
 

  

平成 18 年 5 月 19 日 

各  位 

会 社 名  株式会社 琉  球  銀  行 

代表者名  取締役頭取 大城 勇夫   
コード番号 8399 (東証第一部、福証)   
問合せ先  取締役総合企画部長 金城 棟啓  
電  話  098-860-3787 

 
 

(訂正) 資本政策に関する重要な施策について 

 

 

本日開示いたしました「資本政策に関する重要な施策について」に、一部訂正があ

りますのでお知らせします。 

 

 

記 

 

訂正前                 訂正後 

お問い合せ先  電話番号 098-860-1212  電話番号 098-860-3787 

 

 

 

 

以上 
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平成 18 年 5 月 19 日 

各  位 

会 社 名  株式会社 琉  球  銀  行 

代表者名  取締役頭取 大城 勇夫   
コード番号 8399 (東証第一部、福証)   
問合せ先  取締役総合企画部長 金城 棟啓  
電  話  098-860-3787 

 
 

資本政策に関する重要な施策について 
 
 
当行は、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 28 日に開

催を予定している当行第 90 期定時株主総会に、自己株式（優先株式）取得枠の設定、

取締役会決議による自己株式取得に係る定款変更、資本準備金および利益準備金の減

少について付議することを決議しました。 
また、同取締役会において本年 7 月 27 日に当行臨時株主総会ならびに普通株主お

よび優先株主による種類株主総会を開催し、第二種優先株式に係る定款変更について

付議することを決議しましたのでお知らせします。このほか、同取締役会において社

債の発行も決定しましたので、あわせてお知らせします。 
なお、上記各株主総会に付議される議案の概要は下記のとおりです。これらの施策

は、市場の活用を含む機動的かつ柔軟な資本政策の実現に向けて、公的資金の早期返

済も視野に入れつつ、適用法令等に係る所要の措置を講じるものでありますが、具体

的な事項に関しては現段階において決定しておりません。 
 
 

記 
 
 
1. 自己株式（優先株式）取得枠の設定：定時株主総会に付議 
 
(1) 自己株式取得の法令上の根拠条項 
会社法第 156 条の規定に基づき有償で取得するものです。 

 
(2) 自己株式取得枠設定の理由 
公的資金の返済を視野に入れつつ、必要に応じて機動的な資本政策の遂行を可能に

することを目的としています。なお、具体的な事項に関しては現段階で決定しており

ません。 
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(3) 自己株式取得の内容 
① 取得する株式の種類および数 

第一回優先株式 
上限 8,000 千株（第一回優先株式発行済株式数に対する割合 100％） 

② 株式を取得するのと引き換えに交付する金銭等の内容およびその総額 
金銭を交付するものとし、その上限は 490 億円とする。 

③ 株式を取得することができる期間 
平成 18 年 6 月 28 日開催予定の当行第 90 期定時株主総会終結の時から

1 年間 
 
2. 取締役会決議による自己株式取得に係る定款変更：定時株主総会に付議 
 
(1) 定款変更の目的 
必要に応じて機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的としています。 

 
(2) 定款変更の内容 
変更の内容は次のとおりです。なお、以下の内容は取締役会決議による自己株式の

取得に係る変更箇所を記載しており、その他の会社法施行等に伴う改定については別

途お知らせします。 
 

現行定款 変更案 
 
新設 

（自己株式の取得） 

第 6 条 当銀行は、会社法第 165 条第 2 項の

規定に基づき、取締役会の決議によ

り自己の株式を取得することができ

る。 
 

 
(3) 定款変更の日程 

① 取締役会決議日 平成 18 年 5 月 19 日 
② 株主総会決議日（予定） 平成 18 年 6 月 28 日 

 
 
3. 資本準備金および利益準備金の減少ならびにその他資本剰余金およびその他利益

剰余金への振替：定時株主総会に付議 
 
(1) 資本準備金および利益準備金減少の目的 
会社法第 448 条の規定に基づき、今後の資本政策上の柔軟性・機動性を確保するこ

とを目的に、平成 18 年 8 月 14 日を効力発生日として、資本準備金および利益準備金

を減少し、その他資本剰余金およびその他利益剰余金にそれぞれに振り替えることと

します。 
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(2) 資本準備金および利益準備金の減少額 

 
資本準備金減少額 29,632,504,842 円 
利益準備金減少額  1,551,942,322 円 

 
なお、資本準備金減少額および利益準備金減少額はそれぞれ「その他資本剰余金」

および「その他利益剰余金」に組み入れられるため、資本勘定の総額は変わりま

せん。 
 
(3) 資本準備金および利益準備金減少の日程 

① 取締役会決議日 平成 18 年 5 月 19 日 
② 株主総会決議日（予定） 平成 18 年 6 月 28 日 
③ 効力発生日（予定） 平成 18 年 8 月 14 日 
 

なお、効力発生日については上記を予定していますが、債権者異議手続が終了し

ていることが効力発生の条件となります。 
 
 
4. 第二種優先株式に係る定款の一部変更：臨時株主総会に付議 
 
(1) 定款変更の目的 
機動的かつ柔軟な資本政策の実現に向けて、普通株式と引換えの取得（転換）請求

権付優先株式（残余財産分配優先株式）の発行を可能にすることを目的としています。

また、転換後の普通株式だけでなくこの第二種優先株式も自己資本の「基本的項目」

の要件を満たすものを想定しています。なお、本定款変更はあくまで第二種優先株式

の枠を確保するためのもので、発行するかは未定であり、その具体的内容も未定であ

ります。詳細については、今後決定次第速やかにお知らせします。 
 
(2) 定款変更の内容 
変更の内容は次のとおりです。なお、下記の表は定時株主総会に付議することを予

定している会社法施行に伴う優先株式に係る定款変更、臨時株主総会に付議すること

を予定している第二種優先株式発行に係る定款変更および当該変更に伴う第一種優

先株式に係る定款変更を一覧表にまとめたものであります。 
 

（下線部分は臨時株主総会で変更を予定している箇所の変更前・変更後を示します。） 
現行定款 第 90 期定時株主総会変更案 臨時株主総会変更案 

第 2 章 株式 
（発行する株式の総数） 

第 5 条 当銀行の発行する株

式の総数は 7,300 万株と

第 2 章 株式 
（発行可能株式総数） 

第 5 条 当銀行の発行可能株

式総数は 7,300 万株とし、

第 2 章 株式 
（発行可能株式総数） 

第 5 条 当銀行の発行可能株

式総数は 11,160 万株とし、
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現行定款 第 90 期定時株主総会変更案 臨時株主総会変更案 
し、このうち 6,500 万株は

普通株式、800 万株は優先

株式とする。ただし、優先

株式につき消却または普

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。 

6,500 万株は普通株式の発

行可能種類株式総数、800
万株は優先株式の発行可

能種類株式総数とする。 
 

9,900 万株は普通株式の発

行可能種類株式総数、800
万株は第一種優先株式の

発行可能種類株式総数、

460 万株は第二種優先株式

の発行可能種類株式総数

とする。 
 

第 2 章の 2 優先株式 
（優先株主配当金） 
第 11 条の 2 当銀行が第 39

条に定める利益配当を

行うときは、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株につき年

400 円を限度として、発

行に際して取締役会の

決議で定める額の株主

配当金（以下「優先株主

配当金」という）を支払

う。ただし、当該営業年

度において第 11 条の 3
に定める優先中間配当

金を支払ったときは、そ

の額を控除した額とす

る。 
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

払う株主配当金の額が

優先株主配当金の額に

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。 
当銀行は、優先株主ま

たは優先登録質権者に

対し、優先株主配当金の

額を超えて配当しない。 

第 2 章の 2 優先株式 
（優先株主配当金） 
第 13 条の 2 当銀行が第 47

条に定める剰余金の配

当を行うときは、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株につき年 400 円

を限度として、発行に際

して取締役会の決議で

定める額の金銭（以下

「優先株主配当金」とい

う）を支払う。ただし、

当該事業年度において

第 13 条の 3 に定める優

先中間配当金を支払っ

たときは、その額を控除

した額とする。 
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

て支払う剰余金の配当

の額が優先株主配当金

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。 
当銀行は、優先株主ま

たは優先登録株式質権

者に対し、優先株主配当

金の額を超えて配当し

第 2 章の 2 優先株式 
（優先株主配当金） 
第 13 条の 2 当銀行が第 47

条に定める剰余金の配

当を行うときは、第一種

優先株式を有する株主

（以下「第一種優先株

主」という）または第一

種優先株式の登録株式

質権者（以下「第一種優

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、第一種優先株式１株

につき年 400 円を限度と

して、発行に際して取締

役会の決議で定める額

の金銭（以下「第一種優

先株主配当金」という）

を支払う。ただし、当該

事業年度において第 13
条の 3 に定める第一種優

先中間配当金を支払っ

たときは、その額を控除

した額とする。 
ある事業年度におい

て、第一種優先株主また

は第一種優先登録株式

質権者に対して支払う

剰余金の配当の額が第

一種優先株主配当金の

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。 
当銀行は、第一種優先
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現行定款 第 90 期定時株主総会変更案 臨時株主総会変更案 
 ない。 株主または第一種優先

登録株式質権者に対し、

第一種優先株主配当金

の額を超えて配当しな

い。 
② 当銀行は、第二種優先

株式を有する株主（以下

「第二種優先株主」とい

う）または第二種優先株

式の登録株式質権者（以

下「第二種登録株式質権

者」という）に対しては

剰余金の配当を行わな

い。 
 

（優先中間配当金） 
第 11 条の 3 当銀行が第 40

条に定める中間配当を

行うときは、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株につき優

先株主配当金の 2 分の 1
を限度として、発行に際

して取締役会の決議で

定める額の金銭（以下

「優先中間配当金」とい

う）を支払う。 

（優先中間配当金） 
第 13 条の 3 当銀行が第 48

条に定める中間配当を

行うときは、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

につき優先株主配当金

の 2 分の 1 を限度とし

て、発行に際して取締役

会の決議で定める額の

金銭（以下「優先中間配

当金」という）を支払う。

（優先中間配当金） 
第 13 条の 3 当銀行が第 48

条に定める中間配当を

行うときは、第一種優先

株主または第一種優先

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、

第一種優先株式１株に

つき第一種優先株主配

当金の 2 分の 1 を限度と

して、発行に際して取締

役会の決議で定める額

の金銭（以下「第一種優

先中間配当金」という）

を支払う。 
（残余財産の分配） 
第 11条の 4 当銀行の残余財

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、普通株主

または普通登録質権者

に先立ち、１株につき

5,000 円を支払う。 
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を分

配しない。 

（残余財産の分配） 
第 13条の 4 当銀行の残余財

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、普通

株主または普通登録株

式質権者に先立ち、１株

につき 5,000 円の金銭を

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

産を分配しない。 

（残余財産の分配） 
第 13条の 4 当銀行の残余財

産を分配するときは、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、普通株主ま

たは普通登録株式質権

者に先立ち、１株につき

5,000 円の金銭を、他の

種類の優先株主と同順

位にて支払う。 
② 優先株主または優先

登録株式質権者に対し
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現行定款 第 90 期定時株主総会変更案 臨時株主総会変更案 
ては、前項のほか残余財

産を分配しない。 
（議 決 権） 
第 11 条の 6 優先株主は、株

主総会において議決権

を有しない。ただし、定

時株主総会に優先配当

金の支払を受ける旨の

議案が提出されないと

きはその株主総会より、

優先配当金の支払を受

ける旨の議案が定時株

主総会において否決さ

れたときはその株主総

会終結の時より、優先配

当金の支払を受ける旨

の決議がなされる時ま

で議決権を有するもの

とする。 

（議 決 権） 
第 13 条の 5 優先株主は、株

主総会において議決権

を有しない。ただし、定

時株主総会に優先株主

配当金の支払を受ける

旨の議案が提出されな

いときはその株主総会

より、優先株主配当金の

支払を受ける旨の議案

が定時株主総会におい

て否決されたときはそ

の株主総会終結の時よ

り、優先株主配当金の支

払を受ける旨の決議が

なされる時まで議決権

を有するものとする。 

（議 決 権） 
第 13 条の 5 優先株主は、株

主総会において議決権

を有しない。ただし、第

一種優先株主は、定時株

主総会に第一種優先株

主配当金の支払を受け

る旨の議案が提出され

ないときはその株主総

会より、第一種優先株主

配当金の支払を受ける

旨の議案が定時株主総

会において否決された

ときはその株主総会終

結の時より、第一種優先

株主配当金の支払を受

ける旨の決議がなされ

る時まで議決権を有す

るものとする。 
 

（株式の併合または分割お

よび新株予約権等） 

第 11 条の 7 当銀行は、法令

に別段の定めがある場

合を除くほか、優先株式

について株式の併合ま

たは分割を行わない。 
② 当銀行は、優先株主に

対し新株の引受権また

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。 
 

（株式の併合または分割お

よび無償割当等） 
第 13 条の 6 当銀行は、法令

に別段の定めがある場

合を除くほか、優先株式

について株式の併合ま

たは分割を行わない。 
② 当銀行は、優先株主に

対し募集株式の割当て

を受ける権利または募

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。 

（株式の併合または分割お

よび無償割当等） 
第 13 条の 6 当銀行は、法令

に別段の定めがある場

合を除くほか、優先株式

について株式の併合ま

たは分割を行わない。 
② 当銀行は、優先株主に

対し募集株式の割当て

を受ける権利または募

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。 
 

  

新設 

（種類株主総会の決議） 
第 13条の 7 当銀行が会社法

第 322 条第１項各号に掲

げる行為をする場合に

おいては、法令に別段の

定めがある場合を除く

ほか、第二種優先株主を

構成員とする種類株主

総会の決議を要しない。
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（普通株式への転換） 

第 11 条の 8 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

件をもって優先株式の

普通株式への転換を請

求することができる。 

（取得請求権） 
第 13 条の 7 優先株主は、以

下の各号に従い、発行に

際して取締役会の決議

で定める取得を請求し

得べき期間中、当該決議

で定める取得の条件を

もって、当銀行に対し、

優先株式を取得するの

と引換えに普通株式を

交付することを請求す

ることができる。 
1. 取得を請求し得べき期

間 
平成 12 年 12 月 29 日

から平成 22 年 9 月 30 日

までの間で発行に際し

て取締役会で定める期

間とする。 
2. 取得の条件 

優先株式の取得と引

換えに交付すべき普通

株式の数は、優先株式の

払込金相当額を交付価

額で除して得られる数

とする。 
交付価額は、当初は当

銀行の普通株式の時価

を基準として発行に際

して取締役会で定める

額とする。 
当該取締役会におい

ては交付価額の修正の

方法（交付価額を定期的

にその時々の時価に修

正するものとするが、交

付価額の下限を定める

ものとする。）および調

整の方法（時価を下回る

払込金額をもって普通

株式を発行する場合そ

の他一定の場合に交付

価額を下記の算式を用

いて調整するものとす

るが、その他の方法で交

付価額の調整が必要と

（取得請求権） 
第 13条の 8 第一種優先株主

は、以下の各号に従い、

発行に際して取締役会

の決議で定める取得を

請求し得べき期間中、当

該決議で定める取得の

条件をもって、当銀行に

対し、第一種優先株式を

取得するのと引換えに

普通株式を交付するこ

とを請求することがで

きる。 
1. 取得を請求し得べき期

間 
平成 12 年 12 月 29 日

から平成 22 年 9 月 30 日

までの間で発行に際し

て取締役会で定める期

間とする。 
2. 取得の条件 

第一種優先株式の取得

と引換えに交付すべき

普通株式の数は、第一種

優先株式の払込金相当

額を交付価額で除して

得られる数とする。 
交付価額は、当初は当

銀行の普通株式の時価

を基準として発行に際

して取締役会で定める

額とする。 
当該取締役会において

は交付価額の修正の方

法（交付価額を定期的に

その時々の時価に修正

するものとするが、交付

価額の下限を定めるも

のとする。）および調整

の方法（時価を下回る払

込金額をもって普通株

式を発行する場合その

他一定の場合に交付価

額を下記の算式を用い

て調整するものとする

が、その他の方法で交付
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現行定款 第 90 期定時株主総会変更案 臨時株主総会変更案 
なる場合には必要な調

整がで き るもの と す

る。）を定めることがで

きるものとする。 
 

調整後交付価額＝調整

前交付価額×(既発行普

通株式数＋(新規発行普

通株式数×１株当たり払

込金額)／１株当たり時

価)／(既発行普通株式数

＋新規発行普通株式数) 
 

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

し、会社法第 167 条第 3
項に定める金銭の交付

は行わないものとする。

価額の調整が必要とな

る場合には必要な調整

ができるものとする。）

を定めることができる

ものとする。 
 

調整後交付価額＝調整

前交付価額×(既発行普

通株式数＋(新規発行・処

分普通株式数×１株当た

り払込金額)／１株当た

り時価)／(既発行普通株

式数＋新規発行・処分普

通株式数) 
 

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

し、会社法第 167 条第 3
項に定める金銭の交付

は行わないものとする。

 
② 第二種優先株主は、以

下の各号に従い、発行に

際して取締役会の決議

で定める取得を請求し

得べき期間中、当該決議

で定める取得の条件を

もって、当銀行に対し、

第二種優先株式を取得

するのと引換えに普通

株式を交付することを

請求することができる。

1. 取得を請求し得べき期

間 
平成 18 年 7 月以降で

発行に際して取締役会

の決議で定める期間と

する。 
2. 取得の条件 

第二種優先株式の取

得と引換えに交付すべ

き普通株式の数は、第二

種優先株式の払込金相

当額を交付価額で除し

て得られる数とする。 
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交付価額は、当初は当

銀行の普通株式の時価

以上の額で発行に際し

て取締役会で定める額

とする。 
当該取締役会におい

ては交付価額の修正の

方法（交付価額を定期的

にその時 々の時価 の

90％以上で当該取締役

会が定める割合を乗じ

た額に修正するものと

するが、交付価額の上限

および下限を定めるも

のとする。）および調整

の方法（時価を下回る払

込金額をもって普通株

式を発行する場合その

他一定の場合に交付価

額を下記の算式を用い

て調整するものとする

が、その他の方法で交付

価額の調整が必要とな

る場合には必要な調整

ができるものとする。）

を定めることができる

ものとする。 

 
取得と引換えに交付

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

り捨てるものとし、会社

法第 167 条第 3 項に定め

る金銭の交付は行わな

いものとする。 
 

（一斉転換） 

第 11条の 9 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は、

同期間の末日の翌日（以

下「一斉転換日」という）

をもって、優先株式１株

（一斉取得） 
第 13 条の 8 当銀行は、取得

を請求し得べき期間中

に取得請求のなかった

優先株式を、同期間の末

日の翌日（以下「一斉取

得日」という）をもって、

（一斉取得） 
第 13 条の 9 当銀行は、取得

を請求し得べき期間中

に取得請求のなかった

第一種優先株式を、同期

間の末日の翌日（以下

「第一種一斉取得日」と

   新規発行・処分普通株式数×１株当たり払込金額・処分価額

調整後 調整前

既発行 
普通 
株式数 

＋
１株当たり時価 

交付価額
＝

交付価額
× 

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 
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現行定款 第 90 期定時株主総会変更案 臨時株主総会変更案 
の払い込み金相当額を

一斉転換日に先立つ 45
取引日目に始まる 30 取

引日の東京証券取引所

における当銀行の普通

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。 
 
② 前項の普通株式の数

は、優先株式 1 株につき

5 株を上限とする。ただ

し、普通株式の併合また

は分割が行われた場合

には、5 株に普通株式 1
株の併合または分割後

の株数を乗じた株数を

上限とする。 
 
 
 

 
③ 前 2 項の普通株式数の

算出において 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

を取り扱う。 
 

優先株式１株の払込金

相当額を一斉取得日に

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

ける当銀行の普通株式

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

するのと引換えに取得

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。

② 前項の普通株式の数

は、優先株式 1 株につき

5 株を上限とする。ただ

し、普通株式の併合また

は分割が行われた場合

には、5 株に普通株式 1
株の併合または分割後

の株数を乗じた株数を

上限とする。 
③ 前2項の普通株式数の

算出において 1 株に満た

ない端数が生じたとき

は、会社法第 234 条に従

いこれを取り扱う。 

いう）をもって、第一種

優先株式１株の払込金

相当額を第一種一斉取

得日に先立つ 45 取引日

目に始まる 30 取引日の

株式会社東京証券取引

所における当銀行の普

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

を交付するのと引換え

に取得する。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。 
交付する普通株式の

数は、第一種優先株式 1
株につき 5 株となる範囲

内で発行に際して取締

役会の決議で定める方

法により算定される数

を上限とする。ただし、

普通株式の併合または

分割が行われた場合に

は、当該上限数に普通株

式 1 株の併合または分割

後の株数を乗じた株数

を上限とする。 
交付すべき普通株式

数の算出において 1 株に

満たない端数が生じた

ときは、会社法第 234 条

に従いこれを取り扱う。

② 当銀行は、取得を請求

し得べき期間中に取得

請求のなかった第二種

優先株式を、同期間の末

日の翌日以降の日で取

締役会で定める日（以下

「第二種一斉取得日」と

いう）が到来することを

もって、第二種優先株式

１株の払込金相当額を

第二種一斉取得日にお
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ける当銀行の普通株式

の時価で除して得られ

る数の普通株式を交付

するのと引換えに取得

する。 
ただし、交付する普通

株式の数は、第二種優先

株式 1 株の払込金相当額

を、発行に際して取締役

会の決議で定める交付

価額の下限で除して得

られる数を上限とする。

交付すべき普通株式

数の算出において 1 株に

満たない端数が生じた

ときは、会社法第 234 条

に従いこれを取り扱う。

 

 
(3) 定款変更の日程 

① 取締役会決議日 平成 18 年 5 月 19 日 
② 臨時株主総会および普通株主による種類株

主総会基準日（予定） 
平成 18 年 6 月 13 日 

③ 臨時株主総会ならびに普通株主および優先

株主による種類株主総会決議日（予定） 
平成 18 年 7 月 27 日 

 
 
5. 社債の発行 
 
社債発行の目的 
機動的かつ柔軟な資本政策の実現に向けて、自己資本の「補完的項目」の要件を満

たす負債性資本調達の円滑な実施を可能にすることを目的としています。 
 
 

以上 


