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2006 年 5 月 24 日

各　　位

会 社 名   明 星 電 気 株 式 会 社                      

代表者名　代表取締役会長兼ＣＥＯ　落合裕太郎

（コード番号　6709　東証第二部）

問合せ先　常務取締役兼ＣＦＯ　　　丸田　善崇

(TEL 03-3814-5116)

定款の一部変更に関するお知らせ

　当社は、本日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月 28 日開催予定の第 93 回定時株主総会

に、下記のとおり定款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、お知らせいたし

ます。

記

１．変更の理由

(1) 公告の方法について、公告閲覧の利便性向上及び公告費用の節減を図るため、現行定款第４条

（公告方法）を変更し、電子公告の方式を採用するものです。併せて不測の事態が発生した場

合に備え、予備的な公告方法も定めるものです。

(2) 当会社の業務または財産の状況、その他の事情に応じて、機動的に市場取引等により自己の株

式を取得できるよう、取締役会の決議をもって自己株式の取得を可能とする変更案第 8 条（自

己の株式の取得）を新設するものです。

(3) 種類株主総会について、種類株主総会の基準日、招集権者および議長、決議の方法、議決権の

代理行使等の関連する定めを変更案第 21 条（種類株主総会）に新設するものです。

(4) 社外取締役として有能な人材を確保するべく、現行定款第 24 条（社外取締役との責任限定契

約）について、会社に対する賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結することができる

旨、規定変更をするものです。

(5) 「会社法」（平成１７年法律第８６条）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）が平成１８年５月１日に施行されたことに伴い、これらへ

の対応その他を目的として次の通り変更するものです。

①当社の機関の位置付けを明確にするため、変更案第 4 条（機関）を置くものです。

②単元未満株式の管理の合理化を図るため、（単元未満株主の権利）に関する規定を変更案第

10 条に新設するものです。

③第一種優先株式に関する規定について、変更案添付別紙の通り所要の変更を行うものです。

④株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、株主に対する提供があったと
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みなされることになったため、変更案第 20 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）を新設するものです。

⑤取締役会をより機動的・効率的に運営するため、一定の要件を満たせば取締役会の書面決議

が可能となるよう現行定款第 21 条（取締役会の決議の方法）について所要の変更を行うも

のです。

⑥社外監査役として有能な人材を確保するべく、会社に対する賠償責任を法令の範囲内で限定

する契約を締結することができる旨の変更案第 40 条（社外監査役との責任限定契約）を新

設するものです。

⑦上記のほか、定款に一定の定めがあるものとみなされる規定の新設・変更、定款全般につい

て、会社法に対応した用語並びに引用条文の変更などの所要の変更を行うものであります。

(6) その他、条数の変更および一部表現の整備を行うものであります。

２．変更の内容

　　変更の内容は、別紙のとおりであります。なお、添付別紙の第一種優先株式発行要項につき

ましては、その全てが新たに定款に追加されるものでありますが、当該優先株式の当初の発行

要項からの変更部分の参照のために、当該発行要項を参考に掲げた上で変更部分に下線を付し

ております。

３．日　　程

　　定款変更のための株主総会開催日　　　　　　平成 18 年 6 月 28 日（水曜日）

　　定款変更の効力発生日　　　　　　　　　　　平成 18 年 6 月 28 日（水曜日）

以　上
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別紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は変更部分を示しております）

現  行  定  款 変    更    案

第１章　　総　則

（商　号）
第１条 　当会社は、明星電気株式会社と称し、英

文では MEISEI ELECTRIC CO.,LTD.と表示
する。

第１章　　総　則

（商  号）
第１条　　　「現行どおり」

（目　的）
第２条 　当会社は次の事業を営むことを目的とす

る。
１． 通信、電子、電気計測、情報処理、その

他電気一般に関する装置、機械器具、部
品の製造、販売。

２． 理科学機器、精密機械器具、その他前号
に定める以外の装置、機械器具、部品の
製造、販売。

３． 医療用機器、部品の製造、販売。
４． ソフトウェアの製造、販売。
５． 前 1号、2号、3号および 4号に関する工

事の設計、請負。
６． 前 1号、2号、3号および 4号に関するレ

ンタルおよびリース業務。
７． 前 1号、2号、3号および 4号に関するシ

ステム構築、工事の設計コンサルタント
業務。

８． 損害保険代理業および生命保険の募集に
関する業務。

９． 各種製品の梱包、包装、運搬、保管、管
理業務。

　　　１０．土地、建物の清掃、保全、管理、警備業
務。

　　　１１．各種情報提供サービス業務。
　　　１２．労働者派遣事業法に基づく人材派遣業務。
　　　１３．その他前各号に付帯する一切の業務。

（目  的）
第２条　　　「現行どおり」

（本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を東京都文京区に置く。

（本店の所在地）
第３条　　　「現行どおり」

（新　設）
（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
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現  行  定  款 変    更    案

（公告方法）
第４条 当会社の公告は、東京都において発行す

る日本経済新聞に掲載する。

（公告の方法）
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

（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

239,100,000 株 と し 、 こ の う ち
235,560,000 株は普通株式、3,540,000 株
は第一種優先株式とする。ただし、第一
種優先株式につき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の数
を減ずる。

第２章　　株　式

（発行可能株式総数）
第６条 　　   当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は

239,100,000 株とし、当会社の普通株式
および第一種優先株式の発行可能種類株
式総数は、それぞれ 235,560,000 株およ
び 3,540,000 株とする。

（新　設）
（株券の発行）
第７条　　　当会社は、株式に係る株券を発行する。

（新　設）
（自己の株式の取得）
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市場取
引等により自己の株式を取得することが
できる。

（１単元の株式数および単元未満株券の不発行）
第６条　　　当会社は 1,000 株をもって株式の１単元

とする。
　　　　　　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
取扱規程に定めるところについてはこの
限りでない。

（単元株式数および単元未満株券の不発行）
第９条 当会社の普通株式および第一種優先株式

の単元株式数は、1,000 株とする。
　　　　　　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。）に係わる株券を発
行しない。ただし、株式取扱規程に定め
るところについてはこの限りでない。

（新　設）
（単元未満株主の権利）
第１０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
(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
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現  行  定  款 変    更    案

（基準日）
第７条　　　当会社は、毎年３月３１日の最終の株主

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議決権を有する
株主をもって、その決算期に関する定時
株主総会において議決権を行使すべき株
主とする。

　　　　　　本定款に定めるもののほか、必要がある
ときは、取締役会の決議によりあらかじ
め公告して臨時に基準日を定めることが
できる。

（削　除）

（名義書換代理人）
第８条　　　当会社は、株式について名義書換代理人

を置く。
　　　　　　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。
　　　　　　当会社の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。

（株主名簿管理人）
第１１条　　当会社は、株主名簿管理人を置く。
　　　　　　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。）、新株予約権原簿および株券
喪失登録簿の作成ならびにこれらの備置
きその他の株主名簿、新株予約権原簿お
よ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。

（株式取扱規程）
第９条　　　当会社の株券の種類および株式の名義書

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
に関する取扱いならびに手数料は、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。

（株式取扱規程）
第１２条　　当会社の株式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。
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現  行  定  款 変    更    案

第２章の２　第一種優先株式

（優先配当金およびその上限）
第１０条　　当会社は、第 39 条に定める利益配当を行

うときは、第一種優先株式の株主（以下
「第一種優先株主」という。）または第一
種優先株式の登録質権者（以下「第一種
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。）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、
それぞれの営業年度ごとに、第一種優先
株式 1 株につき年 6.36 円の利益配当金
（以下「第一種優先配当金」という。）を
支払う。

第２章の２　第一種優先株式

（第一種優先株式の内容）
第１３条　　第一種優先株式の内容は、添付別紙のと

おりとする。

（累積条項）
第１０条の２　当会社は、ある営業年度において、第

一種優先株主または第一種優先登録質権
者に対して支払う利益配当金の額が第一
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、累
積した不足額（以下「第一種優先累積未
払配当金」という。）については、翌営業
年度以降、第一種優先配当金および普通
株主または普通登録質権者に対する利益
配当金に先立って、これを第一種優先株
主に支払う。

（削　除）

（非参加条項）
第１０条の３　当会社は、第一種優先株主および第一

種優先登録質権者に対しては、第一種優
先配当金を超えて配当はしない。

（削　除）

（残余財産の分配）
第１０条の４　当会社が残余財産を分配するときは、

第一種優先株主および第一種優先登録質
権者は、その有する第一種優先株式の転
換により取得し得べき普通株式の持株数
に応じて普通株主および普通登録質権者
と同等の権利を有するものとする。

（削　除）

（議決権）
第１０条の５　第一種優先株主は、法令に定める場合

を除き、当会社株主総会において議決権
を有しない。

（削　除）
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現  行  定  款 変    更    案

（株式分割、新株予約権の付与等）

第１０条の６　第一種優先株式については、株式の併
合または分割を行わない。

　　　　　２．第一種優先株主には、株式、新株予約
権または新株予約権付社債の引受権を付
与しない。

（削　除）

（転換予約権）

第１０条の７　第一種優先株主は、第一種優先株式の
発行に際して取締役会の決議で定める
転換請求期間および転換条件により、第
一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）

（強制転換条項）

第１０条の８　平成 24 年 1 月 27 日までに転換請求の
なかった第一種優先株式は、その翌日以
降に開催される取締役会で定める日（以
下「強制転換日」という。）をもって、第
一種優先株式 1 株の払込金相当額を強制
転換日に先立つそれぞれ 30 取引日、60
取引日および 90 取引日（終値のない日数
を除く。）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（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。）のうち、いずれ
か低い価額で除して得られる数の普通株
式となる。なお、当該普通株式の算出に
当たって 1 株に満たない端数が生じたと
きは、商法に定める株式併合の場合に準
じてこれを取り扱う。

（削　除）

（償　還）
第１０条の９　当会社は、いつでも第一種優先株式を1

株当り 424 円に第一種優先累積未払配当
金を加算した額で買い入れ、これを当該
買入価格により消却することができる。

（削　除）

第３章　　株主総会

（株主総会の招集）
第１１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、必要応じ
て招集する。

第３章　　株主総会

（株主総会の招集）
第１４条 「現行どおり」
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現  行  定  款 変    更    案

（新　設）
（定時株主総会の基準日）
第１５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。
　　　　　　本定款に定めるもののほか、必要がある

ときは、取締役会の決議によりあらかじ
め公告して臨時に基準日を定めることが
できる。

（招集権者および議長）
第１２条　　株主総会は取締役会長が招集し議長とな

る。
　　　　　　取締役会長に事故があるときは、取締役

社長が招集し議長となる。取締役社長に
事故あるときは、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
これに当たる。

（招集権者および議長）
第１６条 「現行どおり」

（決議の方法）
第１３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、出席した
株主の議決権の過半数をもってこれを決
定する。

　　　　　　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
で行う。

（決議の方法）
第１７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。

　　　　　　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）
第１４条  株主は、当会社の議決権を有する他の株

主を代理人として、その議決権を行使す
ることができる。

 株主または代理人は、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。

（議決権の代理行使）
第１８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。

 株主または代理人は、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。

（議事録）
第１５条  株主総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。

（議事録）
第１９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。

（新　設）
（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２０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
て提供したものとみなすことができる。
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（新　設）
（種類株主総会）
第２１条  第 16 条および第 18 条の規定は、種類株

主総会にこれを準用する。
 第 15 条の規定は、定時株主総会と同日に
開催される種類株主総会にこれを準用す
る。

　　　　　  会社法第 324 条第 2 項に定める種類株主
総会の決議は、当該種類株主総会におい
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４章　取締役および取締役会

（員  数）
第１６条 当会社の取締役会は 20 名以内とする。

第４章　取締役および取締役会

（員  数）
第２２条 　　　　「現行どおり」

（選　任）
第１７条 取締役は株主総会においてこれを選任す

る。取締役の選任決議については、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
選任する。
取締役の選任については累積投票によら
ない。

（選任方法）
第２３条 取締役は株主総会においてこれを選任す

る。取締役の選任決議については、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。
取締役の選任については累積投票によら
ない。

（任  期）
第１８条　  取締役の任期は、就任後１年内の最終決

算期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取締役の任期は、
前任者の残存期間とする。

（任  期）
第２４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．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。

　　
（代表取締役および役付取締役）
第１９条  代表取締役は、取締役会の決議により選

任する。
 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、常務取締役各若干名を定めること
ができる。

（代表取締役および役付取締役）
第２５条  取締役会は、その決議によって代表取締

役を選定する。
 取締役会は、その決議によって、取締役
会長、取締役社長各１名、取締役副社長、
専務取締役、常務取締役各若干名を選定
することができる。
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（取締役会の招集権者、議長および
　　　　　　　　　　　　　　招集手続）
第２０条  取締役会は、法令に別段の定めある場合を

除き、取締役会長がこれを招集し、議長と
なる。

 取締役会長に事故があるときは、取締役
社長が招集し議長となる。取締役社長に
事故あるときは、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
これに当たる。

 取締役会の招集は、各取締役および各監
査役に対して会日の３日前までに通知を
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。

 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
を開くことができる。

（取締役会の招集権者、議長および
　　　　　　　　　　　　　　招集手続）
第２６条  取締役会は、法令に別段の定めがある場合

を除き、取締役会長がこれを招集し、議長
となる。

 取締役会長に事故があるときは、取締役
社長が招集し議長となる。取締役社長に
事故あるときは、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
これに当たる。

 取締役会の招集は、各取締役および各監
査役に対して会日の３日前までに通知を
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。

 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。

（取締役会の決議の方法）
第２１条  取締役会の決議は、取締役の過半数が出

席して、その出席取締役の過半数によっ
てこれを決定する。

（取締役会の決議の方法）
第２７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て、その
出席取締役の過半数をもって行う。

 当会社は、会社法第 370 条の要件を充た
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。

（取締役会の議事録）
第２２条  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。

（取締役会の議事録）
第２８条　  取締役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。

（取締役の責任免除）
第２３条  当会社は、商法第 266 条第 12 項、第 17

項および第 18 項の規定により、取締役会
の決議をもって、同条第１項第５号の行
為に関する取締役（取締役であった者を
含む。）の責任を法令の限度において免除
することができる。

（取締役の責任免除）
第２９条　  当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定

により、取締役会の決議によって、同法
第 423 条第１項に規定する取締役（取締
役であった者を含む。）の損害賠償責任を
法令の限度において免除することができ
る。
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（社外取締役との責任限定契約）
第２４条　  当会社は、商法第 266 条第 19 項の規定に

より、商法 188 条第２項第７号ノ２に定
める社外取締役との間で、商法第 266 条
第１項第５号の行為による賠償責任を限
定する契約を締結することができる。た
だし、その契約に基づく賠償責任の限度
額は、1,000 万円以上であらかじめ定め
た金額または法令に定める額のいずれか
高い額とする。

（社外取締役との責任限定契約）
第３０条  当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定

により、社外取締役との間で、任務を怠
ったことによる損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく責任の限度額は、法令
が規定する最低責任限度額とする。

（報  酬）
第２５条  取締役の報酬は、株主総会の決議により

定める。

（報酬等）
第３１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

（員　数）
第２６条  当会社の監査役は４名以内とする。

第５章  監査役および監査役会

（員  数）
第３２条 　　　　「現行どおり」

（選　任）
第２７条  監査役は株主総会においてこれを選任す

る。監査役の選任決議については、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
選任する。

（選任方法）
第３３条  監査役は株主総会においてこれを選任す

る。監査役の選任決議については、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。

（任  期）
第２８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、
前任者の残存期間とする。

（任  期）
第３４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２９条  監査役はその互選により常勤監査役を定

めなければならない。

（常勤の監査役）
第３５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。

（監査役会の招集手続）
第３０条  監査役会の招集は、各監査役に対して会

日の３日前までに通知を発するものとす
る。ただし緊急に招集の必要があるとき
は、この期間を短縮することができる。

 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くことがで
きる。

（監査役会の招集手続）
第３６条  監査役会の招集は、各監査役に対して会

日の３日前までに通知を発するものとす
る。ただし、緊急に招集の必要があると
きは、この期間を短縮することができる。

 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。



12

現  行  定  款 変    更    案

（監査役会の決議の方法）
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、監査役の過半数で決定
する。

（監査役会の決議の方法）
第３７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。

（監査役会の議事録）
第３２条  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。

（監査役会の議事録）
第３８条  監査役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。

（監査役の責任免除）
第３３条  当会社は、商法第 280 条第１項の規定に

より、取締役会の決議をもって、監査役
（監査役であった者を含む。）の責任を法
令の限度において免除することができ
る。

（監査役の責任免除）
第３９条  当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定

により、取締役会の決議によって、同法
第 423 条第 1 項に規定する監査役（監査
役であった者を含む。）の損害賠償責任を
法令の限度において免除することができ
る。

（新　設）
（社外監査役との責任限定契約）
第４０条  当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定

により、社外監査役との間で、任務を怠
ったことによる損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく責任の限度額は、法令
が規定する最低責任限度額とする。

（報  酬）
第３４条  監査役の報酬は、株主総会の決議により

定める。

（報酬等）
第４１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）
第４２条  会計監査人は、株主総会において選任す

る。

（新　設）
（任　期）
第４３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.  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。
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第６章　　計　算

（営業年度および決算期）
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、3 月 31 日を決算
期とする。

第７章　　計　算

（事業年度）
第４４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。

（利益配当金）
第３６条  当会社の利益配当金は、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
株主または登録質権者に支払うものとす
る。

 利益配当金が支払開始の日から満３ヶ年
を経過しても受領されない時は、当会社
はその支払義務を免れる。

 受領遅滞の利益配当金については 利息
をつけないものとする。

            

（剰余金の配当の基準日）
第４５条　  当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月

31 日とする。
    　

（新　設）
（配当金の除斥期間）
第４６条  配当財産が金銭である場合は、支払開始

の日から満３ヶ年を経過しても受領され
ないときは、当会社はその支払義務を免
れる。
 受領遅滞の利益配当金については 利息
をつけないものとする。
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定款変更案（別紙）

　　　第一種優先株式発行要項につきましては、その全てが新たに定款に追加されるものであり

ますが、当該優先株式の当初の発行要項からの変更部分の参照のために、当該発行要項を参

考に掲げた上で変更部分に下線を付しております。

現　行　要　項 定　款　変　更　案　（別紙）

第一種優先株式発行要項 第一種優先株式要項

1． 新株の名称
第一種優先株式

1． 名称
（現行どおり）

3． 発行価額
1 株につき 424 円

2． 払込金額
（現行どおり）

11.  優先配当金およびその上限
　当会社は、定款第 39 条に定める利益配当を行う
ときは、第一種優先株式の株主（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質
権者（以下「第一種優先登録質権者」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。）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、それぞれの営
業年度ごとに、第一種優先株式 1 株につき年 6.36
円の利益配当金（以下「第一種優先配当金」とい
う。）を支払う。

3． 優先配当金およびその上限
　　   当会社は、剰余金の配当をするときは（配当財

産の種類を問わない。）、当該配当の基準日の最終
の株主名簿に記載または記録された第一種優先株
式の株主（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、同日の
最終の株主名簿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、それぞれの事業年度
ごとに、第一種優先株式 1株につき年 6.36 円の配
当（以下「第一種優先配当」という。）を行う。た
だし、すでに当該事業年度に属する日を基準日と
する第一種優先配当をしたときは、かかる第一種
優先配当の累積額を控除した額とする。

   ２．前号にかかわらず、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若しくは一部を準
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若しくは一部を資
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（以下「同
順位配当」と総称する。）については、第一種優先
株主と普通株主に対し、同等の剰余金の配当を行
うものとする。
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現　行　要　項 定　款　変　更　案　（別紙）

12．累積条項
　当会社は、ある営業年度において、第一種優先
株主または第一種優先登録質権者に対して支払う
利益配当金の額が第一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、
累積した不足額（以下「第一種優先累積未払配当
金」という。）については、翌営業年度以降、第一
種優先配当金および普通株主または普通登録質権
者に対する利益配当金に先立って、これを第一種
優先株主に支払う。

　　　 

4． 累積条項
　当会社は、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行
う剰余金の期末配当の額が第一種優先配当の額に
達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に
累積し、累積した不足額（以下「第一種優先累積
未払配当」という。）については、翌事業年度以降、
第一種優先配当および普通株主または普通登録株
式質権者に対する剰余金の期末配当に先立って、
これを第一種優先株主に支払う。

13．非参加条項
　当会社は、第一種優先株主および第一種優先登
録質権者に対しては、第一種優先配当金を超えて
配当はしない。

5． 非参加条項
　当会社は、第一種優先株主および第一種優先登
録株式質権者に対しては、第一種優先配当および
同順位配当を超えて配当はしない。

14．残余財産の分配
　当会社が残余財産を分配するときは、第一種優
先株主および第一種優先登録質権者は、その有す
る第一種優先株式の転換により取得し得べき普通
株式の持株数に応じて普通株主および普通登録質
権者と同等の権利を有するものとする。

6． 残余財産の分配
　当会社が残余財産を分配するときは、第一種優
先株主および第一種優先登録株式質権者は、その
有する第一種優先株式の取得請求権を行使するこ
とにより取得し得べき普通株式の持株数に応じて
普通株主および普通登録株式質権者と同順位にて
同種類の残余財産の分配を受ける権利を有するも
のとする。

15．議決権
　第一種優先株主は、法令に定める場合を除き、
当会社株主総会において議決権を有しない。

7． 議決権
（現行どおり）

16．株式分割、新株予約権の付与等

       第一種優先株式については、株式の併合または
分割を行わない。

       第一種優先株主には、株式、新株予約権または
新株予約権付社債の引受権を付与しない。

8． 株式の併合または分割、募集株式または募集新株予
約権の割当てを受ける権利の付与等

       第一種優先株式については、株式の併合または
分割を行わない。

       第一種優先株主には、募集株式、募集新株予約
権、または新株予約権付社債の割当てを受ける権
利を与えない。

       第一種優先株主には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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17. 転換予約権

　第一種優先株主は、下記の転換請求期間および
転換条件により、第一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。

（1） 転換請求期間
　　　　種類株式の株主（以下「種類株主」という。）

は、いつでも普通株式への転換を請求できる。
（2） 転換条件
　　　　種類株主は、下記の転換条件で本会社の普通株

式に転換することができる。
① 　当初転換価額

　　当初転換価額は、普通株式 1株当たり 212 円
とする。

② 転換価額の調整
　種類株式発行後、以下に掲げる事由が発生
した場合には、それぞれ以下のとおり転換価
額を調整する。なお、いずれの場合において
も、転換価格の調整過程において四捨五入そ
の他の端数処理は行わず、調整の結果生じる 1
円未満の端数は切り上げるものとする。

9.   普通株式の交付と引換えに第一種優先株式の取得を
請求する権利

　第一種優先株主は、下記の取得を請求し得べき
期間（以下「取得請求期間」という。）中、当会社
に対して、第一種優先株式を取得することを請求
（以下「取得請求」という。）することができるも
のとし、かかる請求があったときは、当会社は、
第一種優先株式を取得するのと引き換えに、下記
の算定方法による数の普通株式を第一種優先株主
に交付しなければならない。

（1） 取得請求期間
　　 　 第一種優先株主は、いつでも、当会社に対して、

取得請求することができる。
（2） 交付する普通株式の数の算定方法

　　  第一種優先株式の取得請求に応じて発行すべ
き普通株式数は、次のとおりとする。

　　　　　　　　　　　　　第一種優先株式の株主が
　　　　　　　　　　　　　取得請求のために提出した
取得請求に　　　　　　　　第一種優先株式の払込金額総額
応じて発行　　　　＝ 　　　　　　　　　　　　　　　　
すべき普通株式数
　　　　　　　　　　　　　　　　　取得価額

　　　 発行すべき株式数の算出に当たって 1 株未満の
端数が生じたときは、これを切り捨てる。

     上記算式に使用する取得価額は下記①に定める価
額とし、下記②に従って調整される。

①   取得価額
         取得価額は、普通株式 1 株当たり 140 円とす

る。
②   取得価額の調整

         第一種優先株式発行後、以下に掲げる事由が
発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得
価額を調整する。なお、いずれの場合において
も、取得価額の調整過程において四捨五入その
他の端数処理は行わず、調整の結果生じる 1 円
未満の端数は切り上げるものとする。
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（i） 　平成15 年 8 月1 日以降、本会社が時価を下
回る払込金額で、新たに普通株式を発行しま
たは自己株式を処分する場合には、次に定め
る算式（以下「転換価額調整式」という。）に
より転換価額を調整する。なお、次の算式に
おいて、「既発行普通株式数」とは、本会社の
発行済普通株式総数（ただし、普通株式に係
る自己株式数を除く。）をいうものとし、調整
後の転換価額は、払込期日の翌日以降、もし
株主割当日がある場合は、その日の翌日以降
これを適用する。ここで、時価とは、発行価
額決定日に先立つそれぞれ 30 取引日、60取引
日および 90 取引日（終値のない日数を除く。）
の株式会社東京証券取引所における本会社の
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（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。）の
うち、いずれか低い価額とする。

                                    新規
                                    発行・
                                    処分    ×  1株当たり
                        既発行     普通          払込金額
                                    株式数
                        普通株 ＋                         
調整後      調整前
                        式数          1株当たり時価
転換    ＝  転換   ×                                      

価額        価額              既発行普通株式数
                            ＋新規発行・処分普通株式数

（i） 　平成15 年 8 月1 日以降、当会社が時価を下
回る払込金額で、新たに普通株式を発行しま
たは自己株式を処分する場合には、次に定め
る算式（以下「取得価額調整式」という。）に
より取得価額を調整する。なお、次の算式に
おいて、「既発行普通株式数」とは、当会社の
発行済普通株式総数（ただし、普通株式に係
る自己株式数を除く。）をいうものとし、調整
後の取得価額は、払込みの翌日以降、または
基準日がある場合は、その日の翌日以降もし
くは普通株主に基準日を定めずに普通株式の
無償割当てをする場合はその効力発生日以降
これを適用する。ここで、時価とは、払込金
額決定日に先立つそれぞれ 30 取引日、60取引
日および 90 取引日（終値のない日数を除く。）
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（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。）の
うち、いずれか低い価額とする。

                                    新規
                                    発行・
                                    処分    ×  1株当たり
                        既発行     普通          払込金額
                                    株式数
                        普通株 ＋                         
調整後      調整前
                        式数          1株当たり時価
取得    ＝  取得   ×                                      

価額        価額              既発行普通株式数
                            ＋新規発行・処分普通株式数

　　　　  ただし、種類株主、本会社の取締役、監査役
および従業員（以下「種類株主等」という。）
に対して新たに普通株式を発行し、または自己
株式を処分する場合には、転換価額調整式にお
いて、「既発行普通株式数」に種類株主等に対
して新規発行または処分する普通株式数を加
算し、「新規発行・処分普通株式数」から種類
株主等に対して新規発行または処分する普通
株式数を控除したうえで、調整後の転換価額を
計算するものとする。

           ただし、第一種優先株主、当会社の取締役、
監査役および従業員（以下「第一種優先株主等」
という。）に対して新たに普通株式を発行し、
または自己株式を処分する場合には、取得価額
調整式において、「既発行普通株式数」に第一
種優先株主等に対して新規発行または処分す
る普通株式数を加算し、「新規発行・処分普通
株式数」から第一種優先株主等に対して新規発
行または処分する普通株式数を控除したうえ
で、調整後の取得価額を計算するものとする。
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（ⅱ） 　本会社が普通株式について、株式分割また
は株式併合を行う場合は次の算式により転換
価額を調整するものとする。なお、調整後の
転換価額は、株式分割の場合は株式分割のた
めの株主割当日の翌日以降これを適用し、株
式併合の場合は株式併合の効力発生の時以降
これを適用する。

　調 整 後　　　　調 整 前　　　　　　　　1
　　　　　　＝　　　　　　　× 　　　　　　　　　　
　転換価額　　　　転換価額
　　　　　　　　　　　　　　　　　分割・併合の比率

（ⅱ） 　当会社が普通株式について、株式分割（無
償割当てを含む。以下本（ⅱ）において同じ。）
または株式併合を行う場合は次の算式により
取得価額を調整するものとする。なお、調整
後の取得価額は、株式分割の場合は株式分割
のための基準日（基準日を定めない場合は、
効力発生日）の翌日以降これを適用し、株式
併合の場合は株式併合の効力発生の時以降こ
れを適用する。

　調 整 後　　　　調 整 前　　　　　　　　1
　　　　　　＝　　　　　　　× 　　　　　　　　　　
　取得価額　　　　取得価額
　　　　　　　　　　　　　　　　　分割・併合の比率

（ⅲ） 　平成15 年 8 月1 日以降、本会社が時価を下
回る価額をもって本会社の普通株式に転換さ
れる証券を発行する場合は、かかる証券の払
込期日に、また、株主割当日があるときはそ
の日に、発行される証券の全部が転換された
ものとみなし、(i)の転換価額調整式において、
「1 株当たり払込金額」にその証券の転換価額
を、「新規発行・処分普通株式数」にはその証
券の転換により発行される普通株式数をそれ
ぞれ使用して計算される額を、調整後の転換
価額とする。調整後の転換価額は、かかる証
券の払込期日の翌日以降、もし株主割当日が
ある場合は、その日の翌日以降これを適用す
る。

（ⅲ） 　平成15 年 8 月1 日以降、当会社が時価を下
回る価額をもって当会社の普通株式の交付と
引換えに取得される証券または取得させるこ
とができる証券を発行する場合は、かかる証
券の払込みの日に、また、基準日があるとき
はその日に、発行される証券の全部が普通株
式と引換に取得されたものとみなし、(i)の取
得価額調整式において、「1 株当たり払込金
額」にその証券の取得価額を、「新規発行・処
分普通株式数」にはその証券と引換えに発行
される普通株式数をそれぞれ使用して計算さ
れる額を、調整後の取得価額とする。調整後
の取得価額は、かかる証券の払込みの翌日以
降、もし基準日がある場合は、その日の翌日
以降これを適用する。

　ただし、種類株主等に対して本会社の普通
株式に転換される証券を発行する場合には、
上記に加えて、（ⅰ）の転換価額調整式におい
て、「既発行普通株式数」に種類株主等に対し
て発行する証券の転換により発行すべき普通
株式数を加算し、「新規発行・処分普通株式
数」から種類株主等に対して発行する証券の
転換により発行すべき普通株式数を控除した
うえで、調整後の転換価額を計算するものと
する。

　ただし、第一種優先株主等に対して当会社
の普通株式の交付と引換えに取得される証券
または取得させることができる証券を発行す
る場合には、上記に加えて、（ⅰ）の取得価額
調整式において、「既発行普通株式数」に第一
種優先株主等に対して発行する証券の引換え
により発行すべき普通株式数を加算し、「新
規発行・処分普通株式数」から第一種優先株
主等に対して発行する証券の引換えにより発
行すべき普通株式数を控除したうえで、調整
後の取得価額を計算するものとする。
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（ⅳ） 　平成15 年 8 月1 日以降、本会社が時価を下
回る価額を新株 1 株の発行価額とする新株予
約権（新株予約権付社債に付されたものを含
む。）を発行する場合、かかる新株予約権の発
行日に、もし株主割当日がある場合はその日
に、発行される新株予約権の全部が行使され
たものとみなし、(i)の転換価額調整式におい
て「1 株当たり払込金額」に新株予約権の行使
により発行される新株 1株の発行価額を、「新
規発行・処分普通株式数」には新株予約権の
行使により発行される普通株式数をそれぞれ
使用して計算される額を、調整後の転換価額
とする。

（ⅳ） 　平成15 年 8 月1 日以降、当会社が時価を下
回る価額を新株 1 株の払込金額とする新株予
約権（新株予約権付社債に付されたものを含
む。以下本（ⅳ）において同じ。）を発行（無
償割当てを含む。以下本（ⅳ）において同じ。）
する場合、かかる新株予約権の払込（新株予
約権が無償で発行される場合は割当日）の翌
日に、もし基準日がある場合はその日（基準
日を定めない場合は、効力発生日）に、発行
される新株予約権の全部が行使されたものと
みなし、(i)の取得価額調整式において「1 株当
たり払込金額」に新株予約権の行使により発
行される新株 1株の払込金額を、「新規発行・
処分普通株式数」には新株予約権の行使によ
り発行される普通株式数をそれぞれ使用して
計算される額を、調整後の取得価額とする。

           ただし、種類株主等に対して新たに新株予約
権を発行する場合には、上記に加えて、(i)の
転換価額調整式において、「既発行普通株式
数」に種類株主等に対して発行する新株予約
権の行使により発行される普通株式数を加算
し、「新規発行・処分普通株式数」から種類株
主等に対して発行する新株予約権の行使によ
り発行される普通株式数を控除したうえで、
調整後の転換価額を計算するものとする。

　ただし、第一種優先株主等に対して新たに
新株予約権を発行する場合には、上記に加え
て、(i)の取得価額調整式において、「既発行普
通株式数」に第一種優先株主等に対して発行
する新株予約権の行使により発行される普通
株式数を加算し、「新規発行・処分普通株式
数」から第一種優先株主等に対して発行する
新株予約権の行使により発行される普通株式
数を控除したうえで、調整後の取得価額を計
算するものとする。

（ⅴ） 　上記（ⅰ）から（ⅳ）までに定めるほか、
合併、株式交換、株式移転、会社の分割もし
くは資本の減少その他の事由により転換価額
の調整を必要とするときは、適切な方法によ
り転換価額を調整するものとする。

（ⅴ） 　上記（ⅰ）から（ⅳ）までに定めるほか、
合併、株式交換、株式移転、会社分割もしく
は資本金の額の減少その他の事由により取得
価額の調整を必要とするときは、適切な方法
により取得価額を調整するものとする。

③　転換により発行すべき普通株式数
　種類株式の転換により発行すべき普通株式
数は、次のとおりとする。

　　　　　　　　　　　　種類株式の株主が
転換に　　　　　　　　　転換請求のために提出した
より発行　　　　　　　　種類株式の発行価額総額
　　　　　　　　＝ 　　　　　　　　　　　　　　　
すべき
普通株式数　　　　　　　　　　転換価額

　発行株式数の算出に当たって 1 株未満の端
数が生じたときは、これを切り捨てる。

（削除）

（3） 期中転換または強制転換があった場合の取扱い
　種類株式の転換により発行された普通株式に
対する最初の利益配当金は、転換予約権の行使
または強制転換がなされた時の属する営業年度
の初めにおいて転換があったものとみなしてこ
れを支払う。

（削除）
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18.　強制転換条項
　平成 24 年 1 月 27 日までに転換請求のなかった
第一種優先株式は、その翌日以降に開催される取
締役会で定める日（以下「強制転換日」という。）
をもって、第一種優先株式１株の払込金相当額を
強制転換日に先立つそれぞれ 30 取引日、60取引日
および 90 取引日（終値のない日数を除く。）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（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。）のうち、いずれか低い価
額で除して得られる数の普通株式となる。なお、
当該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、商法に定める株式併合の場
合に準じてこれを取り扱う。

10.　普通株式と引換えによる第一種優先株式の取得
　平成 24 年 1 月 27 日までに取得請求のなかった
第一種優先株式は、その翌日以降に開催される取
締役会で定める日（以下「強制取得日」という。）
をもって、第一種優先株式 1 株の払込金相当額を
強制取得日に先立つそれぞれ 30 取引日、60 取引日
および 90 取引日（終値のない日数を除く。）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（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。）のうち、いずれか低い価
額で除して得られる数の普通株式となる。

19.  償　還
　　　 当会社は、いつでも第一種優先株式を１株当り

424 円に第一種優先累積未払配当金を加算した額
で買い入れ、これを当該買入価格により消却する
ことができる。

11.　金銭と引換えによる第一種優先株式の取得
　当会社は、いつでも、1株当り 424 円に第一種優
先累積未払配当金を加算した額に相当する金銭を
交付するのと引換えに、第一種優先株式を取得す
ることができる。

以　上


