、新株の引受権又は新株予

約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。

（Ａ種優先配当金等の除斥期間） （Ａ種優先配当金等の除斥期間） 

９．第34条の規定は、Ａ種優先配当金及びＡ種優先中間配

当金の支払いについて、これを準用する。 

９．第43条の規定は、Ａ種優先配当金及びＡ種優先中間配

当金の支払いについて、これを準用する。 

 

 

 

 

 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

（Ｂ種優先株式） （Ｂ種優先株式） 

第11条の３ 当会社の発行するＢ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

第13条の３ 当会社の発行するＢ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

（Ｂ種優先配当金） （Ｂ種優先配当金） 

１．当会社は第32条に定める利益配当を行うときは、Ｂ種

優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）

又はＢ種優先株式の登録質権者（以下「Ｂ種登録質権

者」という。）に対し、普通株主又は普通登録質権者

に先立ち、１株当たり、Ｂ種優先株式の発行価額（500

円）に、それぞれの営業年度ごとに本項第２号に定め

る年率（以下「Ｂ種配当年率」という。）を乗じて算

出した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数

第３位を四捨五入する。以下「Ｂ種優先配当金」とい

う。）を支払う。但し、当該営業年度において定める

Ｂ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｂ種優先

中間配当金を控除した額とする。 

１．当会社は第41条に定める剰余金の配当を行うときは、

基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＢ種

優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）

又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種登録

株式質権者」という。）に対し、基準日の 終の株主

名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株

式質権者に先立ち、１株当たり、Ｂ種優先株式の発行

価額（500円）に、それぞれの事業年度ごとに本項第

２号に定める年率（以下「Ｂ種配当年率」という。）

を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位ま

で算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｂ

種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業

年度において定めるＢ種優先中間配当金を支払った

ときは、当該Ｂ種優先中間配当金を控除した額とす

る。 

② Ｂ種配当年率は、平成14年８月２日以降、次回年率修

正日の前日までの各営業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｂ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋2.00％ 

Ｂ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

・（条文省略） 

② Ｂ種配当年率は、平成14年８月２日以降、次回年率修

正日の前日までの各事業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｂ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋2.00％ 

Ｂ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

・（現行どおり） 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成14年８月２日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、償還価額の計算

のためにＢ種優先配当金を算出する場合は、その償還

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会に

よって公表される数値の平均値を指すものとする。 

・ 日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成14年８月２日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、取得価額の計算

のためにＢ種優先配当金を算出する場合は、その取得

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会に

よって公表される数値の平均値を指すものとする。 

・（条文省略） ・（現行どおり） 

③ ある営業年度においてＢ種優先株主又はＢ種登録質

権者に対して支払う利益配当金の額がＢ種優先配当

金の額に達しないときは、その不足額は、翌営業年度

以降に累積しない。 

③ ある事業年度においてＢ種優先株主又はＢ種登録株

式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＢ種優

先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事

業年度以降に累積しない。 

④ Ｂ種優先配当金が支払われた後に残余利益があると

きは、普通株主又は普通登録質権者に対して、Ｂ種優

先配当金（Ｂ種優先中間配当金を含む。）と１株につ

き同額に至るまで利益配当金（中間配当金を含む。）

を支払うことができ、さらに残余利益について利益配

当金（中間配当金を含む。）を支払うときは、Ｂ種優

先株主又はＢ種登録質権者及び普通株主又は普通登

録質権者に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

④ Ｂ種優先配当金が支払われた後に分配可能額がある

ときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、

Ｂ種優先配当金（Ｂ種優先中間配当金を含む。）と１

株につき同額に至るまで剰余金の配当（中間配当を含

む。）を行うことができ、さらに分配可能額について

剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うときは、Ｂ

種優先株主又はＢ種登録株式質権者及び普通株主又

は普通登録株式質権者に対し、１株につき同等の金額

を支払う。 

 

 

 

 

 

 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

（強制償還） （強制取得） 

２．当会社はすべてのＣ種、Ｄ種及びＥ種優先株式が償還

された後は、Ｂ種優先株主の転換請求権が発生する日

の前日まで、いつでもＢ種優先株主又はＢ種登録質権

者の意思にかかわらずＢ種優先株式の全部又は一部

を償還することができる。 

２．当会社はすべてのＣ種、Ｄ種及びＥ種優先株式が取得

された以降、Ｂ種優先株主の転換請求権が発生する日

の前日までの間で、会社が別に定める日が到来したと

きは、いつでもＢ種優先株主又はＢ種登録株式質権者

の意思にかかわらずＢ種優先株式の全部又は一部を

取得することができる。 

② 一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。 ② 一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。 

③ 償還価額は、１株につき500円に償還日の属する営業

年度におけるＢ種優先配当金の額を償還日の属する

営業年度の初日から償還日までの日数（初日及び償還

日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位

まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加

算した額とする。但し、当該営業年度においてＢ種優

先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した金

額とする。 

③ 取得価額は、１株につき500円に取得日の属する事業

年度におけるＢ種優先配当金の額を取得日の属する

事業年度の初日から取得日までの日数（初日及び取得

日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位

まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加

算した額とする。但し、当該事業年度においてＢ種優

先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した金

額とする。 

（準用規定） （準用規定） 

３．第11条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（償還請求権）、第５項（議

決権）、第６項（転換予約権）、第７項（普通株式へ

の一斉転換）、第８項（株式の併合又は分割、新株引

受権等）及び第９項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）

の規定は、Ｂ種優先株式にこれを準用する。この場合

において、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｂ種優先株

式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｂ種優先株主」

と、「Ａ種登録質権者」とあるのは「Ｂ種登録質権者」

と、「Ａ種優先配当金」とあるのは「Ｂ種優先配当金」

と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｂ種優先中

間配当金」と読み替えるものとする。 

 

 

３．第13条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（取得請求権）、第５項（議

決権）、第６項（普通株式への転換を請求する権利）、

第７項（普通株式への一斉転換）、第８項（株式の併

合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等）及び

第９項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｂ

種優先株式にこれを準用する。この場合において、

「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｂ種優先株式」と、「Ａ

種優先株主」とあるのは「Ｂ種優先株主」と、「Ａ種

登録株式質権者」とあるのは「Ｂ種登録株式質権者」

と、「Ａ種優先配当金」とあるのは「Ｂ種優先配当金」

と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｂ種優先中

間配当金」と読み替えるものとする。 

 

（Ｃ種優先株式） （Ｃ種優先株式） 

第11条の４ 当会社の発行するＣ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

第13条の４ 当会社の発行するＣ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

（Ｃ種優先配当金） （Ｃ種優先配当金） 

１．当会社は第32条に定める利益配当を行うときは、Ｃ種

優先株式を有する株主（以下「Ｃ種優先株主」という。）

又はＣ種優先株式の登録質権者（以下「Ｃ種登録質権

者」という。）に対し、普通株主又は普通登録質権者

に先立ち、１株当たり、Ｃ種優先株式の発行価額（500

円）に、それぞれの営業年度ごとに本項第２号に定め

る年率（以下「Ｃ種配当年率」という。）を乗じて算

出した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数

第３位を四捨五入する。以下「Ｃ種優先配当金」とい

う。）を支払う。但し、当該営業年度においてＣ種優

先中間配当金を支払ったときは、当該Ｃ種優先中間配

当金を控除した額とする。 

１．当会社は第41条に定める剰余金の配当を行うときは、

基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＣ種

優先株式を有する株主（以下「Ｃ種優先株主」という。）

又はＣ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種登録

株式質権者」という。）に対し、基準日の 終の株主

名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株

式質権者に先立ち、１株当たり、Ｃ種優先株式の発行

価額（500円）に、それぞれの事業年度ごとに本項第

２号に定める年率（以下「Ｃ種配当年率」という。）

を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位ま

で算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｃ

種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業

年度においてＣ種優先中間配当金を支払ったときは、

当該Ｃ種優先中間配当金を控除した額とする。 

 

 

 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

② Ｃ種配当年率は、平成14年８月２日以降、次回年率修

正日の前日までの各営業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

② Ｃ種配当年率は、平成14年８月２日以降、次回年率修

正日の前日までの各事業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｃ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋3.00％ 

Ｃ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

Ｃ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋3.00％ 

Ｃ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

・（条文省略） ・（現行どおり） 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成14年８月２日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、償還価額の計算

のためにＣ種優先配当金を算出する場合は、その償還

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会に

よって公表される数値の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成14年８月２日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、取得価額の計算

のためにＣ種優先配当金を算出する場合は、その取得

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会に

よって公表される数値の平均値を指すものとする。 

・（条文省略） ・（現行どおり） 

③ ある営業年度においてＣ種優先株主又はＣ種登録質

権者に対して支払う利益配当金の額がＣ種優先配当

金の額に達しないときは、その不足額は、翌営業年度

以降に累積しない。 

③ ある事業年度においてＣ種優先株主又はＣ種登録株

式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＣ種優

先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事

業年度以降に累積しない。 

④ Ｃ種優先配当金が支払われた後に残余利益があると

きは、普通株主又は普通登録質権者に対して、Ｃ種優

先配当金（Ｃ種優先中間配当金を含む。）と１株につ

き同額に至るまで利益配当金（中間配当金を含む。）

を支払うことができ、さらに残余利益について利益配

当金（中間配当金を含む。）を支払うときは、Ｃ種優

先株主又はＣ種登録質権者及び普通株主又は普通登

録質権者に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

④ Ｃ種優先配当金が支払われた後に分配可能額がある

ときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、

Ｃ種優先配当金（Ｃ種優先中間配当金を含む。）と１

株につき同額に至るまで剰余金の配当（中間配当を含

む。）を行うことができ、さらに分配可能額について

剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うときは、Ｃ

種優先株主又はＣ種登録株式質権者及び普通株主又

は普通登録株式質権者に対し、１株につき同等の金額

を支払う。 

（強制償還） （強制取得） 

２．当会社はＣ種優先株主の転換請求権が発生する日の前

日まで、いつでもＣ種優先株主又はＣ種登録質権者の

意思にかかわらずＣ種優先株式の全部又は一部を償

還することができる。 

２．当会社はＣ種優先株主の転換請求権が発生する日の前

日までの間で、会社が別に定める日が到来したときは

、いつでもＣ種優先株主又はＣ種登録株式質権者の意

思にかかわらずＣ種優先株式の全部又は一部を取得

することができる。 

② 一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。 

③ 償還価額は、１株につき500円に償還日の属する営業

年度におけるＣ種優先配当金の額を償還日の属する

営業年度の初日から償還日までの日数（初日及び償

還日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第

３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）

を加算した額とする。但し、当該営業年度において

Ｃ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控

除した金額とする。 

 

 

 

 

 

 

② 一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。 

③ 取得価額は、１株につき500円に取得日の属する事業

年度におけるＣ種優先配当金の額を取得日の属する

事業年度の初日から取得日までの日数（初日及び取得

日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位

まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加

算した額とする。但し、当該事業年度においてＣ種優

先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した金

額とする。 

 

 

 

 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

（準用規定） （準用規定） 

３．第11条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（償還請求権）、第５項（議

決権）、第６項（転換予約権）、第７項（普通株式へ

の一斉転換）、第８項（株式の併合又は分割、新株引

受権等）及び第９項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）

の規定は、Ｃ種優先株式にこれを準用する。この場合

において、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｃ種優先株

式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｃ種優先株主」

と、「Ａ種登録質権者」とあるのは「Ｃ種登録質権者」

と、「Ａ種優先配当金」とあるのは「Ｃ種優先配当金」

と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｃ種優先中

間配当金」と読み替えるものとする。 

３．第13条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（取得請求権）、第５項（議

決権）、第６項（普通株式への転換を請求する権利）、

第７項（普通株式への一斉転換）、第８項（株式の併

合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等）及び

第９項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｃ

種優先株式にこれを準用する。この場合において、

「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｃ種優先株式」と、「Ａ

種優先株主」とあるのは「Ｃ種優先株主」と、「Ａ種

登録株式質権者」とあるのは「Ｃ種登録株式質権者」

と、「Ａ種優先配当金」とあるのは「Ｃ種優先配当金」

と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｃ種優先中

間配当金」と読み替えるものとする。 

（Ｄ種優先株式） （Ｄ種優先株式） 

第11条の５ 当会社の発行するＤ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

第13条の５ 当会社の発行するＤ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

（Ｄ種優先配当金） （Ｄ種優先配当金） 

１．当会社は第32条に定める利益配当を行うときは、Ｄ種

優先株式を有する株主（以下「Ｄ種優先株主」という。）

又はＤ種優先株式の登録質権者（以下「Ｄ種登録質権

者」という。）に対し、普通株主又は普通登録質権者

に先立ち、１株当たり、Ｄ種優先株式の発行価額（500

円）に、それぞれの営業年度ごとに本項第２号に定め

る年率（以下「Ｄ種配当年率」という。）を乗じて算

出した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数

第３位を四捨五入する。以下「Ｄ種優先配当金」とい

う。）を支払う。但し、当該営業年度においてＤ種優

先中間配当金を支払ったときは、当該Ｄ種優先中間配

当金を控除した額とする。 

１．当会社は第41条に定める剰余金の配当を行うときは、

基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＤ種

優先株式を有する株主（以下「Ｄ種優先株主」という。）

又はＤ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｄ種登録

株式質権者」という。）に対し、基準日の 終の株主

名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株

式質権者に先立ち、１株当たり、Ｄ種優先株式の発行

価額（500円）に、それぞれの事業年度ごとに本項第

２号に定める年率（以下「Ｄ種配当年率」という。）

を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位ま

で算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｄ

種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業

年度においてＤ種優先中間配当金を支払ったときは、

当該Ｄ種優先中間配当金を控除した額とする。 

② Ｄ種配当年率は、平成14年８月２日以降、次回年率修

正日の前日までの各営業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｄ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋3.25％ 

Ｄ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

・（条文省略 

・（条文省略） 

② Ｄ種配当年率は、平成14年８月２日以降、次回年率修

正日の前日までの各事業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｄ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋3.25％ 

Ｄ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

・（現行どおり） 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成14年８月２日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、償還価額の計算

のためにＤ種優先配当金を算出する場合は、その償還

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会に

よって公表される数値の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成14年８月２日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、取得価額の計算

のためにＤ種優先配当金を算出する場合は、その取得

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会に

よって公表される数値の平均値を指すものとする。 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

・（条文省略） 

③ ある営業年度においてＤ種優先株主又はＤ種登録質

権者に対して支払う利益配当金の額がＤ種優先配当

金の額に達しないときは、その不足額は、翌営業年度

以降に累積しない。 

・ （現行どおり） 

③ ある事業年度においてＤ種優先株主又はＤ種登録株

式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＤ種優

先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事

業年度以降に累積しない。 

④ Ｄ種優先配当金が支払われた後に残余利益があると

きは、普通株主又は普通登録質権者に対して、Ｄ種優

先配当金（Ｄ種優先中間配当金を含む。）と１株につ

き同額に至るまで利益配当金（中間配当金を含む。）

を支払うことができ、さらに残余利益について利益配

当金（中間配当金を含む。）を支払うときは、Ｄ種優

先株主又はＤ種登録質権者及び普通株主又は普通登

録質権者に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

④ Ｄ種優先配当金が支払われた後に分配可能額がある

ときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、

Ｄ種優先配当金（Ｄ種優先中間配当金を含む。）と１

株につき同額に至るまで剰余金の配当（中間配当を含

む。）を行うことができ、さらに分配可能額について

剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うときは、Ｄ

種優先株主又はＤ種登録株式質権者及び普通株主又

は普通登録株式質権者に対し、１株につき同等の金額

を支払う。 

（強制償還） （強制取得） 

２．当会社はＤ種優先株主の転換請求権が発生する日の前

日までの間で、会社が別に定める日が到来したときは

、いつでもＤ種優先株主又はＤ種登録株式質権者の意

思にかかわらずＤ種優先株式の全部又は一部を取得

することができる。 

２．当会社はＤ種優先株主の転換請求権が発生する日の前

日まで、いつでもＤ種優先株主又はＤ種登録質権者の

意思にかかわらずＤ種優先株式の全部又は一部を償

還することができる。 

② 一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。 ② 一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。 

③ 償還価額は、１株につき500円に償還日の属する営業

年度におけるＤ種優先配当金の額を償還日の属する

営業年度の初日から償還日までの日数（初日及び償還

日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位

まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加

算した額とする。但し、当該営業年度においてＤ種優

先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した金

額とする。 

③ 取得価額は、１株につき500円に取得日の属する事業

年度におけるＤ種優先配当金の額を取得日の属する

事業年度の初日から取得日までの日数（初日及び取得

日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位

まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加

算した額とする。但し、当該事業年度においてＤ種優

先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した金

額とする。 

（準用規定） （準用規定） 

３．第13条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（取得請求権）、第５項（議

決権）、第６項（普通株式への転換を請求する権利）、

第７項（普通株式への一斉転換）、第８項（株式の併

合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等）及び

第９項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｄ

種優先株式にこれを準用する。この場合において、

「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｄ種優先株式」と、「Ａ

種優先株主」とあるのは「Ｄ種優先株主」と、「Ａ種

登録株式質権者」とあるのは「Ｄ種登録株式質権者」

と、「Ａ種優先配当金」とあるのは「Ｄ種優先配当金」

と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｄ種優先中

間配当金」と読み替えるものとする。 

３．第11条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（償還請求権）、第５項（議決

権）、第６項（転換予約権）、第７項（普通株式への一

斉転換）、第８項（株式の併合又は分割、新株引受権等）

及び第９項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、

Ｄ種優先株式にこれを準用する。この場合において、「Ａ

種優先株式」とあるのは「Ｄ種優先株式」と、「Ａ種優

先株主」とあるのは「Ｄ種優先株主」と、「Ａ種登録質

権者」とあるのは「Ｄ種登録質権者」と、「Ａ種優先配

当金」とあるのは「Ｄ種優先配当金」と、「Ａ種優先中

間配当金」とあるのは「Ｄ種優先中間配当金」と読み替

えるものとする。 

 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

（Ｅ種優先株式） （Ｅ種優先株式） 

第11条の６ 当会社の発行するＥ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

第13条の６ 当会社の発行するＥ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

（Ｅ種優先配当金） （Ｅ種優先配当金） 

１．当会社は第32条に定める利益配当を行うときは、Ｅ種

優先株式を有する株主（以下「Ｅ種優先株主」という。）

又はＥ種優先株式の登録質権者（以下「Ｅ種登録質権

者」という。）に対し、普通株主又は普通登録質権者

に先立ち、１株当たり、Ｅ種優先株式の発行価額（500

円）に、それぞれの営業年度ごとに本項第２号に定め

る年率（以下「Ｅ種配当年率」という。）を乗じて算

出した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数

第３位を四捨五入する。以下「Ｅ種優先配当金」とい

う。）を支払う。但し、当該営業年度においてＥ種優

先中間配当金を支払ったときは、当該Ｅ種優先中間配

当金を控除した額とする。 

１．当会社は第41条に定める剰余金の配当を行うときは、

基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＥ種

優先株式を有する株主（以下「Ｅ種優先株主」という。）

又はＥ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｅ種登録

株式質権者」という。）に対し、基準日の 終の株主

名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株

式質権者に先立ち、１株当たり、Ｅ種優先株式の発行

価額（500円）に、それぞれの事業年度ごとに本項第

２号に定める年率（以下「Ｅ種配当年率」という。）

を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位ま

で算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｅ

種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業

年度においてＥ種優先中間配当金を支払ったときは、

当該Ｅ種優先中間配当金を控除した額とする。 

② Ｅ種配当年率は、平成14年８月２日以降、次回年率修

正日の前日までの各営業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｅ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋3.50％ 

② Ｅ種配当年率は、平成14年８月２日以降、次回年率修

正日の前日までの各事業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｅ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋3.50％ 

Ｅ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

Ｅ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

・（条文省略） ・（現行どおり） 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成14年８月２日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、償還価額の計算

のためにＥ種優先配当金を算出する場合は、その償還

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会に

よって公表される数値の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成14年８月２日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、取得価額の計算

のためにＥ種優先配当金を算出する場合は、その取得

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会に

よって公表される数値の平均値を指すものとする。 

③ ある営業年度においてＥ種優先株主又はＥ種登録質

権者に対して支払う利益配当金の額がＥ種優先配当

金の額に達しないときは、その不足額は、翌営業年

度以降に累積しない。 

③ ある事業年度においてＥ種優先株主又はＥ種登録株

式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＥ種優

先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事

業年度以降に累積しない。 

 

 

 

 

 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

④ Ｅ種優先配当金が支払われた後に残余利益があると

きは、普通株主又は普通登録質権者に対して、Ｅ種優

先配当金（Ｅ種優先中間配当金を含む。）と１株につ

き同額に至るまで利益配当金（中間配当金を含む。）

を支払うことができ、さらに残余利益について利益配

当金（中間配当金を含む。）を支払うときは、Ｅ種優

先株主又はＥ種登録質権者及び普通株主又は普通登

録質権者に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

④ Ｅ種優先配当金が支払われた後に分配可能額がある

ときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、

Ｅ種優先配当金（Ｅ種優先中間配当金を含む。）と１

株につき同額に至るまで剰余金の配当（中間配当を含

む。）を行うことができ、さらに分配可能額について

剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うときは、Ｅ

種優先株主又はＥ種登録株式質権者及び普通株主又

は普通登録株式質権者に対し、１株につき同等の金額

を支払う。 

（強制償還） （強制取得） 

２．当会社はＥ種優先株主の転換請求権が発生する日の前

日までの間で、会社が別に定める日が到来したときは

、いつでもＥ種優先株主又はＥ種登録株式質権者の意

思にかかわらずＥ種優先株式の全部又は一部を取得

することができる。 

２．当会社はＥ種優先株主の転換請求権が発生する日の前

日まで、いつでもＥ種優先株主又はＥ種登録質権者の

意思にかかわらずＥ種優先株式の全部又は一部を償

還することができる。 

② 一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。 ② 一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。 

③ 償還価額は、１株につき500円に償還日の属する営業

年度におけるＥ種優先配当金の額を償還日の属する

営業年度の初日から償還日までの日数（初日及び償還

日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位

まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加

算した額とする。但し、当該営業年度においてＥ種優

先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した金

額とする。 

③ 取得価額は、１株につき500円に取得日の属する事業

年度におけるＥ種優先配当金の額を取得日の属する

事業年度の初日から取得日までの日数（初日及び取得

日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位

まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加

算した額とする。但し、当該事業年度においてＥ種優

先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した金

額とする。 

（準用規定） 

３．第11条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（償還請求権）、第５項（議決

権）、第６項（転換予約権）、第７項（普通株式への一

斉転換）、第８項（株式の併合又は分割、新株引受権等）

及び第９項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、

Ｅ種優先株式にこれを準用する。この場合において、

「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｅ種優先株式」と、「Ａ

種優先株主」とあるのは「Ｅ種優先株主」と、「Ａ種登

録質権者」とあるのは「Ｅ種登録質権者」と、「Ａ種優

先配当金」とあるのは「Ｅ種優先配当金」と、「Ａ種優

先中間配当金」とあるのは「Ｅ種優先中間配当金」と読

み替えるものとする。 

（準用規定） 

３．第13条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（取得請求権）、第５項（議

決権）、第６項（普通株式への転換を請求する権利）、

第７項（普通株式への一斉転換）、第８項（株式の併

合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等）及び

第９項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｅ

種優先株式にこれを準用する。この場合において、

「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｅ種優先株式」と、「Ａ

種優先株主」とあるのは「Ｅ種優先株主」と、「Ａ種

登録株式質権者」とあるのは「Ｅ種登録株式質権者」

と、「Ａ種優先配当金」とあるのは「Ｅ種優先配当金」

と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｅ種優先中

間配当金」と読み替えるものとする。  

  

 

 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

（Ｆ種優先株式）  （Ｆ種優先株式） 

第11条の７ 当会社の発行するＦ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

第13条の７ 当会社の発行するＦ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

（Ｆ種優先配当金） （Ｆ種優先配当金） 

１．当会社は第32条に定める利益配当を行うときは、Ｆ種

優先株式を有する株主（以下「Ｆ種優先株主」という。）

又はＦ種優先株式の登録質権者（以下「Ｆ種登録質権

者」という。）に対し、普通株主又は普通登録質権者

に先立ち、１株当たり、Ｆ種優先株式の発行価額

（1,000円）に、それぞれの営業年度ごとに本項第２

号に定める年率（以下「Ｆ種配当年率」という。）を

乗じて算出した額（円位未満小数第３位まで算出し、

その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｆ種優先配当

金」という。）を支払う。但し、当該営業年度におい

てＦ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｆ種優

先中間配当金を控除した額とする。 

１．当会社は第41条に定める剰余金の配当を行うときは、

基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＦ種

優先株式を有する株主（以下「Ｆ種優先株主」という。）

又はＦ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｆ種登録

株式質権者」という。）に対し、基準日の 終の株主

名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株

式質権者に先立ち、１株当たり、Ｆ種優先株式の発行

価額（1,000円）に、それぞれの事業年度ごとに本項

第２号に定める年率（以下「Ｆ種配当年率」という。）

を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位ま

で算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｆ

種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業

年度においてＦ種優先中間配当金を支払ったときは、

当該Ｆ種優先中間配当金を控除した額とする。 

② Ｆ種配当年率は、平成15年７月15日以降、次回年率修

正日の前日までの各営業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｆ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.75％ 

② Ｆ種配当年率は、平成15年７月15日以降、次回年率修

正日の前日までの各事業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｆ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.75％ 

Ｆ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

Ｆ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

・ （条文省略） ・（現行どおり） 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成15年７月15日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、償還価額の計算

のためにＦ種優先配当金を算出する場合は、その償還

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって

公表される数値の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成15年７月15日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、取得価額の計算

のためにＦ種優先配当金を算出する場合は、その取得

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって

公表される数値の平均値を指すものとする。 

・（条文省略） 

③ ある営業年度においてＦ種優先株主又はＦ種登録質

権者に対して支払う利益配当金の額がＦ種優先配当

金の額に達しないときは、その不足額は、翌営業年度

以降に累積しない。 

・（現行どおり） 

③ ある事業年度においてＦ種優先株主又はＦ種登録株

式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＦ種優

先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事

業年度以降に累積しない。 

④ Ｆ種優先配当金が支払われた後に残余利益があると

きは、普通株主又は普通登録質権者に対して、Ｆ種

優先配当金（Ｆ種優先中間配当金を含む。）と１株

につき同額に至るまで利益配当金（中間配当金を含

む。）を支払うことができ、さらに残余利益につい

て利益配当金（中間配当金を含む。）を支払うとき

は、Ｆ種優先株主又はＦ種登録質権者及び普通株主

又は普通登録質権者に対し、１株につき同等の金額

を支払う。 

④ Ｆ種優先配当金が支払われた後に分配可能額がある 

ときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、

Ｆ種優先配当金（Ｆ種優先中間配当金を含む。）と１

株につき同額に至るまで剰余金の配当（中間配当を含

む。）を行うことができ、さらに分配可能額について

剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うときは、Ｆ

種優先株主又はＦ種登録株式質権者及び普通株主又

は普通登録株式質権者に対し、１株につき同等の金額

を支払う。 

（議決権） （議決権） 

２．（条文省略） ２．（現行どおり） 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

（準用規定） （準用規定） 

３．第11条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（償還請求権）、第６項（転

換予約権）、第７項（普通株式への一斉転換）、第８

項（株式の併合又は分割、新株引受権等）及び第９項

（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｆ種優先

株式にこれを準用する。この場合において、「Ａ種優

先株式」とあるのは「Ｆ種優先株式」と、「Ａ種優先

株主」とあるのは「Ｆ種優先株主」と、「Ａ種登録質

権者」とあるのは「Ｆ種登録質権者」と、「Ａ種優先

配当金」とあるのは「Ｆ種優先配当金」と、「Ａ種優

先中間配当金」とあるのは「Ｆ種優先中間配当金」と、

「１株につき500円」とあるのは「１株につき1,000

円」と読み替えるものとする。 

３．第13条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（取得請求権）、第６項（普

通株式への転換を請求する権利）、第７項（普通株式

への一斉転換）、第８項（株式の併合又は分割、募集

株式の割当てを受ける権利等）及び第９項（Ａ種優先

配当金等の除斥期間）の規定は、Ｆ種優先株式にこれ

を準用する。この場合において、「Ａ種優先株式」と

あるのは「Ｆ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあ

るのは「Ｆ種優先株主」と、「Ａ種登録株式質権者」

とあるのは「Ｆ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配

当金」とあるのは「Ｆ種優先配当金」と、「Ａ種優先

中間配当金」とあるのは「Ｆ種優先中間配当金」と、

「１株につき500円」とあるのは「１株につき1,000円」

と読み替えるものとする。 

 

（Ｇ種優先株式） （Ｇ種優先株式） 

第11条の８ 当会社の発行するＧ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

第13条の８ 当会社の発行するＧ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

（Ｇ種優先配当金） （Ｇ種優先配当金） 

１．当会社は第32条に定める利益配当を行うときは、Ｇ種

優先株式を有する株主（以下「Ｇ種優先株主」という。）

又はＧ種優先株式の登録質権者（以下「Ｇ種登録質権

者」という。）に対し、普通株主又は普通登録質権者

に先立ち、１株当たり、Ｇ種優先株式の発行価額

（1,000円）に、それぞれの営業年度ごとに本項第２

号に定める年率（以下「Ｇ種配当年率」という。）を

乗じて算出した額（円位未満小数第３位まで算出し、

その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｇ種優先配当

金」という。）を支払う。但し、当該営業年度におい

てＧ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｇ種優

先中間配当金を控除した額とする。 

 

 

② Ｇ種配当年率は、平成15年７月15日以降、次回年率修

正日の前日までの各営業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｇ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋2.25％ 

Ｇ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．当会社は第41条に定める剰余金の配当を行うときは、

基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＧ種

優先株式を有する株主（以下「Ｇ種優先株主」という。）

又はＧ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｇ種登録

株式質権者」という。）に対し、基準日の 終の株主

名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株

式質権者に先立ち、１株当たり、Ｇ種優先株式の発行

価額（1,000円）に、それぞれの事業年度ごとに本項

第２号に定める年率（以下「Ｇ種配当年率」という。）

を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位ま

で算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｇ

種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業

年度においてＧ種優先中間配当金を支払ったときは、

当該Ｇ種優先中間配当金を控除した額とする。 

② Ｇ種配当年率は、平成15年７月15日以降、次回年率修

正日の前日までの各事業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｇ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋2.25％ 

Ｇ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

 

 

 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

・（条文省略） ・（現行どおり） 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成15年７月15日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、償還価額の計算

のためにＧ種優先配当金を算出する場合は、その償還

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって

公表される数値の平均値を指すものとする。 

・（条文省略） 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成15年７月15日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、取得価額の計算

のためにＧ種優先配当金を算出する場合は、その取得

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって

公表される数値の平均値を指すものとする。 

・（現行どおり） 

③ ある営業年度においてＧ種優先株主又はＧ種登録質

権者に対して支払う利益配当金の額がＧ種優先配当

金の額に達しないときは、その不足額は、翌営業年度

以降に累積しない。 

③ ある事業年度においてＧ種優先株主又はＧ種登録株

式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＧ種優

先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事

業年度以降に累積しない。 

④ Ｇ種優先配当金が支払われた後に残余利益があると

きは、普通株主又は普通登録質権者に対して、Ｇ種優

先配当金（Ｇ種優先中間配当金を含む。）と１株につ

き同額に至るまで利益配当金（中間配当金を含む。）

を支払うことができ、さらに残余利益について利益配

当金（中間配当金を含む。）を支払うときは、Ｇ種優

先株主又はＧ種登録質権者及び普通株主又は普通登

録質権者に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

④ Ｇ種優先配当金が支払われた後に分配可能額がある

ときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、

Ｇ種優先配当金（Ｇ種優先中間配当金を含む。）と１

株につき同額に至るまで剰余金の配当（中間配当を含

む。）を行うことができ、さらに分配可能額について

剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うときは、Ｇ

種優先株主又はＧ種登録株式質権者及び普通株主又

は普通登録株式質権者に対し、１株につき同等の金額

を支払う。 

（議決権） （議決権） 

２．（条文省略） ２．（現行どおり） 

（準用規定） （準用規定） 

３．第11条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（償還請求権）、第６項（転

換予約権）、第７項（普通株式への一斉転換）、第８

項（株式の併合又は分割、新株引受権等）及び第９項

（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｇ種優先

株式にこれを準用する。この場合において、「Ａ種優

先株式」とあるのは「Ｇ種優先株式」と、「Ａ種優先

株主」とあるのは「Ｇ種優先株主」と、「Ａ種登録質

権者」とあるのは「Ｇ種登録質権者」と、「Ａ種優先

配当金」とあるのは「Ｇ種優先配当金」と、「Ａ種優

先中間配当金」とあるのは「Ｇ種優先中間配当金」と、

「１株につき500円」とあるのは「１株につき1,000

円」と読み替えるものとする。 

 

（Ｈ種優先株式） 

３．第13条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（取得請求権）、第６項（普

通株式への転換を請求する権利）、第７項（普通株式

への一斉転換）、第８項（株式の併合又は分割、募集

株式の割当てを受ける権利等）及び第９項（Ａ種優先

配当金等の除斥期間）の規定は、Ｇ種優先株式にこれ

を準用する。この場合において、「Ａ種優先株式」と

あるのは「Ｇ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあ

るのは「Ｇ種優先株主」と、「Ａ種登録株式質権者」

とあるのは「Ｇ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配

当金」とあるのは「Ｇ種優先配当金」と、「Ａ種優先

中間配当金」とあるのは「Ｇ種優先中間配当金」と、

「１株につき500円」とあるのは「１株につき1,000円」

と読み替えるものとする。 

（Ｈ種優先株式） 

第11条の９ 当会社の発行するＨ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

第13条の９ 当会社の発行するＨ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

（Ｈ種優先配当金） （Ｈ種優先配当金） 

１．当会社は第32条に定める利益配当を行うときは、Ｈ種

優先株式を有する株主（以下「Ｈ種優先株主」という。）

又はＨ種優先株式の登録質権者（以下「Ｈ種登録質権者」

という。）に対し、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、

１株当たり、Ｈ種優先株式の発行価額（1,000円）に、そ

れぞれの営業年度ごとに本項第２号に定める年率（以下

「Ｈ種配当年率」という。）を乗じて算出した額（円位未

満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入す

る。以下「Ｈ種優先配当金」という。）を支払う。但し、

当該営業年度においてＨ種優先中間配当金を支払ったと

きは、当該Ｈ種優先中間配当金を控除した額とする。 

 

 

 

１．当会社は第41条に定める剰余金の配当を行うときは、

基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＨ種

優先株式を有する株主（以下「Ｈ種優先株主」という。）

又はＨ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｈ種登録

株式質権者」という。）に対し、基準日の 終の株主

名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株

式質権者に先立ち、１株当たり、Ｈ種優先株式の発行

価額（1,000円）に、それぞれの事業年度ごとに本項

第２号に定める年率（以下「Ｈ種配当年率」という。）

を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位ま

で算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｈ

種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業

年度においてＨ種優先中間配当金を支払ったときは、

当該Ｈ種優先中間配当金を控除した額とする。 

② Ｈ種配当年率は、平成15年７月15日以降、次回年率修

正日の前日までの各事業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｈ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋2.50％ 

② Ｈ種配当年率は、平成15年７月15日以降、次回年率修

正日の前日までの各営業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

Ｈ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋2.50％ 

Ｈ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

Ｈ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。 

・（条文省略） ・（現行どおり） 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成15年７月15日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、償還価額の計算

のためにＨ種優先配当金を算出する場合は、その償還

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって

公表される数値の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、平成15年７月15日又は

各年率修正日及びその直後の（但し、取得価額の計算

のためにＨ種優先配当金を算出する場合は、その取得

日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって

公表される数値の平均値を指すものとする。 

・ （条文省略） ・（現行どおり） 

③ ある営業年度においてＨ種優先株主又はＨ種登録質

権者に対して支払う利益配当金の額がＨ種優先配当

金の額に達しないときは、その不足額は、翌営業年度

以降に累積しない。 

③ ある事業年度においてＨ種優先株主又はＨ種登録株

式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＨ種優

先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事

業年度以降に累積しない。 

④ Ｈ種優先配当金が支払われた後に残余利益があると

きは、普通株主又は普通登録質権者に対して、Ｈ種優

先配当金（Ｈ種優先中間配当金を含む。）と１株につ

き同額に至るまで利益配当金（中間配当金を含む。）

を支払うことができ、さらに残余利益について利益配

当金（中間配当金を含む。）を支払うときは、Ｈ種優

先株主又はＨ種登録質権者及び普通株主又は普通登

録質権者に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

④ Ｈ種優先配当金が支払われた後に分配可能額がある

ときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、

Ｈ種優先配当金（Ｈ種優先中間配当金を含む。）と１

株につき同額に至るまで剰余金の配当（中間配当を含

む。）を行うことができ、さらに分配可能額について

剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うときは、Ｈ

種優先株主又はＨ種登録株式質権者及び普通株主又

は普通登録株式質権者に対し、１株につき同等の金額

を支払う。 

（議決権） （議決権） 

２．（条文省略） ２．（現行どおり） 

（準用規定） （準用規定） 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

３．第11条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（償還請求権）、第６項（転

換予約権）、第７項（普通株式への一斉転換）、第８

項（株式の併合又は分割、新株引受権等）及び第９項

（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｈ種優先

株式にこれを準用する。この場合において、「Ａ種優

先株式」とあるのは「Ｈ種優先株式」と、「Ａ種優先

株主」とあるのは「Ｈ種優先株主」と、「Ａ種登録質

権者」とあるのは「Ｈ種登録質権者」と、「Ａ種優先

配当金」とあるのは「Ｈ種優先配当金」と、「Ａ種優

先中間配当金」とあるのは「Ｈ種優先中間配当金」と、

「１株につき500円」とあるのは「１株につき1,000

円」と読み替えるものとする。 

３．第13条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残

余財産の分配）、第４項（取得請求権）、第６項（普

通株式への転換を請求する権利）、第７項（普通株式

への一斉転換）、第８項（株式の併合又は分割、募集

株式の割当てを受ける権利等）及び第９項（Ａ種優先

配当金等の除斥期間）の規定は、Ｈ種優先株式にこれ

を準用する。この場合において、「Ａ種優先株式」と

あるのは「Ｈ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあ

るのは「Ｈ種優先株主」と、「Ａ種登録株式質権者」

とあるのは「Ｈ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配

当金」とあるのは「Ｈ種優先配当金」と、「Ａ種優先

中間配当金」とあるのは「Ｈ種優先中間配当金」と、

「１株につき500円」とあるのは「１株につき1,000円」

と読み替えるものとする。 

（優先順位） （優先順位） 

第11条の10 発行する各種の優先株式の優先配当金及び優

先中間配当金の支払順位並びに残余財産の分

配順位は、同順位とする。 

（償還基金） 

第13条の10 発行する各種の優先株式の優先配当金及び優

先中間配当金の支払順位並びに残余財産の分

配順位は、同順位とする。 

（償還基金） 

第11条の11 当会社は平成18年４月１日以降、前営業年度の

利益処分計算書における「当期未処分利益」が

200億円を超えている場合、少なくともその

50％を償還基金として積み立てる。但し、償還

基金の合計額がすべての各種優先株式の償還

に必要な金額に至った場合はこの限りではな

い。 

第13条の11 当会社は平成18年４月１日以降、前事業年度の

株主資本等変動計算書における「当期未処分利

益相当額」が200億円を超えている場合、少な

くともその50％を償還基金として積み立てる。

但し、償還基金の合計額がすべての各種優先株

式の取得に必要な金額に至った場合はこの限

りではない。 

（発行初年度の取扱い） （発行初年度の取扱い） 

第11条の12 各種の優先株式の発行初年度の各種優先配当

金については、配当起算日から営業年度の 終

日までの日数（初日及び 終日を含む。）で日

割計算した額とする。 

第13条の12 各種の優先株式の発行初年度の各種優先配当

金については、配当起算日から事業年度の 終

日までの日数（初日及び 終日を含む。）で日

割計算した額とする。 

２．（条文省略） ２．（現行どおり） 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

（総会の招集） （定時株主総会の招集） 

第12条 （条文省略） 第14条 （現行どおり） 

 （招集地）

（新 設） 第 15 条 株主総会は、本店所在地又はその隣接地におい

て招集する。

 （定時株主総会の基準日）

（新 設） 第 16 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎

年３月 31 日とする。

（招集権者及び議長） （総会の議長） 

第13条 株主総会の議長は取締役社長がこれにあたる。取締

役社長事故あるときは、取締役会においてあらかじ

め定めた順序に従い他の取締役がこれにあたる。

第17条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長と

なる。

（新 設） ２．取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあ

らかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を

招集し、議長となる。

 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考

書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記

載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令

に定めるところに従いインターネットを利用する

方法で開示することにより、株主に対して提供し

たものとみなすことができる。

（新 設） 

（決議の方法） （決議の方法） 

第14条 株主総会の決議は法令又は本定款に別段の定めあ

る場合を除き出席した株主の議決権の過半数をも

ってこれを決する。 

第19条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定め

がある場合を除き、出席した議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の過半数をもって行う。 
２．商法第343条に定める特別決議は、総株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３

分の２以上をもってこれを決する。 

２．会社法第 309 条第２項に定める決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もって行う。 
（議決権の代理行使） （議決権の代理行使） 
第15条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとする

ときは、その代理人は、当会社の当該株主総会にお

いて議決権を有する株主に限る。

第20条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を

代理人として、その議決権を行使することができ

る。

（新 設） 

 

（種類株主総会） 

２．株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する

書面を当会社に提出しなければならない。

（種類株主総会） 

第15条の２ 第11条（基準日）、第12条（総会の招集）、第

13条（総会の議長）、第14条（決議の方法）及

び第15条（議決権の代理行使）の規定は、種類

株主総会にこれを準用する。 

第20条の２ 第14条（定時株主総会の招集）、第15条（招集

地）、第16条（定時株主総会の基準日）、第17条

（招集権者及び議長）、第18条（株主総会参考書

類等のインターネット開示とみなし提供）、第19条

（決議の方法）及び第20条（議決権の代理行使）

の規定は、種類株主総会にこれを準用する。 

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 

（定 員） （員 数） 

第16条 （条文省略） 第21条 （現行どおり） 

（選 任） （選任方法） 

第17条 （条文省略） 第22条 （現行どおり） 

２．取締役の選任決議は、総株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって

行う。 

２．取締役の選任決議は、議決権を行使することができ

る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う。 

３．取締役の選任については、累積投票によらないものと

する。 

３．取締役の選任決議は、累積投票によらないものとす

る。 

（任 期） （任 期） 

第18条 取締役の任期は、就任後２年内の 終の決算期に関

する定時株主総会終結の時までとする。 

第23条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年

度のうち 終のものに関する定時株主総会の終結

の時までとする。 

２．増員又は任期の満了前に退任した取締役の補欠として

選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了

する時までとする。 

２．増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任

取締役の任期の満了すべき時までとする。 

 （代表取締役及び役付取締役）

（新 設） 第 24 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定

する。

 ２．取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役

社長各１名、取締役副会長、取締役副社長各若干名

を選定することができる。

（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長） 

第19条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、

取締役社長が招集し、議長となる。 

第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、

取締役社長がこれを招集し、議長となる。 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

２．取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあら

かじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招

集し、議長となる。 

２．取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあ

らかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を

招集し、議長となる。 
（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知） 

第20条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対

し、会日より３日前までに発するものとする。但し、

緊急の必要がある場合には、この期間を短縮するこ

とができる。 

第26条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締

役及び各監査役に対して発する。但し、緊急の必要

があるときは、この期間を短縮することができる。

２．取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の

手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

２．取締役及び監査役の全員の同意がある場合には、招集

の手続きを経ないで取締役会を開くことができる。 

 （取締役会の決議の省略）

（新 設） 第 27 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたとき

は、取締役会の決議があったものとみなす。

（役付取締役及び代表取締役）  

第21条 取締役会の決議により取締役会長、取締役社長各１

名、取締役副会長、取締役副社長各若干名を選任す

ることができる。 

２．会社を代表すべき取締役は取締役会の決議をもって若

干名を選任する。

（削 除） 

（取締役会規則） （取締役会規則） 

第22条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に別段の

定めがある場合を除き、取締役会の定める取締役会

規則による。 

第28条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、

取締役会において定める取締役会規則による。 

（執行役員、相談役及び顧問又は参与） （執行役員、相談役及び顧問） 

第29条 取締役会の決議により執行役員、相談役及び顧問を

置くことができる。 

第23条 取締役会の決議により執行役員、相談役及び顧問又

は参与を置くことができる。 

 （報酬等）

第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価とし

て当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」

という。）は、株主総会の決議によって定める。

（新 設） 

 （取締役の責任免除）

第31条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、

任務を怠ったことによる取締役（取締役であった

者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度におい

て、取締役会の決議によって免除することができ

る。 

（新 設） 

 ２．当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外

取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責

任に関し、法令が規定する額を限度とする旨の契約を

締結することができる。

第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会 

（定 員） （員 数） 

第24条 （条文省略） 第32条 （現行どおり） 

（選 任） （選任方法） 

第25条 （条文省略） 第33条 （現行どおり） 

２．監査役の選任決議は、総株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって

行う。 

２．監査役の選任決議は、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う。 

（任 期） 

第26条 監査役の任期は、就任後４年内の 終の決算期に関

する定時株主総会終結の時までとする。 

（任 期） 

第34条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年

度のうち 終のものに関する定時株主総会の終結

の時までとする。 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

２．任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任され

た監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する

時までとする。 

２．補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査

役の任期の満了すべき時までとする。 

（常勤監査役） （常勤の監査役） 

第27条 監査役は互選により常勤の監査役を定める。 第35条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定

する。 

（監査役会の招集通知） （監査役会の招集通知） 

第28条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日より

３日前までに発するものとする。但し、緊急の必要

がある場合には、この期間を短縮することができ

る。 

第36条 監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査

役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは

、この期間を短縮することができる。 

２．監査役全員の同意がある場合には、招集の手続きを経

ないで監査役会を開くことができる。 

２．監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経な

いで監査役会を開催することができる。 

（監査役会規則） （監査役会規則） 

第29条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款に別段の

定めがある場合を除き、監査役会の定める監査役会

規則による。 

第37条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、

監査役会において定める監査役会規則による。 

（報酬等）

（新 設） 第 38 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定め

る。

 （監査役の責任免除）

（新 設） 第 39 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、

任務を怠ったことによる監査役（監査役であった

者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度におい

て、取締役会の決議によって免除することができ

る。

 ２．当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社

外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠

償責任に関し、法令が規定する額を限度とする旨の

契約を締結することができる。

第６章 計  算 第６章 計 算 

（営業年度及び決算期） （事業年度） 

第40条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31

日までの１年とする。 

第30条 当会社の営業年度は毎年４月１日から翌年３月31

日までとし、営業年度の末日を決算期とする。 

（利益金処分）  

第31条 利益金は法令に別段の定めある場合のほか、株主総

会の決議をもってこれを処分する。

（削 除） 

（剰余金の配当） （利益配当金） 

第32条 利益配当金は毎年３月31日の 終の株主名簿に記

載又は記録された株主又は登録質権者に対し、これ

を支払う。 

第41条 剰余金の配当は、毎年３月 31 日の 終の株主名簿

に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に

対して行う。 
（中間配当） （中間配当） 

第33条 当会社は取締役会の決議により毎年９月30日の

終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録

質権者に対し、中間配当（商法第293条の５の規定

による金銭の分配をいう。以下同じ。）を行うこと

ができる。 

第42条 当会社は取締役会の決議によって毎年９月30日の

終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登

録株式質権者に対し、中間配当を行うことができ

る。 



 現 行 定 款 変 更 案 
（下線  は変更部分） 

（配当金等の除斥期間） 

第34条 利益配当金及び中間配当金が支払開始の日から満

３年を経過しても受領されないときは、当会社は

その支払の義務を免れるものとする。なお、未払

利益配当金及び未払中間配当金には利息をつけな

いものとする。 

 

 

 

 

（配当財産の除斥期間） 
第43条 配当財産がその交付の日から満３年を経過しても

なお受領されないときは、当会社はその交付の

義務を免れる。なお、未交付の配当財産には利

息をつけない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
以  上 


