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平成 18 年 5 月 1 8 日 
各  位 

会 社 名  藤 和 不 動 産 株 式 会 社 
代表者氏名  取締役社長 杉 浦 重 厚 
コード番号  8 8 3 4  東 証 第 １ 部 
問 合 せ 先  広報 IR 室長 廣 瀬 昭 仁 

     TEL (03)3272-6345 
 

定款定款定款定款のののの一部変更一部変更一部変更一部変更にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    
 
 当社は、平成１８年５月１８日開催の取締役会において、｢定款一部変更の件｣を平成１８
年６月２９日開催予定の第５１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、下
記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１. 定款変更の目的 
 
(1)「会社法」(平成 17 年法律第 86 号)（以下「会社法」といいます）の施行に伴い、単
元未満株式を保有する株主の権利の内容を規定するため、変更案第 10 条（単元未満株
式についての権利）を新設するものであります。 
(2)会社法により株主総会参考書類等の一部をインターネットで開示することにより株主
の皆さまへ当該事項に係る情報を提供したものとみなされるようになったことに伴い、
変更案第 31 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。 
(3)会社法により書面または電磁的方法による取締役会決議が可能になったことに伴い、
機動的な業務執行の決定を行うことができるよう、変更案第 38 条第２項（取締役会の
決議）を新設するものであります。 
(4)「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成 17 年法律第 87 号)によ
り定款に定めがあるものとみなされる事項について、関係条文を新設するとともに、用
語に所要の変更を行うものであります。 
(5)会社法に合わせた文言の修正その他所要の変更を行うものであります。 
(6)「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 87
号）が平成 17 年２月１日に施行されたことに伴い本制度を採用するため、変更案第５
条（公告方法）に所要の変更を行うものであります。 
(7)その他全般に渡り定款に規定すべき事項の見直しを行い、関係条文を新設するととも
に、所要の変更を行うものであります。 
(8)その他全般に渡り定款の見直しを行い、表記・送り仮名等の変更を行うものでありま
す。 
(9)上記変更による条数の加除に伴い、現行定款の条数に所要の変更を行うものでありま
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２９日（木） 
     定款変更の効力発生日  平成１８年６月２９日（木） 

 
以 上  
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（下線は変更部分であります。） 

現   行 改 定 案 
第第第第１１１１章章章章    総総総総                        則則則則    

 
〔新設〕 

 
 
 
 
 
 
（公告の方法） 
第 ４ 条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。 
 
 
 

第第第第２２２２章章章章    株株株株                        式式式式 
 
（会社の発行する株式の総数） 
第 ５ 条 当会社の発行する株式の総数は、７億２，５００万株と
し、このうち６億５，５００万株は普通株式、７，０００万株は
優先株式とする。優先株式のうち８３３万３，０００株はＡ種優
先株式、８３３万３，０００株はＢ種優先株式、１，６６６万７，
０００株はＣ種優先株式、１，６６６万７，０００株はＤ種優先
株式、２，０００万株はＥ種優先株式とする。ただし、普通株式
につき消却があった場合または優先株式につき消却もしくは普
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。 

（自己株式の取得） 
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。 

〔新設〕 
 
（１単元の株式の数および単元未満株券の不発行） 
第 ７ 条 当会社の全ての種類の株式の１単元の株式の数は５００
株とする。 

２ 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。 

〔新設〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
（単元未満株式の買増し） 
第 ８ 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、株式取扱規程に定めるところにより、その単元
未満株式と併せて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。 

（名義書換代理人） 
第 ９ 条 当会社は株式につき名義書換代理人を置く。 
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
よって選定し、これを公告する。 

３ 当会社の株主名簿および実質株主名簿(以下「株主名簿等」とい
う。)ならびに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、株券喪失登録の手続、単元未満株
式の買取りおよび買増し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。 

（株式取扱規程） 
第１０条 当会社の株券の種類および株式の名義書換、株券喪失登
録の手続、単元未満株式の買取りおよび買増しその他株式に関す
る諸手続およびその手数料については、取締役会の定める株式取
扱規程による。 

（基準日） 

第第第第１１１１章章章章    総総総総                        則則則則    
 
（機関） 
第 ４ 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、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 
（公告方法） 
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をすることができない
場合は、日本経済新聞に掲載する。 

 
第第第第２２２２章章章章    株株株株                        式式式式 

 
（発行可能株式総数および発行可能種類株式総数） 
第 ６ 条 当会社の発行可能株式総数は７億２，５００万株とし、
６億５，５００万株は普通株式の発行可能種類株式総数、８３３
万３，０００株はＡ種優先株式の発行可能種類株式総数、８３３
万３，０００株はＢ種優先株式の発行可能種類株式総数、１，６
６６万７，０００株はＣ種優先株式の発行可能種類株式総数、
１，６６６万７，０００株はＤ種優先株式の発行可能種類株式総
数、２，０００万株はＥ種優先株式の発行可能種類株式総数とす
る。 

 
（自己株式の取得） 
第 ７ 条 当会社は、会社法第１６５条第２項の規定により、取締
役会の決議をもって自己株式を取得することができる。 

（株券の発行） 
第 ８ 条 当会社は、全ての種類の株式に係る株券を発行する。 
（単元株式数および単元未満株券の不発行） 
第 ９ 条 当会社の全ての種類の株式の単元株式数は、５００株と
する。 

２ 当会社は、第８条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株
券を発行しない。 

（単元未満株式についての権利） 
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および募集

新株予約権の割当てを受ける権利 
 (４) 次条に定める請求する権利 
（単元未満株式売渡請求） 
第１１条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、
その株主が有する単元未満株式と併せて単元株式数となる数の
株式を売渡すことを請求することができる。 

 
（株主名簿管理人） 
第１２条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 
２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議に
よって定め、これを公告する。 

３ 当会社の株主名簿および実質株主名簿(以下「株主名簿等」とい
う。)、株券喪失登録簿ならびに新株予約権原簿の作成および備
え置きその他の株主名簿等、株券喪失登録簿および新株予約権原
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
取扱わない。 

（株式取扱規程） 
第１３条 当会社の株式および新株予約権に関する取扱いおよび手
数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式
取扱規程による。 

 
（基準日） 
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第１１条 当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿等に記載ま
たは記録された株主をもって、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べき株主とする。 

 
２ 前項の外必要のある場合には取締役会の決議によって予め公告
して基準日を定めることができる。 
 

第第第第２２２２章章章章のののの２２２２    優優優優    先先先先    株株株株    式式式式    
 
（優先配当金） 
第１２条 当会社は、第４７条に定める利益配当を行なうときは、
優先株式を有する株主（以下「優先株主」という。）または優先
株式の登録質権者（以下「優先登録質権者」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。）または普通
株式の登録質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、
優先株式１株につき６０円を当該営業年度における上限として、
発行に際して取締役会で定める額の利益配当金（以下「優先配当
金」という。）を支払うものとする。ただし、Ｅ種優先株式を有
する株主（以下「Ｅ種優先株主」という。）またはＥ種優先株式
の登録質権者（以下「Ｅ種優先登録質権者」という。）に対して
は、優先株式１株につき７２円を当該営業年度における上限とし
て、発行に際して取締役会で定める額の利益配当金（以下「Ｅ種
優先配当金」という。）を支払うものとする。 

２ ある営業年度において優先株主または優先登録質権者に対して
支払われる利益配当金の額が優先配当金の額に達しないとき、そ
の不足額は翌営業年度以降に累積しない。ただし、ある営業年度
においてＥ種優先株主またはＥ種優先登録質権者に対して支払わ
れる利益配当金の額が、Ｅ種優先配当金の額に達しないとき、そ
の不足額は翌営業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「Ｅ
種優先株式累積未払配当金」という。）は、翌営業年度（翌営業年
度にＥ種優先株主またはＥ種優先登録質権者に支払われる利益配
当金の額がその時点におけるＥ種優先株式累積未払配当金と当該
営業年度に関するＥ種優先配当金の合計額に満たない場合は、そ
の翌営業年度。以降、同様とする。）に当該営業年度のＥ種優先配
当金とともに、これをＥ種優先株主またはＥ種優先登録質権者に
対して支払うものとする。 

３ 優先株主または優先登録質権者に対し、優先配当金を超えて配
当は行なわない。ただし、Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録質権
者に対しては、Ｅ種優先配当金およびＥ種優先株式累積未払配当
金を超えて配当は行なわない。 

（残余財産の分配） 
第１３条 当会社の残余財産を分配するときは、優先株主または優
先登録質権者に対して普通株主または普通登録質権者に先立ち、
優先株式１株につき６００円を支払う。ただし、Ｅ種優先株主ま
たはＥ種優先登録質権者に対しては、Ｅ種優先株式１株につき６
００円およびＥ種優先株式累積未払配当金相当額を支払う。優先
株主または優先登録質権者に対しては、前記のほか残余財産の分
配は行なわない。 

（優先株式の買受け） 
第１４条 当会社は、取締役会の決議に基づき株主に配当すべき利
益をもって優先株式の一部または全部を買受けることができる。 

（優先株式の償還請求） 
第１５条 Ｄ種優先株主は、当会社に対し平成３５年４月１日以
降、発行に際して取締役会で定める期間において、Ｄ種優先株式
の一部または全部の償還を請求することができる。 

 
２ 当会社は、前項の請求がなされた場合には、その直前の営業年
度の当期未処分利益が２００億円を超えていることを条件に、当
該当期未処分利益の２分の１の金額を限度とし、Ｄ種優先株式の
償還を行なうものとする。 

４ 当会社は、Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録質権者に対し、償
還の対価として発行価額相当額を支払うものとする。 

６ (１)Ｅ種優先株主は、平成１８年３月３１日に終了する営業年
度以降平成２３年３月３１日に終了する営業年度までの各営業年
度の終了後直後に到来する７月１日から７月３１日までの期間
（以下「Ｅ種優先株式償還請求可能期間」という。）において、当
会社の直前の営業年度の貸借対照表における当期未処分利益にそ
の他資本剰余金および任意積立金を加算した金額が１０億円を超
えている場合、当該金額の７０％相当額から、当会社が当該償還

第１４条 当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿等に記載ま
たは記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関
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〕 
 
 

第第第第２２２２章章章章のののの２２２２    優優優優    先先先先    株株株株    式式式式    
 
（優先配当金） 
第１５条 当会社は、第５１条に定める剰余金の配当を行なうとき
は、優先株式を有する株主（以下「優先株主」という。）または
優先株式の登録株式質権者（以下「優先登録株式質権者」という。）
に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）ま
た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、優先株式１株につき６０円を当該事業年度に
おける上限として、発行に際して取締役会で定める額の配当金（以
下「優先配当金」という。）を支払うものとする。ただし、Ｅ種
優先株式を有する株主（以下「Ｅ種優先株主」という。）または
Ｅ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｅ種優先登録株式質権者」
という。）に対しては、優先株式１株につき７２円を当該事業年
度における上限として、発行に際して取締役会で定める額の配当
金（以下「Ｅ種優先配当金」という。）を支払うものとする。 

２ ある事業年度において優先株主または優先登録株式質権者に対
して支払われる配当金の額が優先配当金の額に達しないとき、そ
の不足額は翌事業年度以降に累積しない。ただし、ある事業年度
においてＥ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対して支
払われる配当金の額が、Ｅ種優先配当金の額に達しないとき、そ
の不足額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「Ｅ
種優先株式累積未払配当金」という。）は、翌事業年度（翌事業年
度にＥ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に支払われる配
当金の額がその時点におけるＥ種優先株式累積未払配当金と当該
事業年度に関するＥ種優先配当金の合計額に満たない場合は、そ
の翌事業年度。以降、同様とする。）に当該事業年度のＥ種優先配
当金とともに、これをＥ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権
者に対して支払うものとする。 

３ 優先株主または優先登録株式質権者に対し、優先配当金を超え
て配当は行なわない。ただし、Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録
株式質権者に対しては、Ｅ種優先配当金およびＥ種優先株式累積
未払配当金を超えて配当は行なわない。 

（残余財産の分配） 
第１６条 当会社の残余財産を分配するときは、優先株主または優
先登録株式質権者に対して普通株主または普通登録株式質権者に
先立ち、優先株式１株につき６００円を支払う。ただし、Ｅ種優
先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対しては、Ｅ種優先株式
１株につき６００円およびＥ種優先株式累積未払配当金相当額を
支払う。優先株主または優先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なわない。 

〔削除〕 
 
 
（優先株式の償還請求） 
第１７条 Ｄ種優先株主は、当会社に対し平成３５年４月１日以
降、発行に際して取締役会で定める期間において、Ｄ種優先株式
の一部または全部の償還（取得と引換えに金銭を交付することを
いう。以下同じ。）を請求することができる。 
２ 当会社は、前項の請求がなされた場合には、その直前の事業年
度の繰越利益剰余金が２００億円を超えていることを条件に、当
該繰越利益剰余金の２分の１の金額を限度とし、Ｄ種優先株式の
償還を行なうものとする。 

４ 当会社は、Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対
し、償還の対価として発行価額相当額を支払うものとする。 

６ (１)Ｅ種優先株主は､平成１８年３月３１日に終了する事業年
度以降平成２３年３月３１日に終了する事業年度までの各事業年
度の終了後直後に到来する７月１日から７月３１日までの期間
（以下「Ｅ種優先株式償還請求可能期間」という。）において、当
会社の直前の事業年度の末日における繰越利益剰余金（平成１８
年３月３１日に終了する事業年度については同事業年度の貸借対
照表における当期未処分利益）にその他資本剰余金および任意積
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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買
受けまたは強制償還を既に行なったかまたは行なう決定を行なっ
た分の価額（上限を決定した場合にはその上限額とする。）の合計
額を控除した残額（以下「Ｅ種優先株式償還可能限度額」という。）
を限度として、Ｅ種優先株式の全部または一部の償還請求をする
ことができる。 

 
（強制償還） 
第１６条 当会社は、平成１９年８月１日以降の毎年８月１日から
８月３１日の期間内において、以下に定める金額を限度として、
Ｅ種優先株式の全部または一部を強制償還することができる。な
お、一部償還をするときは各Ｅ種優先株主が有するＥ種優先株式
の株式数によるあん分比例の方式により行ない、あん分比例の方
式により決定できない部分については抽選その他の方法により行
なう。償還価格は１株につき６００円にＥ種優先株式累積未払配
当金相当額および経過配当金相当額を加算した額とする。上記「経
過配当金相当額」とは、Ｅ種優先配当金の額を、償還日の属する
営業年度の実日数に対する初日から償還日までの実経過日数（初
日および償還日を含む。）の割合で日割計算した額として、その
計算は円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五
入する。 

①平成１９年８月１日から平成１９年８月３１日までの期間 
 当該期間内に第１５条第６項に定める償還請求権の行使により償
還されたＥ種優先株式の償還価額の総額を、Ｅ種優先株式償還可
能限度額から控除した後の残高の、３分の１相当額を限度とする 
②平成２０年８月１日から平成２０年８月３１日までの期間 
 当該期間内に第１５条第６項に定める償還請求権の行使により償
還されたＥ種優先株式の償還価額の総額を、Ｅ種優先株式償還可
能限度額から控除した後の残高の、半額相当額を限度とする 

③平成２１年８月１日以降、毎年８月１日から８月３１日までの期
間 

 当該期間内に第１５条第６項に定める償還請求権の行使により償
還されたＥ種優先株式の償還価額の総額を、Ｅ種優先株式償還可
能限度額から控除した後の残高の、全額相当額を限度とする 

（優先株主の議決権） 
第１７条 （条文省略） 
（株式の併合または分割、新株引受権等） 
第１８条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除いて優先株
式につき、株式の併合または分割は行なわない。 

２ 当会社は、優先株主には新株の引受権または新株予約権もしく
は新株予約権付社債の引受権を与えない。 
 
（転換予約権） 
第１９条 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優先株式
の普通株式への転換を請求することができる。 

 
（強制転換） 
第２０条 転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった優先株
式（ただし、Ｅ種優先株式については第２項の定めるところによ
る。）は、同期間の末日の翌日（以下「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、優先株式１株の発行価額相
当額を強制転換基準日に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日
の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。）
で除して得られる数の普通株式となる。平均値の計算は、円位未
満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。ただし、
当該平均値が取締役会の決議で定める上限転換価額（当初転換価
額）を上回るときは、優先株式１株当りの発行価額相当額を当該
上限転換価額で、取締役会の決議で定める下限転換価額（当初転
換価額の１００分の８０）を下回るときは、優先株式１株当りの
発行価額相当額を当該下限転換価額で除して得られる数の普通株
式となる。ただし、取締役会の決議で定める転換価額が強制転換
基準日までに調整された場合には、下限転換価額および上限転換
価額についても同様の調整を行なうものとする。なお、上記の普
通株式数の算出に当って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。 
 
２ 平成２５年３月３１日までに償還されずかつ普通株式に転換さ

立金を加算した金額が１０億円を超えている場合、当該金額の７
０％相当額から、当会社が当該償還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買受けまたは強制償還を既に行
なったかまたは行なう決定を行なった分の価額（上限を決定した
場合にはその上限額とする。）の合計額を控除した残額（以下「
Ｅ種優先株式償還可能限度額」という。）を限度として、Ｅ種優
先株式の全部または一部の償還請求をすることができる。 

（強制償還） 
第１８条 当会社は、平成１９年８月１日以降の毎年８月１日から
８月３１日の期間内において、以下に定める金額を限度として、
Ｅ種優先株式の全部または一部を強制償還することができる。な
お、一部償還をするときは各Ｅ種優先株主が有するＥ種優先株式
の株式数によるあん分比例の方式により行ない、あん分比例の方
式により決定できない部分については抽選その他の方法により行
なう。償還価格は１株につき６００円にＥ種優先株式累積未払配
当金相当額および経過配当金相当額を加算した額とする。上記「経
過配当金相当額」とは、Ｅ種優先配当金の額を、償還日の属する
事業年度の実日数に対する初日から償還日までの実経過日数（初
日および償還日を含む。）の割合で日割計算した額として、その
計算は円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五
入する。 

①平成１９年８月１日から平成１９年８月３１日までの期間 
 当該期間内に第１７条第６項に定める償還請求権の行使により償
還されたＥ種優先株式の償還価額の総額を、Ｅ種優先株式償還可
能限度額から控除した後の残高の、３分の１相当額を限度とする 
②平成２０年８月１日から平成２０年８月３１日までの期間 
 当該期間内に第１７条第６項に定める償還請求権の行使により償
還されたＥ種優先株式の償還価額の総額を、Ｅ種優先株式償還可
能限度額から控除した後の残高の、半額相当額を限度とする 

③平成２１年８月１日以降、毎年８月１日から８月３１日までの期
間 
 当該期間内に第１７条第６項に定める償還請求権の行使により償
還されたＥ種優先株式の償還価額の総額を、Ｅ種優先株式償還可
能限度額から控除した後の残高の、全額相当額を限度とする 

（優先株主の議決権） 
第１９条 現行のとおり 
（株式の併合または分割、新株の割当てを受ける権利等） 
第２０条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除いて優先株
式につき、株式の併合または分割は行なわない。 

２ 当会社は、優先株主には新株の割当てを受ける権利または新株
予約権も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。 

（転換請求権） 
第２１条 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優先株式
の普通株式への転換（取得と引換えに当社の普通株式を交付する
ことをいう。以下同じ。）を請求することができる。 
（強制転換） 
第２２条 当会社は、転換を請求し得べき期間中に転換請求のなか
った優先株式（ただし、Ｅ種優先株式については第２項の定める
ところによる。）を、同期間の末日の翌日（以下「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取得し、これ
と引換えに、優先株式１株の発行価額相当額を強制転換基準日に
先立つ４５取引日目に始まる３０取引日の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。）で除して得られる数の普通
株式を交付する。平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出
し、その小数第１位を切り上げる。ただし、当該平均値が取締役
会の決議で定める上限転換価額（当初転換価額）を上回るときは、
優先株式１株当りの発行価額相当額を当該上限転換価額で、取締
役会の決議で定める下限転換価額（当初転換価額の１００分の８
０）を下回るときは、優先株式１株当りの発行価額相当額を当該
下限転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。ただ
し、取締役会の決議で定める転換価額が強制転換基準日までに調
整された場合には、下限転換価額および上限転換価額についても
同様の調整を行なうものとする。なお、上記の普通株式数の算出
に当って１株に満たない端数が生じたときは、会社法第２３４条
に従いこれを取扱う。 

２ 当会社は、平成２５年３月３１日までに償還されずかつ普通株
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れなかったＥ種優先株式は、その翌日（以下「Ｅ種優先株式強制
転換基準日」という。）以降に開催される取締役会で定める日を
もって、Ｅ種優先株式１株の払込金相当額をＥ種優先株式強制転
換基準日に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日の東京証券取
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。）で除して得ら
れる数の普通株式となる。平均値の計算は、円位未満小数第３位
まで算出し、その小数第３位を切り上げる。ただし、当該平均値
が取締役会の決議で定める下限転換価額（当初転換価額の１００
分の６０）を下回るときは、Ｅ種優先株式１株の払込金相当額を
下限転換価額で除して得られる数の普通株式となる。また、当該
平均値が取締役会の決議で定める上限転換価額（当初転換価額）
を上回るときは、Ｅ種優先株式１株の払込金相当額を上限転換価
額で除して得られる数の普通株式となる。なお、取締役会の決議
で定める転換価額がＥ種優先株式強制転換基準日までに調整され
た場合には、下限転換価額および上限転換価額についても同様の
調整を行なうものとする。上記の普通株式数の算出に当って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。 

（優先順位） 
第２１条 Ａ種優先株式ないしＥ種優先株式（以下「各種優先株式」
と総称する。）間の相互の優先配当金（Ｅ種優先株式については、
Ｅ種優先配当金にＥ種優先株式累積未払配当金を合算した金額と
する。）の支払順位ならびに第１３条に規定する残余財産の分配
順位は、以下に定めるところによる。すなわち、利益配当を行な
う金額が、各種優先株式の発行に際してそれぞれ決定された１株
当りの優先配当金（以下「各種優先株式優先配当金」という。た
だし、Ｅ種優先株式については、Ｅ種優先配当金にＥ種優先株式
累積未払配当金を合算した金額とする。）に現存する各種優先株
式の株式数を乗じて得られた金額の総合計額に満たない場合は、
各種優先株式について支払う１株当りの優先配当額が各種優先株
式優先配当金に比例する方法により優先配当を行なう。また、残
余財産の分配可能額が、第１３条に規定する各種優先株式に関す
る１株当りの残余財産分配額に現存する各種優先株式の株式数を
乗じて得られた金額の総合計額に満たない場合、各種優先株式に
ついて支払う１株当りの分配額が第１３条に規定する各種優先株
式に関する１株当りの残余財産分配額に比例する方法により分配
を行なう。 

 
第第第第３３３３章章章章    株株株株    主主主主    総総総総    会会会会    

 
（総会の招集） 
第２２条 定時株主総会は毎決算期の翌日から３ヵ月以内に招集
し、臨時株主総会は必要あるごとに招集する。 

（総会の招集者） 
第２３条 （条文省略） 
（総会の議長） 
第２４条 （条文省略） 
（決議の方法） 
第２５条 株主総会の決議は法令また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によってこれを決する。 
 
２ 商法第３４３条に規定する株主総会の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。 
（議決権の代理行使） 
第２６条 株主またはその法定代理人が代理人をして議決権を行使
せしめようとするときは、当会社の議決権を有する株主に限り委
任することができる。この場合には代理権を証する書面を会社に
提出しなければならない。 

（議事録） 
第２７条 株主総会の議事については、その経過の要領および結果
を議事録に記載または記録し議長ならびに出席した取締役がこ
れに記名捺印または電子署名を行なう。 

〔新設〕 
 
 
 
 

式に転換されなかったＥ種優先株式を、その翌日（以下「Ｅ種優
先株式強制転換基準日」という。）以降に開催される取締役会で定
める日をもって取得し、これと引換えにＥ種優先株式１株の払込
金相当額をＥ種優先株式強制転換基準日に先立つ４５取引日目に
始まる３０取引日の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。）で除して得られる数の普通株式を交付する。平均値
の計算は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切
り上げる。ただし、当該平均値が取締役会の決議で定める下限転
換価額（当初転換価額の１００分の６０）を下回るときは、Ｅ種
優先株式１株の払込金相当額を下限転換価額で除して得られる数
の普通株式を交付する。また、当該平均値が取締役会の決議で定
める上限転換価額（当初転換価額）を上回るときは、Ｅ種優先株
式１株の払込金相当額を上限転換価額で除して得られる数の普通
株式を交付する。なお、取締役会の決議で定める転換価額がＥ種
優先株式強制転換基準日までに調整された場合には、下限転換価
額および上限転換価額についても同様の調整を行なうものとす
る。上記の普通株式数の算出に当って１株に満たない端数が生じ
たときは、会社法第２３４条に従いこれを取扱う。 
（優先順位） 
第２３条 Ａ種優先株式ないしＥ種優先株式（以下「各種優先株式」
と総称する。）間の相互の優先配当金（Ｅ種優先株式については、
Ｅ種優先配当金にＥ種優先株式累積未払配当金を合算した金額と
する。）の支払順位ならびに第１６条に規定する残余財産の分配
順位は、以下に定めるところによる。すなわち、剰余金の配当額
が、各種優先株式の発行に際してそれぞれ決定された１株当りの
優先配当金（以下「各種優先株式優先配当金」という。ただし、
Ｅ種優先株式については、Ｅ種優先配当金にＥ種優先株式累積未
払配当金を合算した金額とする。）に現存する各種優先株式の株
式数を乗じて得られた金額の総合計額に満たない場合は、各種優
先株式について支払う１株当りの優先配当額が各種優先株式優先
配当金に比例する方法により優先配当を行なう。また、残余財産
の分配可能額が、第１６条に規定する各種優先株式に関する１株
当りの残余財産分配額に現存する各種優先株式の株式数を乗じて
得られた金額の総合計額に満たない場合、各種優先株式について
支払う１株当りの分配額が第１６条に規定する各種優先株式に関
する１株当りの残余財産分配額に比例する方法により分配を行な
う。 

 
第第第第３３３３章章章章    株株株株    主主主主    総総総総    会会会会    

 
（総会の招集） 
第２４条 当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招集し、臨
時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 

（総会の招集者） 
第２５条 現行のとおり 
（総会の議長） 
第２６条 現行のとおり 
（決議の方法） 
第２７条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある
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なう。 

２ 会社法第３０９条第２項に規定する株主総会の決議は、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以上をもって行なう。 
（議決権の代理行使） 
第２８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。この場合において
は、株主または代理人は、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。 

（議事録） 
第２９条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果なら
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ま
たは記録する。 

（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） 
第３０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、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべ
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
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（種類株主総会） 
第２８条 第２４条、第２６条および第２７条の規定は、種類株主
総会にこれを準用する。 

 
第第第第４４４４章章章章    取締役取締役取締役取締役およびおよびおよびおよび取締役会取締役会取締役会取締役会    

    
（取締役の員数） 
第２９条 当会社の取締役は２５名以内とする。 
（取締役の選任） 
第３０条 取締役は株主総会において選任する。 
２ 取締役の選任の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これを行なう。 

 
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。 
（取締役の任期） 
第３１条 取締役の任期は就任後２年内の最終の決算期に関する定
時株主総会の終結の時までとする。 

２ 増員として選任された取締役また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、他の在任取締役の
任期の満了すべき時までとする。 

（代表取締役） 
第３２条 取締役会の決議により代表取締役を定める。代表取締役
は会社を代表し、取締役会の決議に基づき会社の業務を統理す
る。 

（役付取締役） 
第３３条 取締役会の決議をもって取締役会長、取締役社長各１
名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役その他の役付取締役
各若干名を選任することができる。 

（取締役会の招集） 
第３４条 （条文省略） 

〔新設〕 
 
（取締役会の決議） 
第３５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
によって決定する。 

〔新設〕 
 
 
 
 
 
（取締役会規程） 
第３６条 取締役会については法令または定款に定めるものの外取
締役会の定める取締役会規程による。 

（取締役の報酬および退職慰労金） 
第３７条 取締役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議によ
って定める。 

 
 

第第第第５５５５章章章章    監査役監査役監査役監査役およびおよびおよびおよび監査役会監査役会監査役会監査役会    
 
（監査役の員数） 
第３８条 当会社の監査役は４名以内とする。 
（監査役の選任） 
第３９条 監査役は株主総会において選任する。 
２ 監査役の選任の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これを行なう。 

 
（監査役の任期） 
第４０条 監査役の任期は就任後４年内の最終の決算期に関する定
時株主総会の終結の時までとする。 

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べき時までとする。 

〔新設〕 
 
（監査役会の招集） 
第４１条 監査役会の招集は各監査役に対して会日の３日前までに
通知するものとする。 

たものとみなすことができる。 
（種類株主総会） 
第３１条 第２６条、第２８条および第２９条の規定は、種類株主
総会にこれを準用する。 

 
第第第第４４４４章章章章    取締役取締役取締役取締役およびおよびおよびおよび取締役会取締役会取締役会取締役会    

    
（取締役の員数） 
第３２条 当会社の取締役は、２５名以内とする。 
（取締役の選任） 
第３３条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 
２ 取締役の選任の決議は、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
数をもって行なう。 

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） 
第３４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
ち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 

２ 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役
の任期の満了する時までとする。 
 
（代表取締役） 
第３５条 取締役会の決議により代表取締役を選定する。代表取締
役は会社を代表し、取締役会の決議に基づき会社の業務を統理す
る。 

（役付取締役） 
第３６条 取締役会の決議により取締役会長、取締役社長各１名、
取締役副社長、専務取締役、常務取締役その他の役付取締役各若
干名を選定することができる。 

（取締役会の招集） 
第３７条 現行のとおり 
２ 取締役およ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。 

（取締役会の決議） 
第３８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、その過半数をもって行なう。 

２ 前項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的であ
る事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役
（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の
全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
（監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当
該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。 

（取締役会規程） 
第３９条 取締役会については法令または定款に定めるもののほ
か、取締役会の定める取締役会規程による。 

（取締役の報酬等） 
第４０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。 

 
第第第第５５５５章章章章    監査役監査役監査役監査役およびおよびおよびおよび監査役会監査役会監査役会監査役会    

 
（監査役の員数） 
第４１条 当会社の監査役は、４名以内とする。 
（監査役の選任） 
第４２条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 
２ 監査役の選任の決議は、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
をもってこれを行なう。 

（監査役の任期） 
第４３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
ち最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 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。 
（常勤の監査役） 
第４４条 常勤の監査役は、監査役会の決議により選定する。 
（監査役会の招集） 
第４５条 監査役会の招集は各監査役に対して会日の３日前までに
通知するものとする。ただし、緊急を要する場合はこれを短縮す
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〔新設〕 

 
（監査役会の決議） 
第４２条 監査役会の決議は法令に別段の定めある場合を除き、そ
の過半数によって決定する。 

（監査役会規程） 
第４３条 監査役会については法令または定款に定めるものの外監
査役会の定める監査役会規程による。 

（監査役の報酬および退職慰労金） 
第４４条 監査役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議によ
って定める。 

 
第第第第６６６６章章章章    計計計計                        算算算算    

 
（決算期） 
第４５条 当会社の決算期は毎年３月３１日とする。 
 
（利益金の処分） 
第４６条 毎決算期の利益金は株主総会の承認を得て処分する。 
 
（利益配当金の支払） 
第４７条 当会社の利益配当金（優先配当金を含む。）は毎決算期
最終の株主名簿等に記載または記録された株主（優先株主を含
む。）または登録質権者（優先登録質権者を含む。）に支払う。 

２ 前項の利益配当金（優先配当金を含む。）は支払開始の日から
満３年を経過したときは、その支払の義務を免れるものとする。 

〔新設〕 
 
 

ることができる。 
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） 
第４６条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、
その過半数をもって行なう。 
（監査役会規程） 
第４７条 監査役会については法令または定款に定めるもののほ
か、監査役会の定める監査役会規程による。 

（監査役の報酬等） 
第４８条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 
 
 

第第第第６６６６章章章章    計計計計                        算算算算    
 
（事業年度） 
第４９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） 
第５０条 当会社は、剰余金を配当しようとするときは、株主総会
の決議によってこれを行なう。 

（剰余金配当の基準日） 
第５１条 当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿等に記載ま
たは記録された株主（優先株主を含む。）または登録株式質権者
（優先登録株式質権者を含む。）に対し、剰余金の配当を行なう。 

〔削除〕 
 
（配当金の除斥期間） 
第５２条 配当金（優先配当金を含む。）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。 

 

以 上 


