
 

平成 18 年 5 月 19 日 

 

各 位 

会 社 名 ダイア建設株式会社 

代表者名 代表取締役社長 山口 仁司 

（コード番号 8858 東証第２部） 

問合せ先 人事総務部部長 本橋 安彦 

                            （ＴＥＬ 03-3205-5571 ）   

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 18 年 5 月 19 日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 31 回 

定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、 

お知らせ致します。 

 

記 

 

１．変更の理由 

   （１） 事業領域の拡大および今後の事業展開に備え、現行定款第２条（目的）に「銀行代理 

業」を追加するものであります。 

 （２） 現行定款第４条（公告の方法）に定める当社の公告の方法をインターネットのホーム 

ページ上に掲載する電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告がで 

きない場合の措置を定めるものであります。 

（３） 「会社法」（平成 17 年法律第 86 号） 及び「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） が施行されたことに伴い、以下のとおり変更す 

るものであります。 

① 従来の株主総会の招集地に係る制限が廃止され、新たにその招集地については定款に規 

定することができるため第12条（招集地）を新設するものであります。 

② 株主総会招集に際し株主総会参考書類等の一部をインターネットで開示した場合、株主 

の皆様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、第 

15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 会社法第310条第５項の規定に従い、 株主総会における代理人による議決権の行使につ 

いて、代理人の数を定めるため、現行定款第13条（議決権の代理行使）を変更するもの 

であります。  
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④ 取締役会の決議の省略（書面決議）が認められるようになったことに伴い、経営判断を 

より機動的かつ効率的に行えるように、現行定款第20条（決議）に第２項を新設するも 

のであります。 

⑤ 上記のほか、会社法の施行に伴い定款に定めがあるとみなされる事項について、条文の 

新設、変更、所要の文言の整備を行い、併せて定款上で引用する条文を会社法の相当条 

文に変更するとともに旧商法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、一部表現の 

変更や字句の修正等、所要の変更を行うものであります。 

 

   （４） その他全般にわたり、一部表現の変更や字句の修正等を行うとともに、条数及び項数 

等の調整を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

  定款変更の内容は、別紙のとおりです。 

 

以 上 
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別 紙                                 下線は変更部分を示します。 
現行定款 変更案 

第１章 総 則 
第１条 （商 号） 
  当会社は、ダイア建設株式会社と称し英文では、 
ＤＩＡ ＫＥＮＳＥＴＳＵ Ｃｏ．， ＬＴＤ．と表 
示する。 
 
第２条 （目 的）  

 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。  

（１）宅地建物取引業 

（２）住宅地造成業 

（３）不動産の賃貸借に関する業務 

（４）建設の請負および施工業務 

（５）管工事、機械器具設置工事、消防施設工事に 

関する請負業務 

（６）左官工事、石工事、鉄筋工事、ガラス工事、 

防水工事、とび・土工工事、鋼構造物工事、板 

金工事、塗装工事、建具工事に関する請負業務 

（７）タイル工事、内装仕上げ工事、造園工事に関 

する請負業務 

（８）建築物の設計および工事監理 

（９）不動産特定共同事業法に基づく事業 

（10）住宅設備器具および建設設備機具一式の販売 

並びにリース 

（11）家具、室内装飾物、貴金属および衣料品、日 

用雑貨品、食料品の販売並びに輸出入 

（12）レジャー施設の経営およびホテル、旅館の経 

営 

（13）損害保険代理業 

（14）クラブ会員券の募集および受託に関する業務 

（15）水産事業に関する業務 

（新設） 

（16）前各号に附帯または関連する一切の業務 

 

第３条 （本店の所在地） 

 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。 

 
 

第１章 総 則 
第１条 （商 号） 
（現行どおり） 

 
 
 
第２条 （目 的） 
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 
（１）～（15） 

 （現行どおり） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（16）銀行代理業 

（17）前各号に附帯または関連する一切の業務 

 

第３条 （本店の所在地） 

 （現行どおり） 
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現行定款 変更案 
（新設） 

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

 

 

第２章 株 式 

第５条 （発行する株式の総数）  

 当会社の発行する株式の総数は、７億８，４００ 
万株とし、このうち、６億５，０６６万９，０００ 
株は普通株式、２，６６６万６，０００株はＡ種優 
先株式、５，３３３万２，０００株はＢ種優先株式、 
５，３３３万３，０００株はＣ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、それぞれこれに相当する株式数を減じ 
る。 
 
（新設） 

 
 
第６条 （１単元の株式の数および単元未満株券の 
不発行） 

 当会社の普通株式の１単元の株式の数は１００株 

とし、優先株式の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。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ない。 

第４条 （機 関） 
 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 
 
第５条 （公告方法） 
 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は、日本経済新聞 
に掲載して行う。 
 

第２章 株 式 

第６条 （発行可能株式総数）  

 当会社の発行可能株式総数は、７億８，４００万 
株とし、６億５，０６６万９，０００株は普通株式 
の発行可能種類株式総数、２，６６６万６，０００ 
株はＡ種優先株式の発行可能種類株式総数、５，３ 
３３万２，０００株はＢ種優先株式の発行可能種類 
株式総数、５，３３３万３，０００株はＣ種優先株 
式の発行可能種類株式総数とする。 
 
 
 
第７条 （株券の発行）

 当会社は、株式に係る株券を発行する。 
 
第８条 （単元株式数および単元未満株券の不発行）

  

当会社の普通株式の単元株式数は１００株とし、 

優先株式の単元株式数は５００株とする。 

 

② 当会社は、単元株式数に満たない株式（ 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 

の限りでない。 
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現行定款 変更案 
第７条 （株式取扱規則） 

 当会社の株券の種類、株式の名義書換、質権の登 
録および抹消、信託財産の表示および抹消、株券の 
再発行、単元未満株式の買取り、その他株式に関す 
る手続きおよびその手数料については、取締役会の

定める株式取扱規則による。 
 
第８条 （名義書換代理人） 

 当会社は、株式につき名義書換代理人を置く。 

② 当会社の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り選定する。

③ 当会社の株主名簿および実質株主名簿ならびに

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、質権の登録および抹 
消、信託財産の表示および抹消、株券の再発行、単

元未満株式の買取り、その他株式に関する事務は名 
義書換代理人に取扱わせる。

 
第９条 （基準日） 

 当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿およ 

び実質株主名簿に記載または記録された議決権を有 

する株主（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 

使すべき株主とする。 

② 前項のほか必要があるときは、取締役会の決議 
によりあらかじめ公告して、一定の日の最終の株主 
名簿および実質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。 
 
第２章の２ 優先株式 
第９条の２ （優先株式配当金） 
 当会社は、第３４条に定める利益配当を行うとき 
は、各決算期の最終の株主名簿に記載または記録さ 
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。）またはＡ種優先株式の登録質権者（ 
以下「Ａ種優先登録質権者」という。） に対し、各 
決算期の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載 

第９条 （株式取扱規則） 

 当会社の株主（実質株主を含む。 以下同じ。）の 
権利行使、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則による。 
 
 
第10条 （株主名簿管理人） 

 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（実質株主名簿を含む。以下 
同じ。）、株券喪失登録簿および新株予約権原簿の作 
成および備置き、その他の株式および新株予約権に 
関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、 
当会社においては取扱わない。 
 
 
 （変更案第13条へ移行） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２章の２ 優先株式 
第10条の２ （優先株式配当金） 

 当会社は、第３９条に定める剰余金の配当を行う 
ときは、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載ま 
たは記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「 
Ａ種優先株主」という。） またはＡ種優先株式の登 
録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」と 
いう。） に対し、毎年３月３１日の最終の株主名簿 
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現行定款 変更案 
また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。）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、第３３ 
期営業年度までの各営業年度にかかる利益配当金に 
ついてはＡ種優先株式１株につき６円を、第３４期 
営業年度以降の各営業年度にかかる利益配当金につ 
いてはＡ種優先株式１株につき９円を上限として、 
Ａ種優先株式の発行に際して取締役会の決議をもっ 
て定める額の利益配当金（以下「Ａ種優先株式配当 
金」という。）を支払う。 ただし、当該営業年度に 
おいて次条に定める優先中間配当金を支払ったとき 
は、当該優先中間配当金を控除した額とする。 
 
② 当会社は、第３４条に定める利益配当を行うと 
きは、各決算期の最終の株主名簿に記載または記録 
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。） またはＢ種優先株式の登録質権者 
（以下「Ｂ種優先登録質権者」 という。）に対し、 
各決算期の最終の株主名簿および実質株主名簿に記 
載または記録された普通株主または普通登録質権者 
に先立ち、第３３期営業年度までの各営業年度にか 
かる利益配当金についてはＢ種優先株式１株につき 
６円を、第３４期営業年度以降の各営業年度にかか 
る利益配当金についてはＢ種優先株式１株につき１ 
５円を上限として、Ｂ種優先株式の発行に際して取 
締役会の決議をもって定める額の利益配当金（以下 
「Ｂ種優先株式配当金」という。）を支払う。ただし、 
当該営業年度において次条に定める優先中間配当金 
を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した 
額とする。 
③ 当会社は、第３４条に定める利益配当を行うと 
きは、各決算期の最終の株主名簿に記載または記録 
されたＣ種優先株式を有する株主（以下「Ｃ種優先 
株主」といい、Ａ種優先株主及びＢ種優先株主とあ 
わせて「優先株主」という。） またはＣ種優先株式 
の登録質権者（以下「Ｃ種優先登録質権者」といい、 
Ａ種優先登録質権者及びＢ種優先登録質権者とあわ 
せて「優先登録質権者」という。） に対し、各決算 

に記載また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。） 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、第３３期事業年度までの各事業年度にか 
かる剰余金の配当についてはＡ種優先株式１株につ 
き６円を、第３４期事業年度以降の各事業年度にか 
かる剰余金の配当についてはＡ種優先株式１株につ 
き９円を上限として、Ａ種優先株式の発行に際して 
取締役会の決議をもって定める額の配当金 （ 以下 
「Ａ種優先株式配当金」という。）を支払う。ただし、 
当該事業年度において次条に定める優先中間配当金 
を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した 
額とする。 
② 当会社は、第３９条に定める剰余金の配当を行 
うときは、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載 
または記録されたＢ種優先株式を有する株主（以下 
「Ｂ種優先株主」という。） またはＢ種優先株式の 
登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」 
という。） に対し、毎年３月３１日の最終の株主名 
簿に記載または記録された普通株主または普通登録 
株式質権者に先立ち、第３３期事業年度までの各事 
業年度にかかる剰余金の配当についてはＢ種優先株 
式１株につき６円を、第３４期事業年度以降の各事 
業年度にかかる剰余金の配当についてはＢ種優先株 
式１株につき１５円を上限として、Ｂ種優先株式の 
発行に際して取締役会の決議をもって定める額の配 
当金 （以下「Ｂ種優先株式配当金」という。）を支 
払う。ただし、当該事業年度において次条に定める 
優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配 
当金を控除した額とする。 
③ 当会社は、第３９条に定める剰余金の配当を行 
うときは、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載 
または記録されたＣ種優先株式を有する株主（以下 
「Ｃ種優先株主」といい、Ａ種優先株主及びＢ種優 
先株主とあわせて「優先株主」という。） またはＣ 
種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先登録 
株式質権者」といい、Ａ種優先登録株式質権者及び 
Ｂ種優先登録株式質権者とあわせて「優先登録株式 
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現行定款 変更案 
期の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載また 
は記録された普通株主または普通登録質権者に先立 
ち、第３３期営業年度までの各営業年度にかかる利 
益配当金についてはＣ種優先株式１株につき６円を、 
第３４期営業年度以降の各営業年度にかかる利益配 
当金についてはＣ種優先株式１株につき２１円を上 
限として、Ｃ種優先株式の発行に際して取締役会の 
決議をもって定める額の利益配当金（以下「Ｃ種優 
先株式配当金」といい、Ａ種優先株式配当金及びＢ 
種優先株式配当金とあわせて「優先株式配当金」と 
いう。）を支払う。ただし、 当該営業年度において 
次条に定める優先中間配当金を支払ったときは、当 
該優先中間配当金を控除した額とする。 
 
④ 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う利益配当金の額が優先株式配 
当金の額に達しないときは、その不足額(以下｢未払 
配当金｣という。)  は翌営業年度以降に累積し、累 
積した未払配当金(以下「累積未払配当金」という。) 
については、優先株式配当金に先立って、これを優 
先株主または優先登録質権者に対して支払う。ただ 
し、第３４期営業年度以降の各営業年度にかかる未 
払配当金は、翌営業年度以降に累積しない。 
⑤優先株主または優先登録質権者に対しては、優先 
株式配当金を超えて利益配当を行わない。 
  
第９条の３ （優先中間配当金） 
当会社は、第３５条に定める中間配当を行うとき 

は、毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載または 
記録された優先株主または優先登録質権者に対し、 
毎年９月３０日の最終の株主名簿および実質株主名 
簿に記載または記録された普通株主または普通登録 
質権者に先立ち、優先株式１株につき優先株式配当 
金の２分の１に相当する額を上限として、優先株式 
の発行に際して取締役会の決議で定める額の金銭（ 
本定款において「優先中間配当金」という。） を支 
払う。 
 

質権者」という。） に対し、毎年３月３１日の最終 
の株主名簿に記載または記録された普通株主または 
普通登録株式質権者に先立ち、第３３期事業年度ま 
での各事業年度にかかる剰余金の配当についてはＣ 
種優先株式１株につき６円を、第３４期事業年度以 
降の各事業年度にかかる剰余金の配当についてはＣ 
種優先株式１株につき２１円を上限として、Ｃ種優 
先株式の発行に際して取締役会の決議をもって定め 
る額の配当金（以下「Ｃ種優先株式配当金」といい、 
Ａ種優先株式配当金及びＢ種優先株式配当金とあわ 
せて「優先株式配当金」という。）を支払う。ただし、 
当該事業年度において次条に定める優先中間配当金 
を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した 
額とする。 
④ 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う配当金の額が優先株式配 
当金の額に達しないときは、その不足額(以下｢未払 
配当金｣という。) は翌事業年度以降に累積し、累 
積した未払配当金(以下「累積未払配当金」という。) 
については、優先株式配当金に先立って、これを優 
先株主または優先登録株式質権者に対して支払う。 
ただし、第３４期事業年度以降の各事業年度にかか 
る未払配当金は、翌事業年度以降に累積しない。 
⑤ 優先株主または優先登録株式質権者に対しては、 
優先株式配当金を超えて剰余金の配当を行わない。 
 
第10条の３ （優先中間配当金） 

当会社は、第４０条に定める中間配当を行うとき 
は、毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載または 
記録された優先株主または優先登録株式質権者に対 
し、毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載または 
記録された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株につき優先株式配当金の２分の 
１に相当する額を上限として、優先株式の発行に際し 
て取締役会の決議で定める額の金銭（本定款におい 
て「優先中間配当金」という。） を支払う。 
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現行定款 変更案 
第９条の４ （残余財産の分配） 
当会社は、残余財産の分配をするときは、優先株 
主または優先登録質権者に対し、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３００ 
円および累積未払配当金相当額の合計額を支払う。 
 
② 優先株主または優先登録質権者に対しては、前 
項のほか、残余財産の分配は行わない。 
 
第９条の５ （議決権）  
優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、 
株主総会において議決権を有しない。 
 
第９条の６ （普通株式への転換予約権） 
優先株主は、優先株式の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。 
 
 
 （新設） 
 
 
 （新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第９条の７ （強制転換条項）  
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１株は、同期間の末日の翌日（以下本条に 
おいて「一斉転換基準日」という。） 以降の取締役 
会で定める日をもって、優先株式１株の払込金相当 

第10条の４ （残余財産の分配） 

当会社は、残余財産の分配をするときは、優先株 
主または優先登録株式質権者に対し、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３００円および累積未払配当金相当額の合計額を 
支払う。 
② 優先株主または優先登録株式質権者に対しては、 
前項のほか、残余財産の分配は行わない。 
 
第10条の５ （議決権）  
優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、 
株主総会において議決権を有しない。 
 
第10条の６ （普通株式への転換請求権）  
優先株主は、次項および第三項の定めに従い、優 
先株式の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、優先株主が有する優先株式を 
取得し、これを引換えに普通株式を交付すること（ 
以下「転換」という。）を請求することができる。 
② 前項の転換を請求し得べき期間は、平成２０年 
１２月 1日以降で、発行に際して取締役会の決議で 
定める期間とする。 
③ 第 1項の転換の条件は、転換により交付すべき 
普通株式の数を、優先株式の払込金相当額を転換価 
額で除して得られる数とするものとする。転換価額 
は、当会社の普通株式の時価を踏まえて発行に際し 
て取締役会決議で定める額とし、当該取締役会決議 
により転換価額の修正及び調整の方法を定めること 
ができるものとする。転換により交付すべき普通株 
式の数に 1株に満たない端数がある場合には、これ 
を切り捨てるものとする。 
 
第10条の７ （強制転換条項）  

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を、同期間の末日の翌日（以下 
本条において「一斉転換基準日」という。） 以降の 
取締役会で定める日をもって取得し、優先株式１株 
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現行定款 変更案 
額および累積未払配当金相当額の合計額を、一斉転 
換基準日に先立つ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。） で除して得られ 
る数の普通株式となる。ただし、平均値の計算は円 
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。この場合、当該平均値が、優先株式の 
発行に際して取締役会の決議で定める下限転換価額 
を下回る場合は、優先株式１株は、優先株式１株の 
払込金相当額および累積未払配当金相当額の合計額 
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。 
 
② 前項に定める普通株式の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 
条に定める方法によりこれを取り扱う。 
 
第９条の８ （優先順位）  
優先株式相互の優先株式配当金、優先中間配当金 
及び累積未払配当金の支払、並びに残余財産の分配 
の順位は同順位とする。 
 
第９条の９ （株式の併合または分割、新株引受権、 
買受、消却）  
当会社は、法令に定める場合を除き、優先株式に 
ついて、株式の併合または分割を行わない。当会社 
は、優先株主に対しては、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。当会社は、株主に配当すべき利益をもって普通 
株式、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式またはＣ種優先 
株式のいずれか一つのみ、二つのみ、三つのみまた 
は全部の種類につきその全部または一部の買受けを 
行うことができる。当会社は、取締役会の決議をも 
って、その有する普通株式、Ａ種優先株式、Ｂ種優 
先株式またはＣ種優先株式のいずれか一つのみ、二 
つのみ、三つのみまたは全部の種類につきその全部 
または一部の消却を行うことができる。 

と引換えに、優先株式１株の払込金相当額および累 
積未払配当金相当額の合計額を、一斉転換基準日に 
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。） で除して得られる数の普通 
株式を交付する。ただし、平均値の計算は円位未満 
小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入 
する。この場合、当該平均値が、優先株式の発行に 
際して取締役会の決議で定める下限転換価額を下回 
る場合は、優先株式１株と引換えに、優先株式１株 
の払込金相当額および累積未払配当金相当額の合計 
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。 
② 前項に定める普通株式の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２３ 
４条に定める方法によりこれを取り扱う。 
 
第10条の８ （優先順位） 

優先株式相互の優先株式配当金、優先中間配当金 
及び累積未払配当金の支払、並びに残余財産の分配 
の順位は同順位とする。 
 
第10条の９ （株式の併合または分割、募集株式の 

割当て等） 

当会社は、法令に定める場合を除き、優先株式に 
ついて、株式の併合または分割を行わない。当会社 
は、優先株主に対しては、募集株式または募集新株 
予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無 
償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。 
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現行定款 変更案 
第９条の１０ （優先株式配当金の除斥期間） 
第３６条の規定は、優先株式配当金及び優先中間 
配当金の支払について、これを準用する。 
 
第３章 株主総会 
第10条 （招 集） 

当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日から３ 
カ月以内に招集し、臨時株主総会はその必要に応じ 
て随時これを招集する。 
 
（新設） 
 

 

 （現行定款第９条より移行） 

 

 

 

 

 

 

第11条 （招集者および議長） 

株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、 
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。ただし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た順序により、他の 
取締役がこれに代る。 
 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

第10条の１０ （優先株式配当金の除斥期間） 

第４１条の規定は、優先株式配当金及び優先中間 
配当金の支払について、これを準用する。 
 
第３章 株主総会 
第11条 （招 集） 

当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招集 
し、臨時株主総会はその必要に応じて随時これを招 
集する。 
 

第12条 （招集地） 

株主総会は、東京都区内においてこれを招集する。 
 
第13条 （基準日） 

当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記 
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。 
② （削除） 
 
第14条 （招集権者および議長） 

株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 
取締役会の決議によって取締役社長がこれを招集し、 
議長となる。ただし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。 
 
第15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） 

 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（当 
該連結計算書類に係る会計監査報告および監査報告 
を含む。） 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 
対して提供したものとみなすことができる。 
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現行定款 変更案 
第12条 （決議の方法） 

株主総会の決議は法令または本定款に別段の定め 
ある場合のほか出席した株主の議決権の過半数をも 
ってこれを行う。 
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行う。 
 
 
第13条 （議決権の代理行使） 

株主またはその法定代理人は、当会社の議決権を 
有す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。 
② 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証 
する書面を当会社に提出しなければならない。 
 
第13条の２ （種類株主総会） 

第10条、第11条および第13条の規定は、種類株主 

総会についてこれを準用する。 
 
（新設） 

 
 
 
第４章 取締役および取締役会 
第14条 （員 数） 

当会社の取締役は３０名以内とする。 
 
第15条 （選 任） 

（新設） 
当会社の取締役は、株主総会において、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 
議決権の過半数の決議によって選任する。 
② 当会社の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。 
 
第16条 （任 期） 

取締役の任期は、就任後１年内の最終の決算期に 

第16条 （決議の方法） 

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 会社法第３０９条第２項に定める決議は、当該 
株主総会において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。 
 
第17条 （議決権の代理行使） 

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。 
 
② 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。 
 
第17条の２ （種類株主総会） 

第11条、第12条、第14条、第15条および第17条の 

規定は、種類株主総会についてこれを準用する。 

 

第18条 （議事録） 

 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより 

書面をもって作成する。  

 

第４章 取締役および取締役会 
第19条 （員 数） 

（現行どおり） 
 
第20条 （選任方法） 

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もの 
とする。 
 
第21条 （任 期） 

取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業 
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現行定款 変更案 
関する定時株主総会終結の時までとする。 
 
 
第17条 （代表取締役および役付取締役） 

当会社を代表する取締役は、取締役会の決議によ 
り選任する。 
② 当会社は取締役会の決議により取締役会長、取 
締役社長、各１名のほか取締役副会長、取締役副社 
長、専務取締役および常務取締役各若干名を選任す 
ることができる。 
 
第18条 （招集者および議長） 

取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、 
取締役会の定めに従い取締役会長または取締役社長 
がこれを招集し、議長となる。 
② 前項の取締役会長または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た順序により、 
他の取締役がこれに代る。 
 

 

第19条 （招集通知） 

取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役 
に対し、会日より３日前に発するものとする。ただし、 
緊急を要する場合には、この期間を短縮することが 
できる。 
 
第20条 （決 議） 

取締役会の決議は、取締役の過半数の出席により 
その出席取締役の過半数をもってこれを行う。 
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 

 

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。 
 
第22条 （代表取締役および役付取締役） 

代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 
 
② 取締役会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、専務取締 
役、常務取締役各若干名を定めることができる。 
 
 
第23条 （取締役会の招集権者および議長） 

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 
取締役会長または取締役社長がこれを招集し、議長 
となる。 
② 前項の取締役会長または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。 
 

第24条 （取締役会の招集通知） 

取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取 
締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急 
を要する場合には、この期間を短縮することができ 
る。 
 
第25条 （取締役会の決議方法等） 

 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う。 
② 前項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の 
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 
ときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議が 
あったものとみなす。ただし、監査役が当該提案に 
ついて異議を述べたときはこの限りではない。 
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現行定款 変更案 
第21条 （議事録） 

取締役会における議事の経過の要領およびその結 
果については、これを議事録に記載し、出席した取 
締役および監査役がこれに記名押印する。 
 

第22条 （取締役会規則） 

取締役会に関する事項は、法令または本定款に別 
段の定めある場合のほか、取締役会の定める取締役 
会規則による。 
 
第23条 （報酬および退職慰労金）   

取締役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決 

議をもって定める。 

 
 
第 5章 監査役および監査役会 
第24条 （員 数） 

当会社の監査役は５名以内とする。 

 

第25条 （選 任） 

（新設） 

当会社の監査役は、株主総会において、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 

議決権の過半数の決議によって選任する。 

 

第26条 （任 期） 

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終結の時までとする。 

 

② 任期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。 

 

第27条 （常勤監査役） 

 監査役は互選により常勤の監査役を定める。 

 

 

 

第26条 （取締役会の議事録） 

 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより 
書面もって作成し、出席した取締役および監査役は、

これに記名押印を行う。 
 

第27条 （取締役会規則） 

取締役会に関する事項は、法令または本定款のほ 
か、取締役会において定める取締役会規則による。 
 
 
第28条 （報酬等）   

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 5章 監査役および監査役会 
第29条 （員 数） 

（現行どおり） 

 

第30条 （選任方法） 

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。 

 
第31条 （任 期） 

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終結の 

時までとする。 

② 任期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。 

 

第32条 （常勤の監査役） 

 常勤の監査役は、監査役会の決議によって選定す 

る。 
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現行定款 変更案 
第28条 （招集通知） 

 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日よ 

り３日前に発するものとする。ただし、緊急を要す 

る場合には、この期間を短縮することができる。 

 

第29条 （決 議） 

 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合の 

ほか、監査役の過半数をもってこれを行う。 

 

第30条 （議事録） 

監査役会における議事の経過の要領および、その 

結果については、これを議事録に記載し、出席した 

監査役がこれに記名押印する。 

 

第31条 （監査役会規則） 

 監査役会に関する事項は、法令または本定款に別 

段の定めある場合のほか、監査役会の定める監査役 

会規則による。 

 

第32条 （報酬および退職慰労金） 

 監査役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決 

議をもって定める。 

 

第６章 計 算 
第33条 （営業年度および決算期） 

 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34条 （利益配当金） 

 当会社の利益配当金は、毎決算期の最終の株主名 

簿および実質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支払うものとする。 

 

第35条 （中間配当金） 

 当会社は、取締役会の決議により、毎年９月３０ 

日の最終の株主名簿および実質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に定める金銭の分配（以下「中間配当」

第33条 （監査役会の招集通知） 

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。ただし、緊急を要する場合には、

この期間を短縮することができる。 

 

第34条 （監査役会の決議方法） 

 監査役会の決議は、監査役の過半数をもってこれを

行う。 

 

第35条 （監査役会の議事録） 

監査役会の議事録は、法令で定めるところにより 
書面をもって作成し、出席した監査役は、これに記 
名押印を行う。 
 

第36条 （監査役会規則） 

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。 
 

 

第37条 （報酬等） 

 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定め 

る。 

 

第６章 計 算 
第38条 （事業年度） 

 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 

３１日までとする。 

 

第39条 （剰余金の配当） 

 当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記 

載または記録された株主または登録株式質権者に対 

して、剰余金の配当を行うことができる。 

 

第40条 （中間配当） 

 当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月３ 

０日の最終の株主名簿に記載または記録された株主 

または登録株式質権者に対し、会社法第４５４条第 

５項に定める剰余金の配当（以下「中間配当」という。）
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現行定款 変更案 
という。）をすることができる。 

 

第36条 （除斥期間） 

 当会社の利益配当金、中間配当金またはその他諸 

交付金が、その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、当会社はその支払の義 

務を免れるものとする。 

 

を行うことができる。 

 

第41条 （剰余金の配当等の除斥期間） 

 剰余金の配当（中間配当を含む。）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、当会社はその支払の義務を免れる。 

 

 


