
平成 18 年 5 月 23 日 

各   位 

大阪市中央区瓦町２丁目５番１４号 

オ ー ミ ケ ン シ 株 式 会 社 

（コード番号 3111） 

 問 合 せ 先  取 締 役 管 理 部 長 
乙  村  誠 

TEL 06-6205-7300 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 5 月 23 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141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 

 「会社法」（平成 17 年法律第 86 号）が平成 18 年 5 月 1 日に施行されたことに伴い、次の通
り当社定款を変更するものであります。 

 （１）会社法第 326 条第 2 項の規定に従い、当社に設置する機関を定めるため、第四条（機
関）を新設するものであります。 

 （２）会社法第 214 条の規定に従い、株券を発行する旨を定めるため、第七条（株券の発行）
を新設するものであります。 

（３）会社法第 189 条第 2 項の規定に従い、単元未満株主の権利を合理的な範囲に制限する
ため、第十条（単元未満株式についての権利の制限）を新設するものであります。 

（４）株主総会参考書類等の一部につき、会社法施行規則ならびに会社計算規則にもとづ 
き、インターネット開示をもって株主に提供したものとみなす対応ができるよう対応

し、コスト削減に資することができるよう、第十六条（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。 
 （５）会社法第 370 条の規定に従い、必要が生じた場合に書面又は電磁的方法により取締役

会の決議を機動的に行うことができるよう、第二十六条（取締役会の決議の省略）を

新設するものであります。 
 （６）定款上で引用する条文を会社法の相当条文に変更するものであります。 
 （７）旧商法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、あわせて一部表現の変更、字句

の修正を行うものであります。 
 （８）上記各変更に伴う条数の変更を行うものであります。 
 

２．変更の内容 

  定款変更の内容は、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 

  定款変更効力発生日         平成 18 年 6 月 29 日 

 

以 上 
 



 

 

別 紙 
 

 

 （下線部分は変更部分）
 

現 行 定 款 変  更  案 

第一章   総  則 第一章   総  則 

第一条   (商 号) 第一条   (商 号) 

当会社はオーミケンシ株式会社と称する。 

前項の商号は、英文ではOMIKENSHI CO.,LTD.とす

る。 

当会社はオーミケンシ株式会社と称する。 

前項の商号は、英文ではOMIKENSHI CO.,LTD.とす

る。 

第二条   (目 的) 第二条   (目 的) 

当会社は次の事業を営むことを目的とする。 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 

一、 各種繊維工業品の製造、加工及び販売 一、 各種繊維工業品の製造、加工及び販売 

二、 各種化学工業品の製造、加工及び販売 二、 各種化学工業品の製造、加工及び販売 

三、 不動産の売買、貸借及びその仲介、管理並

びに不動産の売買、貸借の代理 

三、 不動産の売買、貸借及びその仲介、管理並

びに不動産の売買、貸借の代理 

四、 保健・体育、観光・娯楽に関する施設の経

営 

四、 保健・体育、観光・娯楽に関する施設の経

営 

五、 家具、什器、室内装飾品の設計、製作、施

工及び販売 

五、 家具、什器、室内装飾品の設計、製作、施

工及び販売 

六、 各種物品の販売 六、 各種物品の販売 

七、 樹木の栽培及び土木、造園、緑化事業 七、 樹木の栽培及び土木、造園、緑化事業 

八、 化粧品の製造、加工及び販売 八、 化粧品の製造、加工及び販売 

九、 農産物、水産物の栽培、養殖、加工及び販

売 

九、 農産物、水産物の栽培、養殖、加工及び販

売 

十、 土木、建築等建設工事に関する設計、施

工、監理及びその請負 

十一、家庭用電気機器、通信機器、電子機器（電

子時計・電子計算機等）の製造、加工並び

にコンピューターによるシステムの設計、

開発、ソフトウェアの作成及び販売 

十、 土木、建築等建設工事に関する設計、施

工、監理及びその請負 

十一、家庭用電気機器、通信機器、電子機器（電

子時計・電子計算機等）の製造、加工並び

にコンピューターによるシステムの設計、

開発、ソフトウェアの作成及び販売 

十二、労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 十二、労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業

十三、石油類の販売 十三、石油類の販売 

十四、各種飲食物の販売及び飲食店の経営 十四、各種飲食物の販売及び飲食店の経営 

十五、損害保険代理業及び生命保険の募集に関す

る業務 

十五、損害保険代理業及び生命保険の募集に関す

る業務 

十六、有価証券の保有、運用及び売買並びに金銭

の貸付、債権の売買、債務の保証・引受等

の金融業 

十六、有価証券の保有、運用及び売買並びに金銭

の貸付、債権の売買、債務の保証・引受等

の金融業 

十七、貨物自動車運送業、自動車修理整備業、自

動車教習場・駐車場の経営 

十七、貨物自動車運送業、自動車修理整備業、自

動車教習場・駐車場の経営 

十八、倉庫業 十八、倉庫業 

十九、各種機械・装置の設計・施工・管理及び財

務関係書類の作成、経営の指導並びにこれ

らに関するコンサルティング業務 

十九、各種機械・装置の設計・施工・管理及び財

務関係書類の作成、経営の指導並びにこれ

らに関するコンサルティング業務 

二十、前各号に関連する一切の事業 二十、前各号に関連する一切の事業 

第三条   (本店の所在地) 第三条   (本店の所在地) 

当会社は本店を大阪市に置く。 当会社は本店を大阪市に置く。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第四条   (公告方法) 

第四条  （機関） 

      当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関

を置く。 

            一、取締役会 

      二、監査役 

      三、監査役会 

      四、会計監査人 

第五条   (公告方法) 

当会社の公告は大阪市において発行する朝日新聞

に掲載する。 

 

当会社の公告は大阪市において発行する朝日新聞

に掲載する方法により行う。 



 

 

現 行 定 款 変  更  案 

第二章   株  式 第二章   株  式 

第五条   (株式総数) 第六条   (発行可能株式総数) 

当会社の発行する株式の総数は弐億四千万株と

し、その内訳は、次のとおりとする。但し、普通

株式につき消却が行われた場合、又は優先株式に

つき消却もしくは普通株式への転換が行われた場

合には、これに相当する株式数を減ずる。 

普通株式   弐億弐千弐百万株 

Ａ種優先株式   一千一百万株 

Ｂ種優先株式     七百万株 

当会社の発行可能株式総数は弐億四千万株とし、

Ａ種優先株式の発行可能種類株式総数は一千一百

万株、Ｂ種優先株式の発行可能種類株式総数は七

百万株とする。 

 

第五条の二 (Ａ種優先株式) 第六条の二 (Ａ種優先株式) 

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。 

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。 

一、 (Ａ種優先配当金) 一、 (Ａ種優先配当金) 

当会社は、第三十五条に定める利益配当金を支払

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）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、一株につき年五十

円を上限として、発行に際して取締役会の決議で

定める額の利益配当金（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

本条第二号に定める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。 

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対して支

払う利益配当金が、第一三九期及び第一四〇期営

業年度において、各年度のＡ種優先配当金の額に

達しないときは、その不足額は累積するもの（以

下「Ａ種累積未払配当金」という）とし、Ａ種累

積未払配当金は、普通株主又は普通登録質権者及

びＡ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対する

利益配当金に先立って支払われるものとする。Ａ

種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対して支払

う利益配当金は、第一四一期営業年度以降は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。 

当会社は、第三十七条に定める剰余金の配当を支

払うときは、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

録株式質権者（以下「Ａ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）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、一株につき年五十円を上限として、発行に

際して取締役会の決議で定める額の剰余金の配当

（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二号に定める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。 

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し

て支払う剰余金の配当が、第一三九期及び第一四

〇期事業年度において、各年度のＡ種優先配当金

の額に達しないときは、その不足額は累積するも

の（以下「Ａ種累積未払配当金」という）とし、

Ａ種累積未払配当金は、普通株主又は普通登録株

式質権者及びＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式

質権者に対する剰余金の配当に先立って支払われ

るものとする。Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株

式質権者に対して支払う剰余金の配当は、第一四

一期事業年度以降は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。 

二、 (Ａ種優先中間配当金) 二、 (Ａ種優先中間配当金) 

当会社は、第三十六条に定める中間配当を行うと

きは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対

し、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ａ種

優先株式一株につきＡ種優先配当金の二分の一を

上限として、発行に際して取締役会の決議で定め

る額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」とい

う）を支払う。 

三、 (Ａ種優先配当金の限度額) 

当会社は、第三十八条に定める中間配当を行うと

きは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者

に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立

ち、Ａ種優先株式一株につきＡ種優先配当金の二

分の一を上限として、発行に際して取締役会の決

議で定める額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当

金」という）を支払う。 

三、 (Ａ種優先配当金の限度額) 

Ａ種優先株主又はＡ種優先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。 

Ａ種優先株主又はＡ種優先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。

四、 (Ａ種優先株主に対する残余財産の分配) 四、 (Ａ種優先株主に対する残余財産の分配) 

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種優先登録質権者に対し、普通株主又は

普通登録質権者に先立ち、Ａ種優先株式一株につ

き五百円を支払う。 

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対して

は、上記のほか、残余財産の分配は行わない。 

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種優先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

一株につき五百円を支払う。 

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し

ては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。



 

 

現 行 定 款 変  更  案 

五、 (Ａ種優先株主の償還請求権) 五、 (Ａ種優先株主の取得請求権) 

Ａ種優先株主は、平成二十三年以降、毎年七月一

日から七月三十一日までの期間（以下「Ａ種優先

株式償還請求可能期間」という）において前営業

年度の配当可能利益の二分の一から、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

発行しているすべての種類の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

ができる。当会社は、Ａ種優先株式償還請求可能

期間の満了日から一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。 

上記限度額を超えて優先株主（但し、種類は問わ

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、Ａ種優

先株式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。 

償還価額は、一株につき五百円とする。 

Ａ種優先株主は、平成二十三年以降、毎年七月一

日から七月三十一日までの期間（以下「Ａ種優先

株式取得請求可能期間」という）において前事業

年度の分配可能額の二分の一から、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

行しているすべての種類の優先株式の取得を既に

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る。当会社

は、Ａ種優先株式取得請求可能期間の満了日から

一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。 

上記限度額を超えて優先株主（但し、種類は問わ

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、Ａ種優

先株式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。 

取得価額は、一株につき五百円とする。 

六、 (Ａ種優先株式の買い受け又は消却)  （削除） 

当会社は、いつでもＡ種優先株式を買い受け、こ

れを保有し、又は株主に配当すべき利益をもって

当該買受価額により消却することができる。 

七、 (Ａ種優先株式の強制償還) 

 

 

 

六、 (Ａ種優先株式の取得条項) 

当会社は、平成二十三年四月一日以降いつでもＡ

種優先株主又はＡ種優先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。 

一部償還の場合は、抽選その他の方法により行

う。 

償還価額は、一株につき五百円に償還日の属する

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

未満小数第三位まで算出し、その小数第三位を四

捨五入する。）を加算した額とする。 

当会社は、平成二十三年四月一日以降いつでもＡ

種優先株主又はＡ種優先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。 

一部取得の場合は、抽選その他の方法により行

う。 

取得価額は、一株につき五百円に取得日の属する

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

未満小数第三位まで算出し、その小数第三位を四

捨五入する。）を加算した額とする。 

八、 (Ａ種優先株主の議決権) 七、 (Ａ種優先株主の議決権) 

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有し

ない。 

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有し

ない。 

九、 (普通株式への転換予約権) 八、 (取得請求と普通株式の交付) 

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。 

Ａ種優先株主は、発行に際して取締役会の決議で

定める請求し得べき期間中、当該決議で定める条

件で当社に対し普通株式の交付と引き換えにＡ種

優先株式の取得を請求することができる。 

十、 (Ａ種優先株式の併合又は分割、新株引受権等) 九、 (Ａ種優先株式の併合) 

当会社は、Ａ種優先株式について、株式の併合又

は分割を行わない。 

当会社は、Ａ種優先株主には新株の引受権又は新

株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与

えない。 

十一、 (Ａ種優先配当金の除斥期間) 

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を行わない。 

当会社は、Ａ種優先株主には新株予約権の無償割

当てを行わず、又、募集株式、募集新株予約権及

び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。 

十、 (Ａ種優先配当金の除斥期間) 

第三十七条の規定は、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。 

 

 

第三十九条の規定は、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 

第五条の三 (Ｂ種優先株式) 第六条の三 (Ｂ種優先株式) 

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。 

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。 

一、 (Ｂ種優先配当金) 一、 (Ｂ種優先配当金) 

当会社は、第三十五条に定める利益配当金を支払

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種優先登録質権者」という）に対

し、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、一株

につき年五十円を上限として、発行に際して取締

役会の決議で定める額の利益配当金（以下「Ｂ種

優先配当金」という）を支払う。但し、当該営業

年度において本条第二号に定める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。 

Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対して支

払う利益配当金が、第一三九期及び第一四〇期営

業年度において、各年度のＢ種優先配当金の額に

達しないときは、その不足額は累積するもの（以

下「Ｂ種累積未払配当金」という）とし、Ｂ種累

積未払配当金は、普通株主又は普通登録質権者及

びＢ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対する

利益配当金に先立って支払われるものとする。Ｂ

種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対して支払

う利益配当金は、第一四一期営業年度以降は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。 

当会社は、第三十七条に定める剰余金の配当を支

払うときは、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

録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」

という）に対し、普通株主又は普通登録株式質権

者に先立ち、一株につき年五十円を上限として、

発行に際して取締役会の決議で定める額の剰余金

の配当（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本条第二号に定

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。 

Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し

て支払う剰余金の配当が、第一三九期及び第一四

〇期事業年度において、各年度のＢ種優先配当金

の額に達しないときは、その不足額は累積するも

の（以下「Ｂ種累積未払配当金」という）とし、

Ｂ種累積未払配当金は、普通株主又は普通登録株

式質権者及びＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式

質権者に対する剰余金の配当に先立って支払われ

るものとする。Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株

式質権者に対して支払う剰余金の配当は、第一四

一期事業年度以降は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。 

二、 (Ｂ種優先中間配当金) 二、 (Ｂ種優先中間配当金) 

当会社は、第三十六条に定める中間配当を行うと

きは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対

し、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｂ種

優先株式一株につきＢ種優先配当金の二分の一を

上限として、発行に際して取締役会の決議で定め

る額の金銭（以下「Ｂ種優先中間配当金」とい

う）を支払う。 

三、 (Ｂ種優先配当金の限度額)  

Ｂ種優先株主又はＢ種優先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。 

当会社は、第三十八条に定める中間配当を行うと

きは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者

に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立

ち、Ｂ種優先株式一株につきＢ種優先配当金の二

分の一を上限として、発行に際して取締役会の決

議で定める額の金銭（以下「Ｂ種優先中間配当

金」という）を支払う。 

三、 (Ｂ種優先配当金の限度額)  

Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し

ては、Ｂ種優先配当金を超えて配当は行わない。

四、 (Ｂ種優先株主に対する残余財産の分配) 四、 (Ｂ種優先株主に対する残余財産の分配) 

当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株

主又はＢ種優先登録質権者に対し、普通株主又は

普通登録質権者に先立ち、Ｂ種優先株式一株につ

き五百円を支払う。 

Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対して

は、上記のほか、残余財産の分配は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株

主又はＢ種優先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、Ｂ種優先株式

一株につき五百円を支払う。 

Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し

ては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。



 

 

現 行 定 款 変  更  案 

五、 (Ｂ種優先株主の償還請求権) 

Ｂ種優先株主は、平成二十五年以降、毎年七月一

日から七月三十一日までの期間（以下、「Ｂ種優

先株式償還請求可能期間」という）において前営

業年度の配当可能利益の二分の一から、当会社

が、当該償還請求がなされた営業年度において、

その発行しているすべての種類の優先株式の任意

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、Ｂ種優先株式の全部又は一部の償還請求をす

ることができる。当会社は、Ｂ種優先株式償還請

求可能期間の満了日から一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。 

上記限度額を超えて優先株主（但し、種類は問わ

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、Ｂ種優

先株式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。 

償還価額は、一株につき五百円とする。 

五、 (Ｂ種優先株主の取得請求権) 

Ｂ種優先株主は、平成二十五年以降、毎年七月一

日から七月三十一日までの期間（以下、「Ｂ種優

先株式取得請求可能期間」という）において前事

業年度の分配可能額の二分の一から、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

発行しているすべての種類の優先株式の取得を既

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、Ｂ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る。当会社

は、Ｂ種優先株式取得請求可能期間の満了日から

一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。 

上記限度額を超えて優先株主（但し、種類は問わ

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、Ｂ種優

先株式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。 

取得価額は、一株につき五百円とする。 

六、 (Ｂ種優先株式の買い受け又は消却)  （削除） 

当会社は、いつでもＢ種優先株式を買い受け、こ

れを保有し、又は株主に配当すべき利益をもって

当該買受価額により消却することができる。 

七、 (Ｂ種優先株式の強制償還) 

 

 

 

六、 (Ｂ種優先株式の取得条項) 

当会社は、平成二十五年四月一日以降いつでもＢ

種優先株主又はＢ種優先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。 

当会社は、平成二十五年四月一日以降いつでもＢ

種優先株主又はＢ種優先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。 

一部償還の場合は、抽選その他の方法により行

う。 

一部取得の場合は、抽選その他の方法により行

う。 

償還価額は、一株につき五百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

未満小数第三位まで算出し、その小数第三位を四

捨五入する。）を加算した額とする。 

取得価額は、一株につき五百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

未満小数第三位まで算出し、その小数第三位を四

捨五入する。）を加算した額とする。 

八、 (Ｂ種優先株主の議決権) 七、 (Ｂ種優先株主の議決権) 

Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有し

ない。 

Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有し

ない。 

九、 (普通株式への転換予約権) 八、 (取得請求と普通株式の交付) 

Ｂ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。 

Ｂ種優先株主は、発行に際して取締役会の決議で

定める請求し得べき期間中、当該決議で定める条

件で当社に対し普通株式の交付と引き換えにＢ種

優先株式の取得を請求することができる。 

十、 (Ｂ種優先株式の併合又は分割、新株引受権等) 九、 (Ｂ種優先株式の併合) 

当会社は、Ｂ種優先株式について、株式の併合又

は分割を行わない。 

当会社は、Ｂ種優先株主には新株の引受権又は新

株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与

えない。 

十一、 (Ｂ種優先配当金の除斥期間) 

当会社は、Ｂ種優先株式について、株式の併合、

分割又は無償割当てを行わない。 

当会社は、Ｂ種優先株主には新株予約権の無償割

当てを行わず、又、募集株式、募集新株予約権及

び新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与え

ない。 

十、 (Ｂ種優先配当金の除斥期間) 

第三十七条の規定は、Ｂ種優先配当金及びＢ種優

先中間配当金の支払いについて、これを準用す

る。 

 

 

 

第三十九条の規定は、Ｂ種優先配当金及びＢ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 

第五条の四 (優先順位) 第六条の四 (優先順位) 

当会社の発行する各種の優先株式の優先配当金、

優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、同順

位とする。 

当会社の発行する各種の優先株式の優先配当金、

優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、同順

位とする。 

（新設） 

 

第六条   (自己株式の取得) 

第七条   (株券の発行) 

      当会社は、株券を発行する。 

第八条   (自己の株式の取得) 

当会社は、商法第二一一条ノ三第一項第二号の規

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。 

当会社は、会社法第一六五条第二項の規定によ

り、取締役会の決議をもって市場取引等により自

己の株式を取得することができる。 

第七条   (一単元の株式の数) 第九条   (単元株式数及び単元未満株券の不発行) 

当会社の普通株式、Ａ種優先株式及びＢ種優先株

式の一単元の株式の数は、それぞれ千株とする。

当会社の普通株式、Ａ種優先株式及びＢ種優先株

式の単元株式数は、それぞれ千株とする。 

当会社は、第七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ことができる。 

第八条   (単元未満株券の不発行)  (削除) 

当会社は一単元の株式の数に満たない株式に係る

株券は発行しない。 

 

第九条   (基準日)    (削除) 

定時株主総会において権利を行使すべき株主（実

質株主を含む。以下同じ。）は、毎年三月三十一

日現在の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同

じ。）に記載又は記録された株主とする。 

前項その他定款に別段の定めがある場合を除くほ

か、必要がある場合はあらかじめ公告して基準日

を定めることができる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第十条   (株式取扱規則) 

 

 

 

 

 

 

 

 第十条   (単元未満株式についての権利の制限) 

      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。 

      一、会社法第一八九条第二項各号に掲げる権利 

      二、取得請求権付株式の取得を請求する権利 

      三、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

第十一条  (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、信託財産の表示、株券の交付、株券喪失登

録、単元未満株式の買取り、その他株式に関する

取扱は取締役会で定める株式取扱規則による。 

当会社の株式に関する手続き及び手数料は、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。 

第十一条  (名義書換代理人) 第十二条  (株主名簿管理人) 

当会社は株式に関する取扱につき名義書換代理人

を置く。 

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。 

当会社の株主名簿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、株式の名義

書換、質権の登録、信託財産の表示、株券の交

付、株券喪失登録、単元未満株式の買取り、届出

の受理等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取扱わない。 

当会社は、株主名簿管理人を置く。 

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。 

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

成ならびに備え置きその他株主名簿、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。 

 

 



 

 

 
現 行 定 款 

 
変  更  案 

第三章   株主総会 

 

第十二条  (株主総会開催の時期) 

第三章   株主総会 

 

第十三条  (株主総会開催の時期) 

当会社の定時株主総会は毎年四月一日から三ヵ月

以内に、臨時株主総会は必要あるごとにこれを招

集する。 

当会社の定時株主総会は毎年四月一日から三ヵ月

以内に、臨時株主総会は必要あるごとにこれを招

集する。 

           (新設) 

 

 

第十三条  (株主総会の議長) 

第十四条  (定時株主総会の基準日) 

      当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年

三月三十一日とする。 

第十五条  (株主総会の議長) 

株主総会の議長は取締役社長がこれに当る。 

取締役社長が事故あるときは取締役副社長がこれ

に当り取締役副社長が事故あるときは予め取締役

会において定める取締役がこれに当る。 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

第十四条  (決議の方法)  

株主総会の決議は法令の規定によるべき場合又は

本定款に別段の定めが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する。 

商法第三百四十三条の規定によるべき決議は、総

株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席

し、その議決権の三分の二以上をもってする。 

 

株主総会の議長は取締役社長がこれに当る。 

取締役社長が事故あるときは取締役副社長がこれ

に当り取締役副社長が事故あるときは予め取締役

会において定める取締役がこれに当る。 

第十六条 （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、計算書類及び連結決算書類に記

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。 

第十七条  (決議の方法) 

株主総会の決議は法令の規定によるべき場合又は

本定款に別段の定めが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する。 

会社法第三〇九条第二項に定める決議は、議決権

を行使することができる株主の議決権の三分の一

以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の

二以上をもってする。 

第十五条  (議決権の代理行使) 第十八条  (議決権の代理行使) 

当会社の株主は、当会社の議決権を行使し得る株

主を代理人として株主総会における議決権を行使

することができる。 

但し株主又は代理人は株主総会開会前に代理権を

証する書面を当会社に提出しなければならない。

当会社の株主は、当会社の議決権を有する他の株

主一名を代理人として株主総会における議決権を

行使することができる。 

但し株主又は代理人は株主総会開会毎に代理権を

証明する書面を当会社に提出しなければならな

い。 

第十五条の二 (種類株主総会) 第十八条の二 (種類株主総会) 

第十二条及び第十四条の規定は、種類株主総会に

これを準用する。 

 

第十三条から第十八条の規定は、種類株主総会に

これを準用する。 

第四章   取締役及び取締役会 第四章   取締役及び取締役会 

第十六条  (取締役の定員) 第十九条  (取締役の定員) 

当会社の取締役は十七名以内とする。 当会社の取締役は十七名以内とする。 

第十七条  (取締役の選任)  

取締役は株主総会でこれを選任する。 

前項の選任決議は総株主の議決権の三分の一以上

を有する株主が出席することを要する。 

取締役の選任決議は累積投票によらないものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

第二十条  (取締役の選任)  

取締役は株主総会でこれを選任する。 

前項の選任決議は議決権を行使することができる

株主の議決権の三分の一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。 

取締役の選任決議は累積投票によらないものとす

る。 

 

 



 

 

 
現 行 定 款 

 
変  更  案 

第十八条  (取締役の任期)  

取締役の任期は就任後二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。 

補欠により就任した取締役の任期は前任者の残任

期間とする。 

 

第十九条  (代表取締役)  

取締役会はその決議により代表取締役若干名を定

める。 

第二十一条 (取締役の任期) 

取締役の任期は選任後二年以内に終了する最終の

事業年度に関する定時株主総会の終結の時までと

する。 

補欠により就任した取締役の任期は前任者の残任

期間とする。 

第二十二条 (代表取締役)  

取締役会はその決議をもって代表取締役若干名を

選定する。 

第二十条  (役付取締役) 第二十三条 (役付取締役) 

取締役会はその決議により取締役会長、取締役副

会長、取締役社長、各一名及び取締役副社長、専

務取締役、常務取締役若干名を定めることができ

る。 

取締役会はその決議をもって取締役会長、取締役

副会長、取締役社長、各一名及び取締役副社長、

専務取締役、常務取締役若干名を選定することが

できる。 

第二十一条 (取締役会招集の通知) 第二十四条 (取締役会招集の通知) 

取締役会の招集の通知は会日より五日前に各取締

役及び各監査役に発する。但し、緊急のときはこ

の期間を短縮することができる。 

取締役会の招集の通知は会日より五日前に各取締

役及び各監査役に発する。但し、緊急のときはこ

の期間を短縮することができる。 

第二十二条 (取締役会の議長) 第二十五条 (取締役会の議長) 

取締役会の議長は取締役会長がこれに当る。 

取締役会長が欠員であるとき、又は事故あるとき

は取締役社長がこれに当り、取締役社長が事故あ

るときはあらかじめ取締役会において定めた取締

役がこれに当る。 

取締役会の議長は取締役会長がこれに当る。 

取締役会長が欠員であるとき、又は事故あるとき

は取締役社長がこれに当り、取締役社長が事故あ

るときはあらかじめ取締役会において定めた順序

に従い他の取締役がこれに当る。 

(新設) 

 

 

 

 

 

第二十三条 (取締役会規則) 

第二十六条 (取締役会の決議の省略) 

      当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項につ

いて書面又は電磁的記録により同意したときは、

当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議が

あったものとみなす。但し、監査役が異議を述べ

たときはこの限りではない。 

第二十七条 (取締役会規則) 

取締役会に関する事項は法令及び本定款に定めあ

るもののほか取締役会で定める取締役会規則によ

る。 

第二十四条 (議事録) 

取締役会に関する事項は法令及び本定款に定めあ

るもののほか取締役会で定める取締役会規則によ

る。 

 (削除) 

取締役会における議事の経過の要領及びその結果

は、議事録に記載し、出席した取締役及び監査役

が記名捺印する。 

 

第二十五条 (取締役の報酬) 第二十八条 (取締役の報酬等) 

取締役の報酬は株主総会で定める。 取締役の報酬、賞与その他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、株主総会の決議をもって定める。 

 

第五章   監査役及び監査役会 

 

第五章   監査役及び監査役会 

第二十六条 (監査役の定員) 第二十九条 (監査役の定員) 

当会社の監査役は五名以内とする。 当会社の監査役は五名以内とする。 

第二十七条 (監査役の選任) 第三十条  (監査役の選任) 

監査役は株主総会でこれを選任する。 

前項の選任決議は総株主の議決権の三分の一以上

を有する株主が出席することを要する。 

 

 

 

 

 

 

 

監査役は株主総会でこれを選任する。 

前項の選任決議は議決権を行使することができる

株主の議決権の三分の一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。 



 

 

現 行 定 款 変  更  案 

第二十八条 (監査役の任期) 第三十一条 (監査役の任期) 

監査役の任期は就任後四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。 

補欠により就任した監査役の任期は前任者の残任

期間とする。 

 

第二十九条 (常勤監査役) 

監査役の任期は選任後四年以内に終了する最終の

事業年度に関する定時株主総会の終結の時までと

する。 

補欠により就任した監査役の任期は前任者の残任

期間とする。 

第三十二条 (常勤の監査役) 

監査役は、その互選により常勤監査役を定める。

 

第三十条  (監査役会招集の通知) 

 監査役会の招集の通知は 会日より五日前に各監

査役に発する。 

但し、緊急のときはこの期間を短縮することがで

きる。 

常勤の監査役は、監査役会の決議をもって選定す

る。 

第三十三条 (監査役会招集の通知) 

監査役会の招集の通知は会日より五日前に各監査

役に発する。 

但し、緊急のときはこの期間を短縮することがで

きる。 

第三十一条 (監査役会規則) 第三十四条 (監査役会規則) 

監査役会に関する事項は法令及び本定款に定めあ

るもののほか監査役会で定める監査役会規則によ

る。 

第三十二条 (議事録) 

監査役会に関する事項は法令及び本定款に定めあ

るもののほか監査役会で定める監査役会規則によ

る。 

 (削除) 

監査役会における議事の経過の要領及びその結果

は、議事録に記載し、出席した監査役が記名捺印

する。 

 

第三十三条 (監査役の報酬) 第三十五条 (監査役の報酬等) 

監査役の報酬は株主総会で定める。 監査役の報酬等は株主総会の決議をもって定め

る。 

 

第六章   計  算 

 

第六章   計  算 

第三十四条 (営業年度及び決算) 第三十六条 (事業年度) 

当会社の営業年度は毎年四月一日から翌年三月三

十一日までとし、各営業年度末に決算を行う。 

当会社の事業年度は毎年四月一日から翌年三月三

十一日までの一年とする。 

第三十五条 (利益配当) 第三十七条 (期末配当及び基準日) 

当会社の利益配当金は毎年三月三十一日現在の株

主名簿に記載又は記録の株主又は質権者に支払

う。 

当会社は毎年三月三十一日を基準日として、定時

株主総会の決議をもって、株主又は登録株式質権

者に対し、期末配当金として剰余金の配当を行

う。 

第三十六条 (中間配当) 第三十八条 (中間配当及び基準日) 

当会社は取締役会の決議により、毎年九月三十日

現在の株主名簿に記載又は記録の株主又は質権者

に対し中間配当として金銭の分配をすることがで

きる。 

当会社は、毎年九月三十日を基準日として、取締

役会の決議をもって、株主又は登録株式質権者に

対し、中間配当金として剰余金の配当を行うこと

ができる。 

第三十七条 (配当金の除斥期間) 第三十九条 (配当金の除斥期間) 

利益配当金又は前条の規定に基づく中間配当金

は、支払確定の日から三年を経過してなおこれを

受取らなかったときは、その配当金並びに、中間

配当金は当会社に帰属する。 

配当財産が金銭である場合は、その支払い開始の

日から満三年を経過してなおこれを受取らなかっ

たときは、当会社はその支払い義務を免れる。 

 

以 上 




