
                              
平成 18 年５月 18 日   

各      位 
会 社 名 タ イ ホ ー 工 業 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表取締役社長 荒川 恭宏 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ４９５３） 
問 合 せ 先   

代表取締役専務 
役職・氏名 管理本部長 藤井 敏彦 

電話 ０３－６４１４－５６０６ 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成18年５月18日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成18年６月22

日開催予定の当社第67回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

記 

１． 変更の理由       

(1) 公告の方法について、より効率的で経済的な方法である電子公告を採用することとし、併

せて不測の事態に備え予備的な公告方法を定めるため、所要の変更を行うものであります。

（変更案第５条） 

(2) 「会社法」（平成１７年法律第８６号）及びその関係法令が平成１８年５月１日に施行さ

れたことに伴い、次のとおり、定款の一部を変更するものであります。 

 
① 単元未満株主の管理の効率化を目的として、単元未満株主の権利を明確にする規定を

新設するものであります。（変更案第１１条） 

 

② 効率的かつ充実した情報提供を可能とするため、株主総会参考書類等をインターネッ

トを利用する方法で開示することにより、株主に対し提供したものとみなすことを可

能とする規定を新設するものであります。（変更案第２２条） 

 
③ 経営環境の変化に迅速かつ的確な対応を図るため、取締役の員数を「13 名以内」に

削減するものであります。（変更案第２３条） 

 

④ 取締役会の機動的な運営を図るため、必要が生じた場合に書面により取締役会の決議

があったものとみなすことを可能とする規定を新設するものであります。（変更案第

２８条第２項） 

 

⑤ その他、会社法及びその関係法令の施行に伴い、規定の整備、条文の加除に伴う条数

の変更等、所要の変更を行うものであります。 
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(3) B 種優先株式の全てが普通株式に転換されたこと、並びに A種優先株式の普通株式への転

換請求、第３号議案の合併に際し株式の発行、第８号議案の新株予約権の行使を勘案し、

現行定款第５条（株式総数）に所要の変更を行うとともに、現行定款第７条から B種優先

株式の文言を削除し、B種優先株式に関する現行定款第１１条の３及び第１１条の４を全

文削除するものであります。 

 
２．定款変更の内容 
  変更の内容は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 22 日 

定款変更の効力発行日         平成 18 年６月 22 日 

 

 
以 上  
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                                       別紙 

         （下線部分は変更部分を示します）

現行定款 変更案 

                     

第 １ 章  総    則   第 １ 章  総    則   

              

（商 号）     （商 号）    

第 １ 条 当会社は、タイホー工業株式会社と

称し、英文ではＴＡＩＨＯＩＮＤＵ

ＳＴＲＩＥＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．と

表示する。 

第 １ 条 （現行どおり）   

（目 的）     （目 的）    

第 ２ 条 当会社は、つぎの事業を営むことを

目的とする。 

第 ２ 条 当会社は、つぎの事業を営むことを目的と

する。 

  
(1) 化学的製品および工業薬品の製造、

販売 
  

(1) 化学的製品及び工業薬品の製造、販売

  

(2) 各種工業装置、機械器具および油槽

の洗浄工事ならびに産業廃棄物の処

理業 

  

(2) 各種工業装置、機械器具及び油槽の洗

浄工事並びに産業廃棄物の処理業 

  
(3) 工業用および舶用の機械器具、装置

の設計、製作、販売ならびに施工 
  

(3) 工業用及び舶用の機械器具、装置の設

計、製作、販売並びに施工 

  
(4) 建設用資材の製造、販売ならびに建

設業 
  

(4) 建設用資材の製造、販売並びに建設業

  (5) 石油製品の販売業   (5) 石油製品の販売業 

  (6) 不動産の賃貸業   (6) 不動産の賃貸業 

  

(7) 医薬品、動物用医薬品、医療用具、

動物用医療用具、医療用機械器具、

健康機器、衛生設備機器、化粧品お

よび美容器具の製造ならびに販売 

  

(7) 医薬品、動物用医薬品、医療用具、動

物用医療用具、医療用機械器具、健康

機器、衛生設備機器、化粧品及び美容

器具の製造並びに販売 

  (8) 医薬部外品の販売   (8) 医薬部外品の販売 

  
(9) 前各号に附帯または関連する一切の

事業 
  

(9) 前各号に附帯又は関連する一切の事

業 

（本 店）     （本 店）    

第 ３ 条 当会社は、本店を東京都港区に置く。

 

 

 

第 ３ 条 （現行どおり） 
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（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  

（新 設） 

  (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 当会社の公告方法は、電子公告とする。た

だし、事故その他やむを得ない事由によっ

て電子公告による公告をすることができな

い場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載

する方法とする。

              

第 ２ 章  株    式   第 ２ 章  株    式   

              

（株式総数）     （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、

4,000万株とし、このうち、3,700 万

株は普通株式、100 万株はA種優先株

式、200 万株はB種優先株式とする｡ 

第 ６ 条 当会社の発行可能株式総数は、5,300万株と

し、普通株式の発行可能種類株式総数は

5,200 万株、A種優先株式の発行可能種類株

式総数は 100 万株とする｡ 

   

ただし、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。

  （削 除）   

（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。

（取締役会決議による自己株式の取得） （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取得するこ

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自己の株式

を取得することができる。 
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(１単元の株式の数)   （単元株式数）

第 ７ 条 
     

第 ９ 条 当会社の普通株式の単元株式数は、１，０

００株とする。 

  
1. 当会社の普通株式の１単元の株式の

数は、１，０００株とする。 
    

 

 

2. A種優先株式及びB種優先株式の１単

元の株式の数は、前項の普通株式の

１単元の株式の数と同一とする｡ 

２ A種優先株式の単元株式数は、前項の普通株

式の単元株式数と同一とする｡ 

（単元未満株券の不発行）   （単元未満株券の不発行）   

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。）に係る株券を発行しない。

ただし、株式取扱規則に定めるとこ

ろについては、この限りではない。

第 10 条 当会社は、第７条の規定にかかわらず、単

元株式数に満たない数の株式（以下「単元

未満株式」という。）に係る株券を発行し

ない。ただし、株式取扱規則に定めるとこ

ろについては、この限りではない。 

（単元未満株式についての権利）

第 11 条 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、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

（新 設） 

(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

（株式取扱規則）    （株式取扱規則）   

第 ９ 条 当会社の株券の種類、株式の名義書

換、質権の登録および信託財産の表

示またはこれらの抹消、株券の不所

持、株券の再交付、株券喪失登録の

手続、単元未満株式の買取り、届出

の受理、その他株式に関する取扱い

および手数料については、法令また

は本定款のほか、取締役会で定める

株式取扱規則による。 

 

第 12 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。 
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（名義書換代理人）   （株主名簿管理人）   

第 10 条 当会社は、株式について名義書換代

理人を置く。 

第 13 条 
当会社は、株主名簿管理人を置く。 

 

 

２ 名義書換代理人およびその事務取扱

場所は、取締役会の決議によって選

定する。 

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る。

 

 

３ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を

含む。以下同じ。）および株券喪失

登録簿は、名義書換代理人の事務取

扱場所に備え置き、株式の名義書換、

質権の登録および信託財産の表示ま

たはこれらの抹消、株券の不所持、

株券の再交付、株券喪失登録の手続、

単元未満株式の買取り、届出の受理、

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これらの備置きその

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株主名簿管理人に

委託し、当会社においてはこれを取扱わな

い。 

（基準日）         

第 11 条 当会社は、毎年３月３１日の 終の

株主名簿（実質株主名簿を含む。以

下同じ。）に記載または記録された

株主（実質株主を含む。以下同じ。）

をもって、その決算期に関する定時

株主総会において権利を行使するこ

とができる株主とする。

  （削 除）   

 

 

２ 前項のほか、必要ある場合は、取締

役会の決議により、あらかじめ公告

して一定の日現在の株主名簿に記載

または記録された株主または登録質

権者をもって、その権利を行使する

ことができる株主または登録質権者

とする。

  

（削 除） 

  

第 ２ 章の２ 優 先 株 式 第 ２ 章の２ 優 先 株 式 

             

(A 種優先株式)    (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 14 条 （現行どおり）   
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(A 種優先配当金)   (A 種優先配当金)   

 

 

1. (1) 当会社は第36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｡）及び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

て、普通株式を有する株主（以

下 ｢普通株主」という｡）及び

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、次のとおり利益配当

(以下「A種優先配当」という｡）

を行うものとする｡ 

1. (1) 当会社は第47条に定める剰余金の配

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｡）

及び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｡）

に対して、普通株式を有する株主（以

下 ｢普通株主」という｡）及び普通株

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、次

のとおり剰余金の配当 (以下「A種優

先配当」という｡）を行うものとする｡

    

平成19年３月31日に終了する

営業年度までは、A種優先配当

は無配とする。平成 19 年４月

１日に開始する営業年度以降

は、A種優先株主及びA種登録質

権者に対し、A種優先株式１株

につき、A種優先株式の発行価

額に、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種優先配当年率」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。ただし、計算結果が

50 円を超える場合は、A種優先

配当金は 50 円とする。また、

当該営業年度において本項第

３号に定める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｡ 

   

平成19年３月31日に終了する事業年

度までは、A種優先配当は無配とする。

平成 19 年４月１日に開始する事業年

度以降は、A種優先株主及びA種登録株

式質権者に対し、A種優先株式１株に

つき、A種優先株式の払込金額に、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種優先配当年

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。た

だし、計算結果が 50 円を超える場合

は、A種優先配当金は 50 円とする。ま

た、当該事業年度において本項第３号

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｡ 
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(2) A種優先配当年率は、平成 19 年

４月１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) A種優先配当年率は、平成 19 年４月１

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 種優先配当年率＝日本円

TIBOR（６ヶ月物）＋3.00％ 
   

A 種優先配当年率＝日本円 TIBOR（６

ヶ月物）＋3.00％ 

    

A 種優先配当年率は、％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｡ 

   

A 種優先配当年率は、％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｡ 

   

・  ｢年率修正日」とは、平成 19

年４月１日以降の毎年４月１

日とする｡ 

  

・ （現行どおり） 

   

・  ｢日本円TIBOR（６ヶ月物)」と

は、平成 19 年４月１日又は各

年率修正日 (当日が銀行休業

日の場合は直前営業日）及びそ

の直後の（ただし、残余財産の

分配額及び償還の対価の計算

のためにA種優先配当金の額を

算出する場合は、その直前の）

10 月１日（当日が銀行休業日

の場合は直前営業日) の２時

点（以下それぞれ ｢優先配当決

定基準日」という｡）において、

午前 11 時における日本円６ヶ

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ヶ月物)」とは、平

成 19 年４月１日又は各年率修正日 

(当日が銀行休業日の場合は直前営業

日）及びその直後の（ただし、残余財

産の分配額及び本条第４項又は第５

項に基づく取得の対価の計算のため

にA種優先配当金の額を算出する場合

は、その直前の）10 月１日（当日が銀

行休業日の場合は直前営業日) の２

時点（以下それぞれ ｢優先配当決定基

準日」という｡）において、午前 11 時

における日本円６ヶ月物トーキョ

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｡ 
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・ 優先配当決定基準日において

日本円 TIBOR（６ヶ月物）が公

表されていなければ、同日（当

日がロンドンにおける銀行休

業日の場合は直前営業日) ロ

ンドン時間午前 11 時における

ユーロ円６ヶ月物ロンドン・イ

ンター・バンク・オファード・

レート（ユーロ円 LIBOR６ヶ月

物（360 日ベース)）として英

国銀行協会 (BBA）によって公

表される数値又はこれに準ず

るものと認められるものを日

本円 TIBOR（６ヶ月物）に代え

て用いるものとする｡ 

  

・ （現行どおり） 

   

(3) 当会社は第37条に定める中間

配当を行うときは、A種優先株

主及びA種登録質権者に対し

て、普通株主及び普通登録質権

者に先立ち、A種優先株式１株

につき、A種優先配当金に２分

の１を乗じた額を上限として、

A種優先株式の発行に際して取

締役会決議で定める額の金銭 

(以下「A種優先中間配当金」と

いう｡）を支払うものとする｡ 

  

(3) 当会社は第47条に定める中間配当を

行うときは、A種優先株主及びA種登録

株式質権者に対して、普通株主及び普

通登録株式質権者に先立ち、A種優先

株式１株につき、A種優先配当金に２

分の１を乗じた額を上限として、A種

優先株式の発行に際して取締役会決

議で定める額の金銭 (以下「A種優先

中間配当金」という｡）を支払うもの

とする｡ 

   

(4) ある営業年度においてA種優先

株主及び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｡ 

  

(4) ある事業年度においてA種優先株主及

びA種登録株式質権者に対して支払う

剰余金の額がA種優先配当金の額に達

しないときは、その不足額は、翌事業

年度以降に累積しない｡ 

   

(5) A種優先株主及びA種登録質権

者に対しては、A種優先配当金

を超えて配当は行わない｡ 

  

(5) A種優先株主及びA種登録株式質権者

に対しては、A種優先配当金を超えて

配当は行わない｡ 
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 ただし、資本金の額の減少の効力発生

を条件に行われる剰余金の配当のう

ち、当該減少額（減少する資本金の額

の全部又は一部を準備金とするとき

は、準備金とする額を除く。）を超え

ない部分の剰余金の配当、準備金の額

の減少の効力発生を条件に行われる

剰余金の配当のうち、当該減少額（減

少する準備金の額の全部又は一部を

資本金とするときは、資本金とする額

を除く。）を超えない部分の剰余金の

配当、当会社がする吸収分割手続の中

で行われる会社法第758条第８号ロ若

しくは同法第760条第７号ロに規定さ

れる剰余金の配当又は当会社がする

新設分割手続の中で行われる会社法

第763条第12号ロ若しくは同法第765

条第１項第８号ロに規定される剰余

金の配当はこの限りではない。

(残余財産の分配)    (残余財産の分配)   

 

 

2. (1) 当会社の残余財産を分配する

ときは、A種優先株主及びA種登

録質権者に対し、普通株主及び

普通登録質権者に先立ち、A種

優先株式１株につき、500 円に

残余財産を分配する日（以下 

｢残余財産分配日」という｡）の

属する営業年度におけるA種優

先配当金の額に残余財産分配

日の属する営業年度の初日か

ら残余財産分配日までの日数

（初日及び残余財産分配日を

含む｡）を乗じて 365 で除した

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｡）を加算した額を支払

う｡ 

2. (1) 当会社の残余財産を分配するときは、

A種優先株主及びA種登録株式質権者

に対し、普通株主及び普通登録株式質

権者に先立ち、A種優先株式１株につ

き、500 円に残余財産を分配する日（以

下 ｢残余財産分配日」という｡）の属

する事業年度におけるA種優先配当金

の額に残余財産分配日の属する事業

年度の初日から残余財産分配日まで

の日数（初日及び残余財産分配日を含

む｡）を乗じて 365 で除した額（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

額を支払う｡ 
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(2) A種優先株主及びA種登録質権

者に対しては、前号のほか、残

余財産の分配は行わない｡ 

 

(2) A種優先株主及びA種登録株式質権者

に対しては、前号のほか、残余財産の

分配は行わない｡ 

(議決権)      (議決権)     

 
 

3. A 種優先株主は株主総会において議

決権を有しない｡ 

3. （現行どおり）   

(償還請求権)    (取得対価を金銭とする取得請求権) 

 

 

4. (1) A種優先株主及びA種登録質権

者は、平成 21年７月１日以降、

毎年７月１日から７月 31 日ま

での期間 (それぞれの期間を、

以下本項において「償還請求可

能期間」という｡) において、

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

利益に２分の１を乗じた額か

ら、当会社に当該償還請求がな

された営業年度において、当会

社がその発行している優先株

式（ただし、種類を問わないも

のとする｡）の任意買入又は強

制償還をすでに行ったか、当会

社の取締役会で行う旨決定し

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、

各償還請求可能期間満了の日

から１か月以内に法令及び本

定款の定めに従い、当該請求を

受けたA種優先株式の償還手続

を行うものとする｡ 

4. (1) A種優先株主及びA種登録株式質権者

は、平成 21 年７月１日以降、毎年７

月１日から７月 31 日までの期間 (そ

れぞれの期間を、以下本項において「

取得請求可能期間」という｡) におい

て、当会社の当事業年度の株主資本変

動計算書における繰越利益剰余金の

前期末残高に２分の１を乗じた額か

ら、当会社に当該取得請求がなされた

事業年度において、当会社がその発行

している優先株式（ただし、種類を問

わないものとする｡）の任意買入又は

取得対価を金銭とする取得条項に基

づく取得をすでに行ったか、当会社の

取締役会で行う旨決定した分の価額

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を

請求することができ、当会社は、各取

得請求可能期間満了の日から１か月

以内に法令及び本定款の定めに従い、

当該請求を受けたA種優先株式の取得

手続を行うものとする｡ 
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(2) 前号の限度額を超えてA種優先

株主、A種登録質権者、B種優先

株式を有する株主（以下「B種

優先株主」という｡）及びB種優

先株式の登録質権者 (以下「B

種登録質権者」という｡）から

の償還請求があった場合、償還

の順位は、A種優先株主、A種登

録質権者、B種優先株主及びB

種登録質権者を問わず、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

り決定するものとする｡ 

 

(2) 前号の限度額を超えてA種優先株主及

びA種登録株式質権者からの取得請求

があった場合、取得の順位は、A種優

先株主及びA種登録株式質権者を問わ

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

定するものとする｡ 

   

(3) 当会社は、A種優先株主及びA

種登録質権者に対し、償還の対

価として、A種優先株式１株に

つき、当該A種優先株式１株の

発行価額に、償還する日（以下

「償還日」という｡）の属する営

業年度におけるA種優先配当金

の額に償還日の属する営業年

度の初日から償還日までの日

数（初日及び償還請求日を含

む｡）を乗じて 365 で除した額 

(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｡）を加算した額を支払う

ものとする｡ 

 

(3) 当会社は、A種優先株主及びA種登録株

式質権者に対し、取得の対価として、

A種優先株式１株につき、当該A種優先

株式１株の払込金額に、取得する日

（以下「取得日」という｡）の属する事

業年度におけるA種優先配当金の額に

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｡）を乗じて 365 で除した額 (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

た額を支払うものとする｡ 

(強制償還)    (取得対価を金銭とする取得条項) 

 

 

5. (1) 当会社は、平成 21 年７月１日

以降いつでも、A種優先株主又

はA種登録質権者の意思にかか

わらず、A種優先株式の全部又

は一部を償還することができ

るものとする｡ 

5. (1) 当会社は、平成 21 年７月１日以降の

取締役会決議で別に定める日をもっ

て、A種優先株主又はA種登録株式質権

者の意思にかかわらず、A種優先株式

の全部又は一部を取得することがで

きるものとする｡ 

   
(2) 一部償還の場合は、抽選その他

の方法により行うものとする｡
 

(2) 一部取得の場合は、抽選その他の方法

により行うものとする｡ 
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(3) 当会社は、A種優先株主及びA

種登録質権者に対し、償還の対

価として、A種優先株式１株に

つき、当該A種優先株式１株の

発行価額に100分の115を乗じ

た額に、償還日の属する営業年

度におけるA種優先配当金の額

に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

日及び残余財産分配日を含

む｡）を乗じて 365 で除した額

（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｡）を加算した額を支払

うものとする｡ 

 

(3) 当会社は、A種優先株主及びA種登録株

式質権者に対し、取得の対価として、

A種優先株式１株につき、当該A種優先

株式１株の払込金額に100分の115を

乗じた額に、取得日の属する事業年度

におけるA種優先配当金の額に取得日

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｡）

を乗じて 365 で除した額（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｡）を加算した額を支

払うものとする｡ 

(買受及び消却)        

 

 

6. 前項のほか、当会社は、いつでも商

法第 211 条ノ３第３項に規定する額

の範囲内でA種優先株式を買い受け、

これを保有し、又は消却することが

できる｡

（削 除）   

(転換予約権)    (取得対価を普通株式とする取得請求権) 

 

 

7. A種優先株主は、平成 23 年７月１日

から平成 33 年６月 30 日までの期間

中、A種優先株式の発行に際して取締

役会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｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A種優先株主は、平成 23 年７月１日から平

成 33 年６月 30 日までの期間中、当会社に

対し、A種優先株式の発行に際して取締役会

決議で定める取得の条件で、当会社の普通

株式の交付と引換えに、A種優先株式を取得

することを請求することができる｡ 

- 13 - 



(強制転換)    （取得対価を普通株式とする取得条項） 

 

 

8. (1) 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

下本号において「強制転換基準

日」という｡）以降の取締役会

で定める日をもって、当該A種

優先株式１株の発行価額を強

制転換基準日に先立つ 30 取引

日目に始まる 20 取引日の日本

証券業協会が公表する当社普

通株式の午後３時現在におけ

る毎日の 終価格の平均値（

終価格のない日を除いた平均

値とする。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「A種強制

転換価額」という｡）で除して

得られる数の普通株式となる｡

7. (1) 当会社は、前号に基づく取得を請求し

得べき期間中に取得請求のなかったA

種優先株式を同期間の末日の翌日（以

下本号において「強制転換基準日」と

いう｡）以降の取締役会決議で別に定

める日をもって、当該A種優先株式１

株の払込金額を強制転換基準日に先

立つ30取引日目に始まる20取引日の

日本証券業協会が公表する当社普通

株式の午後３時現在における毎日の

終価格の平均値（ 終価格のない日

を除いた平均値とする。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「A種強制転換価

額」という｡）で除して得られる数の当

会社の普通株式を対価として取得す

る｡ 

   

(2) A種強制転換価額が、①A種優先

株式の発行に際して取締役会

決議で定めるA種優先株式上限

転換価額を上回るとき又は②

当該取締役会決議で定めるA種

優先株式下限転換価額を下回

るときは、A種優先株式１株の

発行価額を①の場合は当該A種

優先株式上限転換価額で、②の

場合は当該A種優先株式下限転

換価額で、除して得られる数の

普通株式となる｡ 

 

 

 

 

 

  

(2) A種強制転換価額が、①A種優先株式の

発行に際して取締役会決議で定めるA

種優先株式上限転換価額を上回ると

き又は②当該取締役会決議で定めるA

種優先株式下限転換価額を下回ると

きは、A種優先株式１株の払込金額を

①の場合は当該A種優先株式上限転換

価額で、②の場合は当該A種優先株式

下限転換価額で、除して得られる数の

普通株式を対価として取得する｡ 

(株式の併合又は分割、新株引受権等) (株式の併合又は分割、新株引受権等) 
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9. (1) 当会社は、A種優先株式につい

て株式の併合又は分割は行わ

ない｡ 

8. (1) 当会社は、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｡ 

   

(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｡ 

  

(2) 当会社は、A種優先株主には募集株式

又は募集新株予約権若しくは新株予

約権付社債の割当てを受ける権利を

与えない｡ 

(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｡
  

（削 除） 
  

(B種優先配当金)         

 

 

1. (1) 当会社は第 36 条に定める利益

配当を行うときは、B種優先株

主及びB種登録質権者に対し

て、普通株主及び普通登録質権

者に先立ち、次のとおり利益配

当（以下「B種優先配当」とい

う｡）を行うものとする｡

  

（削 除） 

  

- 15 - 



    

平成19年３月31日に終了する

営業年度までは、B種優先配当

は無配とする。平成 19 年４月

１日に開始する営業年度以降

は、B種優先株主及びB種登録質

権者に対し、B種優先株式１株

につき、B種優先株式の発行価

額に、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種優先配当年率」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。ただし、計算結果が

50 円を超える場合は、B種優先

配当金は 50 円とする。また、

当該営業年度において本項第

３号に定める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種優先配当年率は、平成 19 年

４月１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｡

  

（削 除） 

  

    
B種優先配当年率＝日本円

TIBOR（６ヶ月物)＋0.75％
      

    

B種優先配当年率は、％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｡

      

   

・ ｢年率修正日」とは、平成 19 年

４月１日以降の毎年４月１日

とする｡

  

（削 除） 
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・ ｢日本円TIBOR（６ヶ月物)」と

は、平成 19 年４月１日又は各

年率修正日 (当日が銀行休業

日の場合は直前営業日）及びそ

の直後の（ただし、残余財産の

分配額及び償還の対価の計算

のためにB種優先配当金の額を

算出する場合は、その直前の）

10 月１日（当日が銀行休業日

の場合は直前営業日) の２時

点（以下それぞれ ｢優先配当決

定基準日｣ という｡）において、

午前 11 時における日本円６ヶ

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｡

  

（削 除） 

  

   

・ 優先配当決定基準日において

日本円TIBOR（６ヶ月物）が公

表されていなければ、同日（当

日がロンドンにおける銀行休

業日の場合は直前営業日) ロ

ンドン時間午前 11 時における

ユーロ円６ヶ月物ロンドン・イ

ンター・バンク・オファード・

レート（ユーロ円LIBOR６ヶ月

物（360 日ベース)）として英

国銀行協会 (BBA）によって公

表される数値又はこれに準ず

るものと認められるものを日

本円TIBOR（６ヶ月物）に代え

て用いるものとする｡

  

（削 除） 
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(3) 当会社は第 37 条に定める中間

配当を行うときは、B種優先株

主及びB種登録質権者に対し

て、普通株主及び普通登録質権

者に先立ち、B種優先株式１株

につき、B種優先配当金に２分

の１を乗じた額を上限として、

B種優先株式の発行に際して取

締役会決議で定める額の金銭

（以下「B種優先中間配当金」

という｡）を支払うものとする｡

  

（削 除） 

  

   

(4) ある営業年度においてB種優先

株主及び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｡

  

（削 除） 

  

   

(5) B種優先株主及びB種登録質権

者に対しては、B種優先配当金

を超えて配当は行わない｡

  

（削 除） 

  

(残余財産の分配)         

 

 

2. (1) 当会社の残余財産を分配する

ときは、B種優先株主及びB種登

録質権者に対し、普通株主及び

普通登録質権者に先立ち、B種

優先株式１株につき､ 500円に

残余財産分配日の属する営業

年度におけるB種優先配当金の

額に残余財産分配日の属する

営業年度の初日から残余財産

分配日までの日数 (初日及び

残余財産分配日を含む｡）を乗

じて 365 で除した額（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

加算した額を支払う｡

  

（削 除） 
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(2) B種優先株主及びB種登録質権

者に対しては、前号のほか、残

余財産の分配は行わない｡

  

（削 除） 

  

(議決権)           

 
 

3. B種優先株主は株主総会において議

決権を有しない｡
  

（削 除） 
  

(償還請求権)          

 

 

4. (1) B種優先株主及びB種登録質権

者は、平成 21年７月１日以降、

毎年７月１日から７月 31 日ま

での期間 (それぞれの期間を、

以下本項において「償還請求可

能期間」という｡) において、

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

利益に２分の１を乗じた額か

ら、当会社に当該償還請求がな

された営業年度において、当会

社がその発行している優先株

式（ただし、種類を問わないも

のとする｡）の任意買入又は強

制償還をすでに行ったか、当会

社の取締役会で行う旨決定し

た分の価額の合計額を控除し

た額を限度として、B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、

各償還請求可能期間満了の日

から１か月以内に法令及び本

定款の定めに従い、当該請求を

受けたB種優先株式の償還手続

を行うものとする｡

  

（削 除） 
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(2) 前号の限度額を超えてA種優先

株主、A種登録質権者、B種優先

株主及びB種登録質権者からの

償還請求があった場合、償還の

順位は、A種優先株主、A種登録

質権者、B種優先株主及びB種登

録質権者を問わず、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

定するものとする｡

  

（削 除） 

  

   

(3) 当会社は、B種優先株主及びB

種登録質権者に対し、償還の対

価として、B種優先株式１株に

つき、当該B種優先株式１株の

発行価額に、償還日の属する営

業年度におけるB種優先配当金

の額に償還日の属する営業年

度の初日から償還日までの日

数（初日及び償還請求日を含

む｡）を乗じて 365 で除した額

（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｡）を加算した額を支払

うものとする｡

  

（削 除） 

  

(強制償還)          

 

 

5. (1) 当会社は、平成 21 年７月１日

以降いつでも、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

るものとする｡

  

（削 除） 

  

   
(2) 一部償還の場合は、抽選その他

の方法により行うものとする｡
  

（削 除） 
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(3) 当会社は、B種優先株主及びB

種登録質権者に対し、償還の対

価として、B種優先株式１株に

つき、当該B種優先株式１株の

発行価額に100分の105を乗じ

た額に、償還日の属する営業年

度におけるB種優先配当金の額

に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

日及び残余財産分配日を含

む｡）を乗じて 365 で除した額

（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｡）を加算した額を支払

うものとする｡

  

（削 除） 

  

(買受及び消却)         

 

 

6. 前項のほか、当会社は、いつでも商

法第 211 条ノ３第３項に規定する額

の範囲内でB種優先株式を買い受け、

これを保有し、又は消却することが

できる｡

  

（削 除） 

  

(転換予約権)          

 

 

7. B種優先株主は、平成 17 年７月１日

から平成 27 年６月 30 日までの期間

中、B種優先株式の発行に際して取締

役会決議で定める転換の条件でB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｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（削 除） 
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(強制転換)          

 

 

8. (1) 転換を請求し得べき期間中に

転換請求のなかったB種優先株

式は、同期間の末日の翌日（以

下本号において「強制転換基準

日」という｡）以降の取締役会

で定める日をもって、当該B種

優先株式１株の発行価額を強

制転換基準日に先立つ 30 取引

日目に始まる 20 取引日の日本

証券業協会が公表する当社普

通株式の午後３時現在におけ

る毎日の 終価格の平均値（

終価格のない日を除いた平均

値とする。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「B種強制

転換価額」という｡）で除して

得られる数の普通株式となる｡

  

（削 除） 

  

   

(2) B種強制転換価額が、①B種優先

株式の発行に際して取締役会

決議で定めるB種優先株式上限

転換価額を上回るとき又は②

当該取締役会決議で定めるB種

優先株式下限転換価額を下回

るときは、B種優先株式１株の

発行価額を①の場合は当該B種

優先株式上限転換価額で、②の

場合は当該B種優先株式下限転

換価額で、除して得られる数の

普通株式となる｡

  

（削 除） 

  

 
  

(3) 前各号における普通株式数の

算出に当たって１株に満たな

い端数が生じたときは、商法第

220条に定める端数の処理の規

定に準じてこれを取扱う｡

  

（削 除） 

  

(株式の併合又は分割、新株引受権等)       
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9. (1) 当会社は、B種優先株式につい

て株式の併合又は分割は行わ

ない｡

  

（削 除） 

  

 
  

(2) 当会社は、B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｡

  

（削 除） 

  

(優先配当金の支払等における優先株式間の順位)       

第 11 条の４ A種優先株式及びB種優先株式の優先

配当金及び優先中間配当金の支払並

びに残余財産の分配の順位は同順位

とする｡

  

（削 除） 

  

              

第 ３ 章  株 主 総 会 第 ３ 章  株 主 総 会 

              

（招 集）     （株主総会の招集）   

第 12 条 定時株主総会は、毎年６月に招集す

る。臨時株主総会は、必要に応じて

随時招集する。 

第 15 条 （現行どおり） 

  

（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。

（招集権者および議長）    （招集権者及び議長）    

第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役会の決議に基

づき、取締役社長がこれを招集し、

その議長となる。 

第 17 条 （現行どおり） 

  

 

 

２ 取締役社長に事故あるときは、あら

かじめ取締役会で定めるところによ

り、他の取締役がこれに代わる。 

      

（決議の方法）    （決議の方法）   

第 14 条 株主総会の決議は、法令または本定

款に別段の定めがある場合を除き、

出席株主の議決権の過半数をもって

行う。 

第 18 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。 
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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以上をもって行う。 

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 株主は、議決権を行使することがで

きる他の株主を代理人として議決権

を行使することができる。この場合、

株主または代理人は、代理権を証す

る書面を総会ごとに当会社へ提出し

なければならない。 

第 19 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。この場合、株主又は代理人

は、株主総会毎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。 

（総会の議事録）    （議事録）    

第 16 条 株主総会の議事については、議事録

に記載または記録し、議長および出

席した取締役がこれに記名押印また

は電子署名する。 

第 20 条 株主総会における議事の経過の要領及びそ

の結果並びにその他法令に定める事項につ

いては、これを議事録に記載又は記録する。

（種類株主総会）   

（新 設） 

第 21 条 第 17 条の規定は、定時株主総会において決

議する事項が、当該決議のほか、種類株主

総会の決議を必要とする場合における当該

種類株主総会にこれを準用する。

（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）

（新 設） 

第 22 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るべき事項に

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。

             

第 ４ 章  取締役および取締役会 第 ４ 章  取締役及び取締役会 

              

（取締役の員数）    （員 数）    

第 17 条 当会社の取締役は、２２名以内とす

る。 

 

第 23 条 

当会社の取締役は、１３名以内とする。 
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（取締役の選任）    （選任方法）    

第 18 条 取締役は、株主総会においてこれを

選任する。 

第 24 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

席して、その議決権の過半数をもっ

てこれを行う。 

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 取締役の選任決議は、累積投票によ

らない。 

３ 取締役の選任決議は、累積投票によらない

ものとする。 

（取締役の任期）    （任 期）    

第 19 条 取締役の任期は、就任後１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 25 条 取締役の任期は、選任後１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。 

（取締役会の招集）   （取締役会の招集通知）   

第 20 条 取締役会を招集する通知は、各取締

役および各監査役に対して少なくと

も会日の３日前に発する。ただし、

緊急の必要がある場合は、これを短

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。

ただし、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。 

（新 設） 

２ 取締役及び監査役の全員の同意があるとき

は、招集の手続を経ないで取締役会を開催

することができる。

（取締役会の招集権者および議長）  （取締役会の招集権者及び議長） 

第 21 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、その議長となる。 

第 27 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。 

 

 

２ 取締役社長に事故あるときは、あら

かじめ取締役会で定めるところによ

り他の取締役がこれに代わる。 

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。

（取締役会の決議）   （取締役会の決議方法）   

第 22 条 取締役会の決議は、取締役の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。

第 28 条 取締役会の決議は、議決に加わることがで

きる取締役の過半数が出席し、出席した取

締役の過半数をもって行う。 

（新 設） 

２ 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす

場合は、取締役会の決議の目的である事項

につき、取締役会の決議があったものとみ

なす。
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（取締役会の議事録）   （取締役会の議事録）   

第 23 条 取締役会の議事については、議事録

に記載または記録し、出席した取締

役および監査役がこれに記名押印ま

たは電子署名する。 

第 29 条 取締役会における議事の経過の要領及びそ

の結果並びにその他法令に定める事項につ

いては、これを議事録に記載又は記録し、

出席した取締役及び監査役がこれに記名押

印又は電子署名する。 

（取締役会規則）  

（新 設） 
第 30 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。

（役付取締役）    （役付取締役）   

第 24 条 取締役会の決議により取締役会長１

名、取締役社長１名、取締役副社長、

専務取締役および常務取締役若干名

を定めることができる。 

第 31 条 取締役会は、その決議によって、取締役会

長、取締役副会長、取締役社長各１名、取

締役副社長、専務取締役、常務取締役各若

干名を定めることができる。 

（代表取締役）    （代表取締役）   

第 25 条 
取締役社長は、会社を代表する。

第 32 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 前項のほか、取締役会の決議により

会社を代表する取締役を定めること

ができる。

（削 除） 

  

（取締役の報酬）    （取締役の報酬等）   

第 26 条 取締役の受けるべき報酬は、株主総

会において定める。 

第 33 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

は、株主総会の決議によって定める。 

              

第 ５ 章  監査役および監査役会 第 ５ 章  監査役及び監査役会 

              

（監査役の員数）    （員 数）    

第 27 条 当会社の監査役は、４名以内とする。 第 34 条 （現行どおり）   

（監査役の選任）    （選任方法）    

第 28 条 監査役は、株主総会においてこれを

選任する。 

第 35 条 
監査役は、株主総会において選任する。 

 

 

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

席して、その議決権の過半数をもっ

てこれを行う。 

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。 
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（監査役の任期）    （任 期）     

第 29 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。 

第 36 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。 

 

 

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。 

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。 

（監査役会の招集）   （監査役会の招集通知）   

第 30 条 監査役会は、各監査役がこれを招集

する。 

第 37 条 
監査役会は、各監査役がこれを招集する。

 

 

２ 監査役会を招集する通知は、各監査

役に対して少なくとも会日の３日前

に発する。ただし、緊急の必要があ

る場合は、これを短縮することがで

きる。 

２ 監査役会の招集通知は、会日の３日前に発

する。ただし、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。 

（新 設） 

３ 監査役全員の同意があるときは、招集の手

続を経ないで監査役会を開催することがで

きる。

（監査役会の決議）   （監査役会の決議方法）   

第 31 条 監査役会の決議は、法令に別段の定

めがある場合を除き、監査役の過半

数をもって行う。 

第 38 条 （現行どおり） 

  

（監査役会の議事録）   （監査役会の議事録）   

第 32 条 監査役会の議事については、議事録

に記載または記録し、出席した監査

役がこれに記名押印または電子署名

する。 

第 39 条 監査役会における議事の経過の要領及びそ

の結果並びにその他法令に定める事項につ

いては、これを議事録に記載又は記録し、

出席した監査役がこれに記名押印又は電子

署名する。 

（常勤監査役）    （常勤の監査役）   

第 33 条 監査役は、互選により常勤監査役を

定める。 

 

第 40 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。 

（監査役会規則)   

（新 設） 
第 41 条 監査役会に関する事項は、法令または本定

款のほか、監査役会において定める監査役

会規則による。
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（監査役の報酬)     （報酬等)    

第 34 条 監査役の受けるべき報酬は、株主総

会において定める。 

第 42 条 監査役の報酬、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

は、株主総会の決議によって定める。 

              

（新 設） 第 ６ 章 会計監査人   

              

（選任方法）    

（新 設） 第 43 条 会計監査人は、株主総会において選任する。

（任 期）    

第 44 条 会計監査人の任期は、選任後 1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。（新 設） 

２ 前項の定時株主総会において別段の決議が

なされないときは、当該定時株主総会にお

いて再任されたものとする。

             

第 ６ 章  計    算   第 ７ 章  計    算   

              

（営業年度および決算期）   （事業年度）    

第 35 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。 

第 45 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。 

        （剰余金の配当等の決定機関）

（新 設） 

第 46 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条

第 1項各号に定める事項については、法令

に別段の定めがある場合を除き、株主総会

の決議によっては定めず、取締役会の決議

によって定める。

（利益配当金）    （剰余金の配当の基準日）   

第 36 条 利益配当金は、毎年決算期現在の株

主名簿に記載または記録された株主

または登録質権者に対し支払う。 

第 47 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月３

１日とする。 

（新 設） 
２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年９月３

０日とする。

（新 設） ３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配
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当を行うことができる。

（中間配当）          

第 37 条 取締役会の決議により、毎年９月３

０日の 終の株主名簿に記載または

記録された株主または登録質権者に

対し、商法第２９３条ノ５の規定に

よる金銭の分配（以下「中間配当金」

という。）を行うことができる。

  

（削 除） 

  

（配当金の除斥期間）   （配当の除斥期間）   

第 38 条 利益配当金または中間配当金が支払

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

支払いの義務を免れる。未払の利益

配当金および中間配当金に対して

は、利息をつけない。

第 48 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の

日から満３年を経過してもなお受領されな

いときは、当会社はその支払義務を免れる。

              

附    則     （削 除）    

              

平成17年3月期に関する定時株主総会終結前に在任

する取締役の任期については、第 19 条中「就任後１

年内」とあるのを「就任後２年内」と読み替えるも

のとする。

      

なお、本附則は、これに該当する取締役全員の退任

の時をもって削除する。
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