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定款一部変更に関するお知らせ 

 
 

三菱自動車（以下、当社）は、平成 18 年 5 月 24 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 23 日開催予定の第 37 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．変更の理由 

(1) 「会社法」（平成 17年法律第 86号）の施行により、次のとおり変更するもので 
あります。 
① 株式の消却が行われた場合、従来は発行可能株式総数が減少するとの考えであったものが、会
社法では、「減少しない」と考え方が変更となったこと等により、株式消却等に伴う発行可能株

式総数の減少の規定部分等を削除するものであります。（変更案第５条） 
② 会社法においては種類ごとの株式の買受けができることが明確となり、また、「消却」は自己株
式のみに概念が変更されたことに伴い規定が不要となるので該当部分の削除等、所要の変更を行

うものです。（変更案第５条の２） 
③ 株券を発行する旨の条文を新設するものであります。（変更案第７条） 
④ 単元未満株主の権利制限を行う旨の条文を新設するものであります。（変更案第８条） 
⑤ 取得請求権付株式の内容の要綱を明確にするための条文を新設するものであります。 
（変更案第 11条の２、第 11条の３、第 11条の４、第 11条の６、第 11条の７、第 11条の８） 
⑥ 会社法により株主総会招集地の制限がなくなりましたので、現行定款第 13条を削除するもので
あります。 
⑦ 会社法に規定される「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」を導入できる
旨の条文を新設するものであります。（変更案第 14条） 

⑧ 株主総会における議決権の代理行使は他の株主１名が行う旨、また、代理権を証明する書面の
提出を要する旨の条文を新設するものであります。（変更案第 16条） 

⑨ 株主総会の議事録には議長並びに出席した取締役の記名押印又は電子署名が不要となりました
ので所要の変更を行うものであります。（変更案第 17条） 

⑩ 現行定款第 17条の２において、種類株主総会について株主総会の招集地、招集者及び議長、議
決権の代理行使、株主総会の議事録に関する規定（現行定款第 13条、第 14条、第 16条、第 17
条）を準用しているので、変更案においても種類株主総会について基準日、株主総会の招集者及

び議長、決議方法、議決権の代理行使、株主総会の議事録に関する規定（変更案第 11条、第 13
条、第 15条、第 16条、第 17条）を準用することとするため所要の変更を行うものであります。 
（変更案第 18条） 
⑪ 取締役会設置の宣言の規定が必要となったことに伴い新設するものであります。（変更案第 19
条） 
⑫ 書面又は電磁的記録による取締役会決議の制度を導入するため条文を新設するものであります。
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（変更案第 26条） 
⑬ 監査役及び監査役会設置の宣言の規定が必要となったことに伴い新設するものであります。（変
更案第 30条） 
⑭ 社外監査役についても賠償責任限定契約を締結することができるように条文を新設するもので
あります。（変更案第 39条） 
⑮ 会計監査人設置の宣言の規定が必要となったことに伴い新設するものであります。（変更案第 40
条） 
⑯ 会計監査人の選任、任期及び報酬等について明記するため条文を新設するものであります。（変
更案第 41条から第 43条まで） 

⑰ 会社法の条文表現、用語等の変更に伴い所要の変更を行うものであります。（変更案第４条から
第７条まで、第９条から第 11条の 8まで、第 15条、第 21条から第 23条まで、第 27条から第
29条まで、第 32条、第 33条、第 37条から第 39条まで、第 44条から第 47条まで） 

 
(2) Ａ種優先株式 62,000株及びＢ種優先株式 51,000株が普通株式に転換されたことに伴い、発行可

能株式総数からＡ種優先株式及びＢ種優先株式のそれぞれの転換株式数の合計を、Ａ種優先株式

の発行可能種類株式総数、Ｂ種優先株式の発行可能種類株式総数からそれぞれの転換株式数を減

算するものであります。（変更案第５条） 
(3) 株主等の氏名、住所及び印鑑の届出については、「株式取扱規則」で規定することとし、現行定款
第 10条を削除するものであります。 

(4) 株主総会の招集権者及び議長について詳細に規定するものであります。（変更案第 13条） 
(5) 常勤の監査役の選定を明記するため条文を新設するものであります。（変更案第 34条） 
(6) 規定の新設や削除に伴い条文の変更を行うものであります。 
(7) 変更案第 5条、第 11条の２から第 11条の９、第 18条及び第 45条から第 47条の変更につきま

しては、平成 18年６月 22日開催のＡ種優先株式に係る種類株主総会及びＧ種優先株式に係る種
類株主総会において承認されることを条件としております。 

 
 
２．変更内容 
変更内容は添付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 23日 
定款変更の効力発生日          平成 18年 6月 23日 

以上 
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添 付 

定 款 一 部 変 更 案 

（2006年6月23日施行） 

（下線＿＿＿は変更部分を示します。） 

現  行  定  款 変   更   案 

第１章 総  則 

（商 号） 

第１条 本会社は三菱自動車工業株式会社という。

英文でこれを表すときはMITSUBISHI MOTORS 

CORPORATIONとする。 

第１章 総  則 

（商 号） 

第１条 （現行どおり） 

（本店の所在地） 

第２条 本会社は本店を東京都港区に置く。 

（本店の所在地） 

第２条 （現行どおり） 

（目 的） 

第３条 本会社は次の事業を営むことを目的とす

る。 

１．自動車及びその構成部品、交換部品並び

に付属品の開発、設計、製造、組立、売買、

輸出入その他の取引業。 

２．農業機械、産業用エンジン等及びその構

成部品、交換部品並びに付属品の開発、設

計、製造、組立、売買、輸出入その他の取

引業。 

３．中古自動車及びその構成部品並びに交換

部品及び付属品の売買。 

４．計量器等の販売。 

５．損害保険及び自動車損害賠償保障法に基

づく保険の代理業。 

６．金融業 

７．前各号に付帯関連する事業。 

（目 的） 

第３条 （現行どおり） 

 

（公告の方法） 

第４条 本会社の公告は電子公告により行う。ただ

し、電子公告によることができない事故その他

やむを得ない事由が生じたときは東京都内にお

いて発行する日本経済新聞に掲載して行う。 

（公告方法） 

第４条 本会社の公告は電子公告により行う。ただ

し、電子公告によることができない事故その他

やむを得ない事由が生じたときは東京都内にお

いて発行する日本経済新聞に掲載する方法によ

り行う。 

第２章 株  式 

（株式の総数） 

第５条 本会社が発行する株式の総数は

9,961,710,000株とし、このうち9,958,285,000

株は普通株式、500,000株はA種優先株式、

425,000株はB種優先株式、500,000株はC種優先

株式、500,000株はD種優先株式、500,000株はE

種優先株式、500,000株はF種優先株式、500,000

株はG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又はA種優先株式、B種優先

株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、

F種優先株式若しくはG種優先株式につき消却若

しくは普通株式への転換があった場合には、こ

れに相当する株式の数を減ずる。 

第２章 株  式 

（発行可能株式総数） 

第５条 本会社の発行可能株式総数は

9,961,597,000株とする。 

9,958,285,000株は普通株式の発行可能種類株

式総数、438,000株はA種優先株式の発行可能種

類株式総数、374,000株はB種優先株式の発行可

能種類株式総数、500,000株はC種優先株式の発

行可能種類株式総数、500,000株はD種優先株式

の発行可能種類株式総数、500,000株はE種優先

株式の発行可能種類株式総数、500,000株はF種

優先株式の発行可能種類株式総数、500,000株は

G種優先株式の発行可能種類株式総数とする。 

 

（株式の買受け又は消却） 

第５条の２ (1) 本会社は、いつでも本会社の一つ

（株式の取得） 

第５条の２ 本会社は、会社法第165条第2項の規定
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又はそれ以上の種類の株式の全部

又は一部の買受け又は消却をする

ことができる。 

(2) 本会社は、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い受ける

ことができる。 

により、取締役会の決議によって市場取引等に

より自己株式を取得することができる。 

 

 

 

 

 

 

（１単元の株式の数） 

第６条 本会社の普通株式の１単元の株式の数は

1,000株とし、A種優先株式、B種優先株式、C種

優先株式、D種優先株式、E種優先株式、F種優先

株式及びG種優先株式の１単元の株式の数はそ

れぞれ1株とする。 

（単元株式数） 

第６条 本会社の普通株式の１単元の株式数は

1,000株とし、A種優先株式、B種優先株式、C種

優先株式、D種優先株式、E種優先株式、F種優先

株式及びG種優先株式の１単元の株式数はそれ

ぞれ1株とする。 

（単元未満株券の不発行） 

第７条  本会社は、1単元の株式数に満たない株式に

係る株券を発行しない。 

（株券の発行） 

第７条 (1) 本会社は株式に係る株券を発行する。 

(2) 前号の規定にかかわらず、本会社は単元

未満株式に係る株券を発行しないことが

できる。 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

（単元未満株主の権利制限） 

第８条 本会社の株主（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、以下に掲

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)取得請求権付株式の取得を請求する権利 

(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受

ける権利 

（名義書換代理人） 

第８条 (1) 本会社は株式につき名義書換代理人

を置く。 

(2) 名義書換代理人及びその事務取扱場

所は、取締役会の決議により選定し、こ

れを公告する。 

(3)  本会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）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、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、本会社において

はこれを取扱わない。 

（株主名簿管理人） 

第９条 (1) 本会社は株主名簿管理人を置く。 

 

(2)  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選定し、

これを公告する。 

(3)  本会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）及び株券喪失登録簿は、

株主名簿管理人の事務取扱場所に備え

置き、株主名簿及び株券喪失登録簿への

記載又は記録、単元未満株式の買取りそ

の他株式に関する事務は株主名簿管理

人に取扱わせ、本会社においてはこれを

取扱わない。 

（株式取扱規則） 

第９条 本会社の株券の種類並びに株式の名義書

換、単元未満株式の買取りその他株式に関する

手続及びその手数料等は、法令又は本定款に定

めるもののほか、取締役会で定める株式取扱規

則による。 

（株式取扱規則） 

第10条 本会社が発行する株券の種類、株主名簿及

び株券喪失登録簿への記載又は記録、単元未満

株式の買取りその他株式に関する手続及びその

手数料並びに法令の定めによる株主からの請求

又は通知の手続等は、法令又は本定款に定める

もののほか、取締役会で定める株式取扱規則に

よる。 

（氏名、住所、印鑑の届出） 

第10条 (1) 株主（実質株主を含む。以下同じ。）、
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質権者又はその法定代理人は氏名、住

所及び印鑑を届出なければならない。

ただし、外国人は署名をもって印鑑に

代えることができる。 

(2) 前項の者が外国に居住するときは、

日本国内に仮住所を定めて届出るか又

は代理人を定めてその氏名、住所及び

印鑑を届出なければならない。 

(3) 前２項の届出事項に変更があったと

きは遅滞なく届出なければならない。 

(4) 前各項の届出は名義書換代理人に対

して行う。 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基準日） 

第11条 (1) 本会社は毎決算期現在の株主名簿に

記載又は記録されている最終の株主を

もって、その決算期に関する定時株主

総会において株主の権利を行使すべき

株主とみなす。 

(2) 前項のほか必要あるときは、取締役会

の決議によりあらかじめ公告して一定

の日の株主名簿に記載又は記録されて

いる最終の株主又は質権者をもって、

株主又は質権者の権利を行使すべき者

とみなすことができる。 

（基準日） 

第11条 (1) 本会社は毎年3月31日の最終の株主名

簿に記載又は記録されている最終の株主

をもって、その事業年度に関する定時株

主総会において株主の権利を行使するこ

とができる株主とする。 

(2) 前号にかかわらず必要あるときは、取

締役会の決議によってあらかじめ公告

して一定の日の株主名簿に記載又は記

録されている最終の株主又は登録株式

質権者をもって、その権利を行使するこ

とができる株主又は登録株式質権者と

することができる。 

第２章の２ 優先株式 

（A種優先株式） 

第11条の2 本会社の発行するA種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（A種優先配当金） 

１． 本会社は、第36条に定める利益配当を行

うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に

記載又は記録されたA種優先株式を有する株

主（以下「A種優先株主」という。）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。）及び普

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、かつ第11条の9第1項に

定める支払順位に従い、A種優先株式1株につ

き金10万円を各営業年度における上限とし

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。 

(2) ある営業年度において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

金の額が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。 

(3) A種優先株主又はA種優先登録質権者に対

第２章の２ 優先株式 

（A種優先株式） 

第11条の2 本会社の発行するA種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（A種優先配当金） 

１． 本会社は、第45条に定める期末配当金の

支払いを行うときは、毎年3月31日の最終の株

主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を

有する株主（以下「A種優先株主」という。）

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。）及び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、かつ第11条の9第1号に定める支払順位に

従い、A種優先株式1株につき金10万円を各事

業年度における上限として、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

先配当金」という。）を支払う。 

(2) ある事業年度において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

配当の額が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。 

(3) A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に
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してはA種優先配当金を超えて配当はしな

い。 

（A種優先中間配当金） 

２． 本会社は、第37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、普通株主及び普通登録質権者に先

立ち、かつ第11条の9第2項に定める支払順位

に従い、A種優先株式1株につきA種優先配当

金の2分の1に相当する額の金銭（以下「A種

優先中間配当金」という。）を支払う。A種

優先中間配当金が支払われた場合において

は、前項のA種優先配当金の支払いは、当該A

種優先中間配当金の額を控除した額による。

 

 

（残余財産の分配） 

３． 本会社は、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

通株主及び普通登録質権者に先立ち、かつ第

11条の9第3項に定める支払順位に従い、A種優

先株式1株につき金100万円を支払う。 

 

(2) A種優先株主又はA種優先登録質権者に対

しては、前号のほか、残余財産の分配は行わ

ない。 

（株式の併合又は分割、新株引受権等の付与） 

４．本会社は、法令に定める場合を除き、A種優

先株式について株式の併合又は分割を行わな

い。本会社は、A種優先株主又はA種優先登録

質権者には、新株引受権又は新株予約権若し

くは新株予約権付社債の引受権を与えない。

 

 

（議決権） 

５．A種優先株主は、法令に定める場合を除き、

株主総会において議決権を有しない。 

（転換予約権） 

６．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、その有する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。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

対してはA種優先配当金を超えて配当はしな

い。 

（A種優先中間配当金） 

２． 本会社は、第46条に定める中間配当金の支

払いを行うときは、毎年9月30日の最終の株主

名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA

種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び

普通登録株式質権者に先立ち、かつ第11条の9

第2号に定める支払順位に従い、A種優先株式1

株につきA種優先配当金の2分の1に相当する

額の金銭（以下「A種優先中間配当金」という。）

を支払う。A種優先中間配当金が支払われた場

合においては、前項のA種優先配当金の支払い

は、当該A種優先中間配当金の額を控除した額

による。 

（残余財産の分配） 

３． 本会社は、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、普通株主及び普通登録株式質権者に先立

ち、かつ第11条の9第3号に定める支払順位に

従い、A種優先株式1株につき金100万円を支払

う。 

(2) A種優先株主又はA種優先登録株式質権者

に対しては、前号のほか、残余財産の分配は

行わない。 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

４．本会社は、法令に定める場合を除き、A種優

先株式について株式の併合又は分割を行わな

い。本会社は、A種優先株主又はA種優先登録株

式質権者には、会社法第202条第1項に基づく募

集株式の割当て又は同法第241条第1項に基づ

く募集新株予約権の割当てを受ける権利を与

えない。 

（議決権） 

５．（現行どおり） 

 

（転換請求権） 

６．A種優先株主は、第2号及び第3号の定めに従

い、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、本会社に対し、A種優先株主が有す

るA種優先株式を取得し、これと引換えに本会

社の普通株式を交付すること（以下、本会社が

ある種類の株式を取得し、それと引換えに本会

社の他の種類の株式を交付することを「転換」

という。）を請求することができる。 

(2) 前号の転換を請求し得べき期間は、払込金

額及び転換価額を踏まえて発行に際して取締

役会の決議で定める期間とする。 

(3) 第1号の転換の条件は、転換により交付すべ

き普通株式の数を、転換請求がなされたA種優

先株式の払込金額相当額の総額を転換価額で
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（強制転換条項） 

７． 転換を請求し得べき期間中に転換請求のな

かったA種優先株式は、同期間の末日の翌日

（以下「A種優先株式転換基準日」という。）

以降の日で取締役会で定める日をもって、A種

優先株式1株の払込金相当額をA種優先株式転

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（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、円単位未満小

数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上

げる。この場合、上記のA種優先株式の転換に

より発行する普通株式の数は、当該平均値がA

種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ときは、A種優先

株式1株の払込金相当額を当該下限転換価額

で除して得られる数とする。上記の普通株式

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。 

（除斥期間） 

８．第38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準用する。 

除して得られる数とするものとする。転換価

額は、本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。この場合、本会社は、会社

法第167条第3項の規定に従い転換を請求した

A種優先株主に金銭を交付する。 

（強制転換条項） 

７． 転換を請求し得べき期間中に転換請求のな

かったA種優先株式は、同期間の末日の翌日

（以下「A種優先株式転換基準日」という。）

以降の日で取締役会で定める日をもって、A種

優先株式1株の払込金額相当額をA種優先株式

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（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、円単位未満

小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り

上げる。この場合、上記のA種優先株式の転換

により交付する普通株式の数は、当該平均値

がA種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ときは、A種

優先株式1株の払込金額相当額を当該下限転

換価額で除して得られる数とする。上記の普

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、会社法第234条に従いこれ

を取り扱う。 

 

（削除） 

 

 

（B種優先株式） 

第11条の3 本会社の発行するB種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（B種優先配当金） 

１．本会社は、第36条に定める利益配当を行うと

きは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又

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。）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、普通株主及び普通登録質権者に

先立ち、かつ第11条の9第1項に定める支払順位

に従い、B種優先株式1株につき金10万円を各営

業年度における上限として、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。 

（B種優先株式） 

第11条の3 本会社の発行するB種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（B種優先配当金） 

１． 本会社は、第45条に定める期末配当金の

支払いを行うときは、毎年3月31日の最終の株

主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を

有する株主（以下「B種優先株主」という。）

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、

普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、

かつ第11条の9第1号に定める支払順位に従

い、B種優先株式1株につき金10万円を各事業

年度における上限として、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
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(2) ある営業年度において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の

額が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。

 

(3) 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しない。 

 

（B種優先中間配当金） 

２． 本会社は、第37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、普通株主及び普通登録質権者に先立ち、

かつ第11条の9第2項に定める支払順位に従い、

B種優先株式1株につきB種優先配当金の2分の1

に相当する額の金銭（以下「B種優先中間配当

金」という。）を支払う。B種優先中間配当金

が支払われた場合においては、前項のB種優先

配当金の支払いは、当該B種優先中間配当金の

額を控除した額による。 

 

 

（残余財産の分配） 

３． 本会社は、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

通株主及び普通登録質権者に先立ち、かつ第11

条の9第3項に定める支払順位に従い、B種優先

株式1株につき金100万円を支払う。 

 

(2) B種優先株主又はB種優先登録質権者に対

しては、前号のほか、残余財産の分配は行わ

ない。 

（株式の併合又は分割、新株引受権等の付与） 

４．本会社は、法令に定める場合を除き、B種優

先株式について株式の併合又は分割を行わな

い。本会社は、B種優先株主又はB種優先登録

質権者には、新株引受権又は新株予約権若し

くは新株予約権付社債の引受権を与えない。

 

 

（議決権） 

５． B種優先株主は、法令に定める場合を除き、

株主総会において議決権を有しない。 

（転換予約権） 

６． 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、その有する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。 

 

（新設） 

 

配当金」という。）を支払う。 

(2) ある事業年度において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

配当の額が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。 

(3) 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しな

い。 

（B種優先中間配当金） 

２． 本会社は、第46条に定める中間配当金の支

払いを行うときは、毎年9月30日の最終の株主

名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB

種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び

普通登録株式質権者に先立ち、かつ第11条の9

第2号に定める支払順位に従い、B種優先株式1

株につきB種優先配当金の2分の1に相当する

額の金銭（以下「B種優先中間配当金」という。）

を支払う。B種優先中間配当金が支払われた場

合においては、前項のB種優先配当金の支払い

は、当該B種優先中間配当金の額を控除した額

による。 

（残余財産の分配） 

３． 本会社は、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、普通株主及び普通登録株式質権者に先立

ち、かつ第11条の9第3号に定める支払順位に

従い、B種優先株式1株につき金100万円を支払

う。 

(2) B種優先株主又はB種優先登録株式質権者

に対しては、前号のほか、残余財産の分配は

行わない。 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

４．本会社は、法令に定める場合を除き、B種優

先株式について株式の併合又は分割を行わな

い。本会社は、B種優先株主又はB種優先登録株

式質権者には、会社法第202条第1項に基づく募

集株式の割当て又は同法第241条第1項に基づ

く募集新株予約権の割当てを受ける権利を与

えない。 

（議決権） 

５．（現行どおり） 

 

（転換請求権） 

６．B種優先株主は、第2号及び第3号の定めに従

い、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、本会社に対し、B種優先株主が有す

る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。 

(2) 前号の転換を請求し得べき期間は、払込金

額及び転換価額を踏まえて発行に際して取締
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(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（強制転換条項） 

７． 転換を請求し得べき期間中に転換請求のな

かったB種優先株式は、同期間の末日の翌日

（以下「B種優先株式転換基準日」という。）

以降の日で取締役会で定める日をもって、B

種優先株式1株の払込金相当額をB種優先株式

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（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、円単位未満

小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り

上げる。この場合、上記のB種優先株式の転換

により発行する普通株式の数は、当該平均値

がB種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ときは、B

種優先株式1株の払込金相当額を当該下限転

換価額で除して得られる数とする。上記の普

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。 

（除斥期間） 

８． 第38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準用する。 

役会の決議で定める期間とする。 

(3) 第1号の転換の条件は、転換により交付すべ

き普通株式の数を、転換請求がなされたB種優

先株式の払込金額相当額の総額を転換価額で

除して得られる数とするものとする。転換価

額は、本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。この場合、本会社は、会社

法第167条第3項の規定に従い、転換を請求し

たB種優先株主に金銭を交付する。 

（強制転換条項） 

７． 転換を請求し得べき期間中に転換請求のな

かったB種優先株式は、同期間の末日の翌日

（以下「B種優先株式転換基準日」という。）

以降の日で取締役会で定める日をもって、B

種優先株式1株の払込金額相当額をB種優先株

式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（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、円単位未

満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切

り上げる。この場合、上記のB種優先株式の転

換により交付する普通株式の数は、当該平均

値がB種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ときは、B

種優先株式1株の払込金額相当額を当該下限

転換価額で除して得られる数とする。上記の

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、会社法第234条に従いこ

れを取り扱う。 

 

（削除） 

 

 

（C種優先株式） 

第11条の4 本会社の発行するC種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（利益配当及び中間配当） 

１． 本会社は、C種優先株式を有する株主（以下

「C種優先株主」という。）又はC種優先株式

の登録質権者（以下「C種優先登録質権者」と

いう。）に対し、利益配当金及び中間配当金

を支払わない。 

（残余財産の分配） 

２． 本会社は、残余財産を分配するときは、C

（C種優先株式） 

第11条の4 本会社の発行するC種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（剰余金の配当） 

１． 本会社は、C種優先株式を有する株主（以

下「C種優先株主」という。）又は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」という。）に対し、剰余金の配当を

しない。 

（残余財産の分配） 

２． 本会社は、残余財産を分配するときは、C

9



 

種優先株主又はC種優先登録質権者に対し、普

通株主及び普通登録質権者に先立ち、かつ第

11条の9第3項に定める支払順位に従い、C種優

先株式1株につき金100万円を支払う。 

 

(2) C種優先株主又はC種優先登録質権者に対

しては、前号のほか、残余財産の分配は行わ

ない。 

（株式の併合又は分割、新株引受権等の付与） 

３． 本会社は、法令に定める場合を除き、C種

優先株式について株式の併合又は分割を行わ

ない。本会社は、C種優先株主又はC種優先登

録質権者には、新株引受権又は新株予約権若

しくは新株予約権付社債の引受権を与えな

い。 

 

（議決権） 

４． C種優先株主は、法令に定める場合を除き、

株主総会において議決権を有しない。 

（転換予約権） 

５． C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、その有するC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。 

 

(新設) 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（強制転換条項） 

６． 転換を請求し得べき期間中に転換請求のな

かったC種優先株式は、同期間の末日の翌日

（以下「C種優先株式転換基準日」という。）

以降の日で取締役会で定める日をもって、C種

優先株式1株の払込金相当額をC種優先株式転

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（終値のない日数を除

種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対

し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立

ち、かつ第11条の9第3号に定める支払順位に

従い、C種優先株式1株につき金100万円を支払

う。 

(2) C種優先株主又はC種優先登録株式質権者

に対しては、前号のほか、残余財産の分配は

行わない。 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

３．本会社は、法令に定める場合を除き、C種優

先株式について株式の併合又は分割を行わな

い。本会社は、C種優先株主又はC種優先登録株

式質権者には、会社法第202条第1項に基づく募

集株式の割当て又は同法第241条第1項に基づ

く募集新株予約権の割当てを受ける権利を与

えない。 

（議決権） 

４．（現行どおり） 

 

（転換請求権） 

５．C種優先株主は、第2号及び第3号の定めに従

い、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、本会社に対し、C種優先株主が有す

るC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。 

(2) 前号の転換を請求し得べき期間は、払込金

額及び転換価額を踏まえて発行に際して取締

役会の決議で定める期間とする。 

(3) 第1号の転換の条件は、転換により交付すべ

き普通株式の数を、転換請求がなされたC種優

先株式の払込金額相当額の総額を転換価額で

除して得られる数とするものとする。転換価

額は、本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。この場合、本会社は、会社

法第167条第3項の規定に従い、転換を請求し

たC種優先株主に金銭を交付する。 

（強制転換条項） 

６． 転換を請求し得べき期間中に転換請求のな

かったC種優先株式は、同期間の末日の翌日

（以下「C種優先株式転換基準日」という。）

以降の日で取締役会で定める日をもって、C

種優先株式1株の払込金額相当額をC種優先株

式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（終値のない日数
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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、円単位未満小

数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上

げる。この場合、上記のC種優先株式の転換に

より発行する普通株式の数は、当該平均値がC

種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ときは、C種優先

株式1株の払込金相当額を当該下限転換価額

で除して得られる数とする。上記の普通株式

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。 

 

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、円単位未

満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切

り上げる。この場合、上記のC種優先株式の転

換により交付する普通株式の数は、当該平均

値がC種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ときは、C

種優先株式1株の払込金額相当額を当該下限

転換価額で除して得られる数とする。上記の

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、会社法第234条に従いこ

れを取り扱う。 

（D種優先株式） 

第11条の5 本会社の発行するD種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（D種優先配当金） 

１． 本会社は、第36条に定める利益配当を行う

ときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載

又は記録されたD種優先株式を有する株主（以

下「D種優先株主」という。）又はD種優先株

式の登録質権者（以下「D種優先登録質権者」

という。）に対し、普通株主及び普通登録質

権者に先立ち、かつ第11条の9第1項に定める

支払順位に従い、D種優先株式1株につき金10

万円を各営業年度における上限として、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「D種優先配当金」という。）を支

払う。 

(2) ある営業年度においてD種優先株主又はD種

優先登録質権者に対して支払う利益配当金の

額がD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。 

 

(3) D種優先株主又はD種優先登録質権者に対し

てはD種優先配当金を超えて配当はしない。

 

（D種優先中間配当金） 

２． 本会社は、第37条に定める中間配当を行うと

きは、D種優先株主又はD種優先登録質権者に対

し、普通株主及び普通登録質権者に先立ち、か

つ第11条の9第2項に定める支払順位に従い、D

種優先株式1株につきD種優先配当金の2分の1

に相当する額の金銭（以下「D種優先中間配当

金」という。）を支払う。D種優先中間配当金

が支払われた場合においては、前項のD種優先

配当金の支払いは、当該D種優先中間配当金の

額を控除した額による。 

 

 

（残余財産の分配） 

（D種優先株式） 

第11条の5 本会社の発行するD種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（D種優先配当金） 

１． 本会社は、第45条に定める期末配当金の

支払いを行うときは、毎年3月31日の最終の株

主名簿に記載又は記録されたD種優先株式を

有する株主（以下「D種優先株主」という。）

又はD種優先株式の登録株式質権者（以下「D

種優先登録株式質権者」という。）に対し、

普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、

かつ第11条の9第1号に定める支払順位に従

い、D種優先株式1株につき金10万円を各事業

年度における上限として、発行に際して取締

役会の決議で定める額の金銭（以下「D種優先

配当金」という。）を支払う。 

(2) ある事業年度においてD種優先株主又はD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D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。 

(3) D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に

対してはD種優先配当金を超えて配当はしな

い。 

（D種優先中間配当金） 

２． 本会社は、第46条に定める中間配当金の支

払いを行うときは、毎年9月30日の最終の株主

名簿に記載又は記録されたD種優先株主又はD

種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び

普通登録株式質権者に先立ち、かつ第11条の9

第2号に定める支払順位に従い、D種優先株式1

株につきD種優先配当金の2分の1に相当する

額の金銭（以下「D種優先中間配当金」という。）

を支払う。D種優先中間配当金が支払われた場

合においては、前項のD種優先配当金の支払い

は、当該D種優先中間配当金の額を控除した額

による。 

（残余財産の分配） 
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３． 本会社は、残余財産を分配するときは、D種

優先株主又はD種優先登録質権者に対し、普通

株主及び普通登録質権者に先立ち、かつ第11

条の9第3項に定める支払順位に従い、D種優先

株式1株につき金100万円を支払う。 

 

(2) D種優先株主又はD種優先登録質権者に対

しては、前号のほか、残余財産の分配は行わな

い。 

（株式の併合又は分割、新株引受権等の付与） 

４． 本会社は、法令に定める場合を除き、D種

優先株式について株式の併合又は分割を行わ

ない。本会社は、D種優先株主又はD種優先登

録質権者には、新株引受権又は新株予約権若

しくは新株予約権付社債の引受権を与えな

い。 

 

（議決権）  

５． D種優先株主は、法令に定める場合を除き、

株主総会において議決権を有しない。 

（除斥期間） 

６． 第38条の規定は、D種優先配当金及びD種優

先中間配当金の支払いについて準用する。 

３． 本会社は、残余財産を分配するときは、D

種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対

し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立

ち、かつ第11条の9第3号に定める支払順位に

従い、D種優先株式1株につき金100万円を支払

う。 

(2) D種優先株主又はD種優先登録株式質権者

に対しては、前号のほか、残余財産の分配は

行わない。 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

４．本会社は、法令に定める場合を除き、D種優

先株式について株式の併合又は分割を行わな

い。本会社は、D種優先株主又はD種優先登録株

式質権者には、会社法第202条第1項に基づく募

集株式の割当て又は同法第241条第1項に基づ

く募集新株予約権の割当てを受ける権利を与

えない。 

（議決権） 

５．（現行どおり） 

 

 

（削除） 

 

 

（E種優先株式） 

第11条の6 本会社の発行するE種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（E種優先配当金） 

１． 本会社は、第36条に定める利益配当を行う

ときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載

又は記録されたE種優先株式を有する株主（以

下「E種優先株主」という。）又は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、普通株主及び普通登録質権者

に先立ち、かつ第11条の9第1項に定める支払順

位に従い、E種優先株式1株につき金10万円を各

営業年度における上限として、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「E

種優先配当金」という。）を支払う。 

 

(2) ある営業年度においてE種優先株主又はE種

優先登録質権者に対して支払う利益配当金の

額がE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。 

 

(3) E種優先株主又はE種優先登録質権者に対し

てはE種優先配当金を超えて配当はしない。 

 

（E種優先中間配当金） 

２． 本会社は、第37条に定める中間配当を行う

ときは、E種優先株主又はE種優先登録質権者に

（E種優先株式） 

第11条の6 本会社の発行するE種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（E種優先配当金） 

１． 本会社は、第45条に定める期末配当金の

支払いを行うときは、毎年3月31日の最終の株

主名簿に記載又は記録されたE種優先株式を

有する株主（以下「E種優先株主」という。）

又は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、

普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、

かつ第11条の9第1号に定める支払順位に従

い、E種優先株式1株につき金10万円を各事業

年度における上限として、発行に際して取締

役会の決議で定める額の金銭（以下「E種優先

配当金」という。）を支払う。 

(2) ある事業年度においてE種優先株主又はE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E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。 

(3) E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に

対してはE種優先配当金を超えて配当はしな

い。 

（E種優先中間配当金） 

２． 本会社は、第46条に定める中間配当金の支

払いを行うときは、毎年9月30日の最終の株主
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対し、普通株主及び普通登録質権者に先立ち、

かつ第11条の9第2項に定める支払順位に従い、

E種優先株式1株につきE種優先配当金の2分の1

に相当する額の金銭（以下「E種優先中間配当

金」という。）を支払う。E種優先中間配当金

が支払われた場合においては、前項のE種優先

配当金の支払いは、当該E種優先中間配当金の

額を控除した額による。 

 

 

（残余財産の分配） 

３． 本会社は、残余財産を分配するときは、E種

優先株主又はE種優先登録質権者に対し、普通

株主及び普通登録質権者に先立ち、かつ第11条

の9第3項に定める支払順位に従い、E種優先株

式1株につき金100万円を支払う。 

 

(2) E種優先株主又はE種優先登録質権者に対し

ては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。

 

（株式の併合又は分割、新株引受権等の付与） 

４． 本会社は、法令に定める場合を除き、E種優

先株式について株式の併合又は分割を行わな

い。本会社は、E種優先株主又はE種優先登録質

権者には、新株引受権又は新株予約権若しくは

新株予約権付社債の引受権を与えない。 

 

 

（議決権） 

５． E種優先株主は、法令に定める場合を除き、

株主総会において議決権を有しない。 

（転換予約権） 

６． E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、その有するE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。 

 

(新設) 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名簿に記載又は記録されたE種優先株主又はE

種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び

普通登録株式質権者に先立ち、かつ第11条の9

第2号に定める支払順位に従い、E種優先株式1

株につきE種優先配当金の2分の1に相当する

額の金銭（以下「E種優先中間配当金」という。）

を支払う。E種優先中間配当金が支払われた場

合においては、前項のE種優先配当金の支払い

は、当該E種優先中間配当金の額を控除した額

による。 

（残余財産の分配） 

３． 本会社は、残余財産を分配するときは、E

種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対

し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立

ち、かつ第11条の9第3号に定める支払順位に

従い、E種優先株式1株につき金100万円を支払

う。 

(2) E種優先株主又はE種優先登録株式質権者

に対しては、前号のほか、残余財産の分配は

行わない。 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

４．本会社は、法令に定める場合を除き、E種優

先株式について株式の併合又は分割を行わな

い。本会社は、E種優先株主又はE種優先登録株

式質権者には、会社法第202条第1項に基づく募

集株式の割当て又は同法第241条第1項に基づ

く募集新株予約権の割当てを受ける権利を与

えない。 

（議決権） 

５．（現行どおり） 

 

（転換請求権） 

６．E種優先株主は、第2号及び第3号の定めに従

い、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、本会社に対し、E種優先株主が有す

るE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。 

(2) 前号の転換を請求し得べき期間は、払込金

額及び転換価額を踏まえて発行に際して取締

役会の決議で定める期間とする。 

(3) 第1号の転換の条件は、転換により交付すべ

き普通株式の数を、転換請求がなされたE種優

先株式の払込金額相当額の総額を転換価額で

除して得られる数とするものとする。転換価

額は、本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。この場合、本会社は、会社
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（除斥期間） 

７． 第38条の規定は、E種優先配当金及びE種優

先中間配当金の支払いについて準用する。 

法第167条第3項の規定に従い、転換を請求し

たE種優先株主に金銭を交付する。 

 

（削除） 

 

 

（F種優先株式） 

第11条の7 本会社の発行するF種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（F種優先配当金） 

１． 本会社は、第36条に定める利益配当を行うと

きは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又

は記録されたF種優先株式を有する株主（以下

「F種優先株主」という。）又はF種優先株式の

登録質権者（以下「F種優先登録質権者」とい

う。）に対し、普通株主及び普通登録質権者に

先立ち、かつ第11条の9第1項に定める支払順位

に従い、F種優先株式1株につき金10万円を各営

業年度における上限として、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「F

種優先配当金」という。）を支払う。 

 

(2) ある営業年度においてF種優先株主又はF種

優先登録質権者に対して支払う利益配当金の

額がF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。 

 

(3) F種優先株主又はF種優先登録質権者に対し

てはF種優先配当金を超えて配当はしない。 

 

（F種優先中間配当金） 

２． 本会社は、第37条に定める中間配当を行うと

きは、F種優先株主又はF種優先登録質権者に対

し、普通株主及び普通登録質権者に先立ち、か

つ第11条の9第2項に定める支払順位に従い、F

種優先株式1株につきF種優先配当金の2分の1

に相当する額の金銭（以下「F種優先中間配当

金」という。）を支払う。F種優先中間配当金

が支払われた場合においては、前項のF種優先

配当金の支払いは、当該F種優先中間配当金の

額を控除した額による。 

 

 

（残余財産の分配） 

３． 本会社は、残余財産を分配するときは、F種

優先株主又はF種優先登録質権者に対し、普通

株主及び普通登録質権者に先立ち、かつ第11

条の9第3項に定める支払順位に従い、F種優先

株式1株につき金100万円を支払う。 

 

(2) F種優先株主又はF種優先登録質権者に対し

（F種優先株式） 

第11条の7 本会社の発行するF種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（F種優先配当金） 

１． 本会社は、第45条に定める期末配当金の

支払いを行うときは、毎年3月31日の最終の株

主名簿に記載又は記録されたF種優先株式を

有する株主（以下「F種優先株主」という。）

又はF種優先株式の登録株式質権者（以下「F

種優先登録株式質権者」という。）に対し、

普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、

かつ第11条の9第1号に定める支払順位に従

い、F種優先株式1株につき金10万円を各事業

年度における上限として、発行に際して取締

役会の決議で定める額の金銭（以下「F種優先

配当金」という。）を支払う。 

(2) ある事業年度においてF種優先株主又はF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F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。 

(3) F種優先株主又はF種優先登録株式質権者に

対してはF種優先配当金を超えて配当はしな

い。 

（F種優先中間配当金） 

２． 本会社は、第46条に定める中間配当金の支

払いを行うときは、毎年9月30日の最終の株主

名簿に記載又は記録されたF種優先株主又はF

種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び

普通登録株式質権者に先立ち、かつ第11条の9

第2号に定める支払順位に従い、F種優先株式1

株につきF種優先配当金の2分の1に相当する

額の金銭（以下「F種優先中間配当金」という。）

を支払う。F種優先中間配当金が支払われた場

合においては、前項のF種優先配当金の支払い

は、当該F種優先中間配当金の額を控除した額

による。 

（残余財産の分配） 

３． 本会社は、残余財産を分配するときは、F

種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対

し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立

ち、かつ第11条の9第3号に定める支払順位に

従い、F種優先株式1株につき金100万円を支払

う。 

(2) F種優先株主又はF種優先登録株式質権者
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ては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。

 

（株式の併合又は分割、新株引受権等の付与） 

４． 本会社は、法令に定める場合を除き、F種優

先株式について株式の併合又は分割を行わな

い。本会社は、F種優先株主又はF種優先登録質

権者には、新株引受権又は新株予約権若しくは

新株予約権付社債の引受権を与えない。 

 

 

（議決権） 

５． F種優先株主は、法令に定める場合を除き、

株主総会において議決権を有しない。 

（転換予約権） 

６． F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、その有するF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。 

 

(新設) 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（除斥期間） 

７． 第38条の規定は、F種優先配当金及びF種優

先中間配当金の支払いについて準用する。 

に対しては、前号のほか、残余財産の分配は

行わない。 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

４．本会社は、法令に定める場合を除き、F種優

先株式について株式の併合又は分割を行わな

い。本会社は、F種優先株主又はF種優先登録株

式質権者には、会社法第202条第1項に基づく募

集株式の割当て又は同法第241条第1項に基づ

く募集新株予約権の割当てを受ける権利を与

えない。 

（議決権） 

５．（現行どおり） 

 

（転換請求権） 

６．F種優先株主は、第2号及び第3号の定めに従

い、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、本会社に対し、F種優先株主が有す

るF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。 

(2) 前号の転換を請求し得べき期間は、払込金

額及び転換価額を踏まえて発行に際して取締

役会の決議で定める期間とする。 

(3) 第1号の転換の条件は、転換により交付すべ

き普通株式の数を、転換請求がなされたF種優

先株式の払込金額相当額の総額を転換価額で

除して得られる数とするものとする。転換価

額は、本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。この場合、本会社は、会社

法第167条第3項の規定に従い、転換を請求し

たF種優先株主に金銭を交付する。 

 

（削除） 

 

 

（G種優先株式） 

第11条の8 本会社の発行するG種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（G種優先配当金） 

１． 本会社は、第36条に定める利益配当を行うと

きは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又

は記録されたG種優先株式を有する株主（以下

「G種優先株主」という。）又はG種優先株式の

登録質権者（以下「G種優先登録質権者」とい

う。）に対し、普通株主及び普通登録質権者に

先立ち、かつ第11条の9第1項に定める支払順位

（G種優先株式） 

第11条の8 本会社の発行するG種優先株式の内容

は、次の通りとする。 

（G種優先配当金） 

１． 本会社は、第45条に定める期末配当金の

支払いを行うときは、毎年3月31日の最終の株

主名簿に記載又は記録されたG種優先株式を

有する株主（以下「G種優先株主」という。）

又はG種優先株式の登録株式質権者（以下「G

種優先登録株式質権者」という。）に対し、

普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、
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に従い、G種優先株式1株につき金10万円を各営

業年度における上限として、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「G

種優先配当金」という。）を支払う。 

 

(2) ある営業年度においてG種優先株主又はG種

優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額

がG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。 

 

(3) G種優先株主又はG種優先登録質権者に対し

てはG種優先配当金を超えて配当はしない。 

 

（G種優先中間配当金） 

２． 本会社は、第37条に定める中間配当を行う

ときは、G種優先株主又はG種優先登録質権者に

対し、普通株主及び普通登録質権者に先立ち、

かつ第11条の9第2項に定める支払順位に従い、

G種優先株式1株につきG種優先配当金の2分の1

に相当する額の金銭（以下「G種優先中間配当

金」という。）を支払う。G種優先中間配当金

が支払われた場合においては、前項のG種優先

配当金の支払いは、当該G種優先中間配当金の

額を控除した額による。 

 

 

（残余財産の分配） 

３． 本会社は、残余財産を分配するときは、G種

優先株主又はG種優先登録質権者に対し、普通株

主及び普通登録質権者に先立ち、かつ第11条の9

第3項に定める支払順位に従い、G種優先株式1

株につき金100万円を支払う。 

 

(2) G種優先株主又はG種優先登録質権者に対し

ては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。

 

（株式の併合又は分割、新株引受権等の付与） 

４． 本会社は、法令に定める場合を除き、G種優

先株式について株式の併合又は分割を行わな

い。本会社は、G種優先株主又はG種優先登録質

権者には、新株引受権又は新株予約権若しくは

新株予約権付社債の引受権を与えない。 

 

 

（議決権） 

５． G種優先株主は、法令に定める場合を除き、

株主総会において議決権を有しない。 

（転換予約権） 

６． G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、その有するG種優先

株式の普通株式への転換を請求することがで

かつ第11条の9第1号に定める支払順位に従

い、G種優先株式1株につき金10万円を各事業

年度における上限として、発行に際して取締

役会の決議で定める額の金銭（以下「G種優先

配当金」という。）を支払う。 

(2) ある事業年度においてG種優先株主又はG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G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。 

(3) G種優先株主又はG種優先登録株式質権者に

対してはG種優先配当金を超えて配当はしな

い。 

（G種優先中間配当金） 

２． 本会社は、第46条に定める中間配当金の支

払いを行うときは、毎年9月30日の最終の株主

名簿に記載又は記録されたG種優先株主又はG

種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び

普通登録株式質権者に先立ち、かつ第11条の9

第2号に定める支払順位に従い、G種優先株式1

株につきG種優先配当金の2分の1に相当する

額の金銭（以下「G種優先中間配当金」という。）

を支払う。G種優先中間配当金が支払われた場

合においては、前項のG種優先配当金の支払い

は、当該G種優先中間配当金の額を控除した額

による。 

（残余財産の分配） 

３． 本会社は、残余財産を分配するときは、G

種優先株主又はG種優先登録株式質権者に対

し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立

ち、かつ第11条の9第3号に定める支払順位に

従い、G種優先株式1株につき金100万円を支払

う。 

(2) G種優先株主又はG種優先登録株式質権者

に対しては、前号のほか、残余財産の分配は

行わない。 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

４．本会社は、法令に定める場合を除き、G種優

先株式について株式の併合又は分割を行わな

い。本会社は、G種優先株主又はG種優先登録株

式質権者には、会社法第202条第1項に基づく募

集株式の割当て又は同法第241条第1項に基づ

く募集新株予約権の割当てを受ける権利を与

えない。 

（議決権） 

５．（現行どおり） 

 

（転換請求権） 

６．G種優先株主は、第2号及び第3号の定めに従

い、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、本会社に対し、G種優先株主が有す
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きる。 

 

(新設) 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（除斥期間） 

７． 第38条の規定は、G種優先配当金及びG種優

先中間配当金の支払いについて準用する。 

るG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。 

(2) 前号の転換を請求し得べき期間は、払込金

額及び転換価額を踏まえて発行に際して取締

役会の決議で定める期間とする。 

(3) 第1号の転換の条件は、転換により交付すべ

き普通株式の数を、転換請求がなされたG種優

先株式の払込金額相当額の総額を転換価額で

除して得られる数とするものとする。転換価

額は、本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。この場合、本会社は、会社

法第167条第3項の規定に従い、転換を請求し

たG種優先株主に金銭を交付する。 

 

（削除） 

 

 

（優先順位） 

第11条の9 A種優先配当金、B種優先配当金、D種優

先配当金、E種優先配当金、F種優先配当金及び

G種優先配当金の支払順位は、B種優先配当金及

びF種優先配当金を第1順位（それらの間では同

順位）とし、A種優先配当金、D種優先配当金、

E種優先配当金及びG種優先配当金を第2順位

（それらの間では同順位）とする。 

(2) A種優先中間配当金、B種優先中間配当金、

D種優先中間配当金、E種優先中間配当金、F種

優先中間配当金及びG種優先中間配当金の支払

順位は、B種優先中間配当金及びF種優先中間配

当金を第1順位（それらの間では同順位）とし、

A種優先中間配当金、D種優先中間配当金、E種

優先中間配当金及びG種優先中間配当金を第2

順位（それらの間では同順位）とする。 

(3) A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、

D種優先株式、E種優先株式、F種優先株式及びG

種優先株式にかかる残余財産の分配の支払順

位は、B種優先株式、C種優先株式、F種優先株

式及びG種優先株式にかかる残余財産の分配の

支払いを第1順位（それらの間では同順位）と

し、A種優先株式、D種優先株式及びE種優先株

式にかかる残余財産の分配の支払いを第2順位

（それらの間では同順位）とする。 

 

（優先順位） 

第11条の9 （現行どおり） 

 

第３章 株主総会 

（招 集） 

第12条 (1) 定時株主総会は毎年６月に招集する。

第３章 株主総会 

（招 集） 

第12条  （現行どおり） 
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    (2) 臨時株主総会は必要に応じ随時招集

する。 

（招集地） 

第13条 株主総会は東京都区内において招集する。 

 

（削除） 

 

（招集者及び議長） 

第14条 (1) 株主総会は取締役会の決議に基づいて開

催するものとし、取締役社長が招集する。

 

 

 

(2) 株主総会の議長は、取締役社長がこれに

あたり、取締役社長に支障があるときは他

の代表取締役がこれに代わる。 

（招集権者及び議長） 

第13条 (1) 株主総会は取締役会の決議に基づいて開

催するものとし、取締役社長が招集する。

取締役社長に事故があるときは、あらかじ

め取締役会において定めた順序により、他

の取締役が招集する。 

 (2)  株主総会においては、取締役社長が議

長となる。取締役社長に事故があるとき

は、あらかじめ取締役会において定めた順

序により、他の取締役が議長となる。 

 

 

（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14条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計

算書類に記載又は表示をすべき事項にかかる

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。 

（決議方法） 

第15条 株主総会の決議は出席した株主の議決権の

過半数をもってする。ただし法令又は本定款に

別段の定めがある場合にはその定めによる。 

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以上の多数をもってする。

（決議方法） 

第15条 (1) 株主総会の決議は出席した議決権を

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。ただし、法令又は本

定款に別段の定めがある場合にはその定

めによる。 

(2) 会社法第309条第2項に定める特別決

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以上の多数

をもって行う。 

（議決権の代理行使） 

第16条 株主は株主総会において議決権を有する他

の出席株主に委任して議決権を行使すること

ができる。 

(新設) 

（議決権の代理行使） 

第16条 (1) 株主は、本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) 株主又は代理人は、株主総会ごとに代

理権を証明する書面を本会社に提出しな

ければならない。 

（株主総会の議事録） 

第17条 株主総会における議事の経過の要領及びそ

の結果は、これを議事録に記載又は記録して議

長並びに出席した取締役が記名押印又は電子

署名した後、本会社において保存する。 

（株主総会の議事録） 

第17条 株主総会における議事の経過の要領及びそ

の結果並びにその他法令に定める事項は、議事

録に記載又は記録して、本会社において保存す

る。 

（種類株主総会） 

第17条の2 第13条、第14条、第16条及び第17条の規

定は、種類株主総会にこれを準用する。 

 

（種類株主総会） 

第18条 (1) 第11条第2号、第13条、第15条第1号、

第16条及び第17条の規定は、種類株主総

会にこれを準用する。 
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(新設) 

 

 

(新設) 

(2) 第11条第1号の規定は、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。 

(3) 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

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以上の多数をもって行

う。 

第４章 取締役及び取締役会 

 

（新設） 

 

第４章 取締役及び取締役会 

（取締役会の設置） 

第19条 本会社は取締役会を置く。 

（取締役の定員） 

第18条 本会社の取締役は４０名以内とする。 

（取締役の定員） 

第20条 （現行どおり） 

（取締役の選任） 

第19条 (1) 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によって選任

する。 

(2) 取締役の選任決議は累積投票によらな

い。 

（取締役の選任） 

第21条 (1) 取締役は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

議決権の過半数によって選任する。 

(2) （現行どおり） 

（取締役の任期） 

第20条 (1) 取締役の任期は就任後１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取締役の補欠

として選任された取締役の任期は前任者

の任期の満了すべき時までとする。 

(3) 増員により選任された取締役の任期は

他の取締役の任期の満了すべき時までと

する。 

（取締役の任期） 

第22条 (1) 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) 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前任者

の任期の満了する時までとする。 

(3) 増員により選任された取締役の任期は

他の取締役の任期の満了する時までとす

る。 

（代表取締役、役付取締役） 

第21条 (1) 取締役会の決議により会社を代表す

べき取締役若干名を定める。 

(2) 代表取締役は、各自会社を代表し、取

締役会の決議によって業務を執行する。

ただし、日常の業務は専行できる。 

(3) 取締役会の決議により本会社に取締

役社長１名を置く。 

(4) 取締役会の決議により、取締役会長１

名並びに取締役副会長、取締役副社長、

専務取締役及び常務取締役若干名を置く

ことができる。 

（代表取締役、役付取締役） 

第23条 (1) 本会社は取締役会の決議によって、代

表取締役を選定する。 

(2) 代表取締役は会社を代表し、会社の

業務を執行する。 

 

(3) 取締役会はその決議によって、取締

役社長１名を選定し、取締役会長１名

並びに取締役副会長、取締役副社長、

専務取締役及び常務取締役各若干名を

選定することができる。 

 

 

（取締役会の招集） 

第22条 (1) 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招集してその

議長となる。取締役会長が欠員又は支障

あるときは取締役社長若しくは他の代

表取締役がこれに代わる。 

（取締役会の招集） 

第24条 （現行どおり） 
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(2) 取締役会招集の通知は各取締役及び各

監査役に対し会日の５日前に発する。た

だし、緊急やむを得ないときはこれを短

縮することができる。 

 

 

 

 

 

（取締役会の決議方法） 

第23条 取締役会の議事は取締役の過半数出席し、

その過半数により決する。 

（取締役会の決議方法） 

第25条 （現行どおり） 

 

（新設） 

 

（取締役会の決議の省略） 

第26条 本会社は取締役の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決

議があったものとみなす。ただし、監査役が異議

を述べたときはこの限りでない。 

（取締役会の議事録） 

第24条 取締役会における議事の経過の要領及びそ

の結果は、これを議事録に記載又は記録して出

席した取締役及び監査役が記名押印又は電子

署名した後、本会社において保存する。 

（取締役会の議事録） 

第27条 取締役会における議事の経過の要領及びそ

の結果並びにその他法令に定める事項は、これ

を議事録に記載又は記録して出席した取締役

及び監査役が記名押印又は電子署名した後、本

会社において保存する。 

（取締役の報酬） 

第25条 取締役の報酬は株主総会において定める。 

（取締役の報酬等） 

第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対

価として本会社から受ける財産上の利益（以下

「報酬等」という。）は株主総会によって定め

る。 

（取締役の責任免除） 

第26条 (1) 本会社は、商法第266条第12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。 

 

 

(2) 本会社は、商法第266条第19項の規定に

より、社外取締役との間に、同条第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、当該契

約に基づく賠償責任の限度額は、500万円

以上であらかじめ定めた金額又は法令が

規定する額のいずれか高い額とする。 

 

（取締役の責任免除） 

第29条 (1) 本会社は、取締役会の決議によって、取

締役(取締役であった者を含む。)の会社法

第423条第１項の賠償責任について法令に

定める要件に該当する場合には、賠償責任

額から法令に定める最低責任限度額を控

除して得た額を限度として免除すること

ができる。 

(2) 本会社は、社外取締役との間で、会社法

第423条第１項の賠償責任について法令に

定める要件に該当する場合には、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、当該契約に基づく賠償責任の限度

額は、金500万円以上であらかじめ定めた

額と法令の定める最低責任限度額とのい

ずれか高い額とする。 

第５章 監査役及び監査役会 

 

（新設） 

 

第５章 監査役及び監査役会 

（監査役及び監査役会の設置） 

第30条 本会社は監査役及び監査役会を置く。 

 

（監査役の定員） 

第27条 本会社の監査役は５名以内とする。 

（監査役の定員） 

第31条 （現行どおり） 

（監査役の選任） 

第28条 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

決権の過半数によって選任する。 

（監査役の選任） 

第32条 監査役は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、その議決権の過半数によ
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って選任する。 

（監査役の任期） 

第29条 (1) 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前任者

の任期の満了すべき時までとする。 

（監査役の任期） 

第33条 (1) 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前任者

の任期の満了する時までとする。 

 

（新設） 

 

 

（常勤の監査役） 

第34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） 

第30条 監査役会招集の通知は各監査役に対し会日

の５日前に発する。ただし、緊急やむを得ない

ときはこれを短縮することができる。 

（監査役会の招集） 

第35条 （現行どおり） 

（監査役会の決議方法） 

第31条 監査役会の議事は法令に別段の定めある場

合を除き、監査役の過半数により決する。 

（監査役会の決議方法） 

第36条 （現行どおり） 

 

（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及びそ

の結果は、これを議事録に記載又は記録して出

席した監査役が記名押印又は電子署名した後、

本会社において保存する。 

（監査役会の議事録） 

第37条 監査役会における議事の経過の要領及びそ

の結果並びにその他法令に定める事項は、議事録

に記載又は記録して出席した監査役が記名押印

又は電子署名した後、本会社において保存する。

（監査役の報酬） 

第33条 監査役の報酬は株主総会において定める。 

（監査役の報酬等） 

第38条 監査役の報酬等は株主総会によって定め

る。 

（監査役の責任の免除） 

第34条 本会社は、商法第266条第12項及び第280条

第1項の規定により、取締役会の決議をもって、

商法第266条第1項第5号の行為に関する監査役

(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。 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

（監査役の責任の免除） 

第39条 (1) 本会社は、取締役会の決議によって、

監査役(監査役であった者を含む。)の会社

法第423条第１項の賠償責任について法令

に定める要件に該当する場合には、賠償責

任額から法令に定める最低責任限度額を

控除して得た額を限度として免除するこ

とができる。 

(2) 本会社は、社外監査役との間で、会社法

第423条第１項の賠償責任について法令に

定める要件に該当する場合には、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、当該契約に基づく賠償責任の限度

額は、金500万円以上であらかじめ定めた

額と法令の定める最低責任限度額とのい

ずれか高い額とする。 

(新設) 

 

（新設） 

 

第６章 会計監査人 

（会計監査人の設置） 

第40条 本会社は会計監査人を置く。 

 

（新設） 

 

（会計監査人の選任） 

第41条 会計監査人は、株主総会の決議によって選

任する。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計監査人の任期） 

第42条 (1) 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終結の時までとす

る。 

(2) 会計監査人は、前号の定時株主総会に

おいて別段の決議がされなかったとき

は、当該定時株主総会において再任され

たものとみなす。 

 

（新設） 

（会計監査人の報酬等） 

第43条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査

役会の同意を得て定める。 

第６章 計  算 

（営業年度及び決算期） 

第35条 本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、その末日を決算期とする。 

第７章 計  算 

（事業年度） 

第44条 本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。 

（利益配当） 

第36条 利益配当金は毎決算期現在の株主名簿に記

載又は記録されている最終の株主又は質権者に

支払う。 

（期末配当金） 

第45条 本会社は株主総会の決議によって毎年3月

31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株

主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金

の配当（以下「期末配当金」という。）を支払

う。 

（中間配当） 

第37条 本会社は取締役会の決議により毎年9月30

日現在の株主名簿に記載又は記録されている最

終の株主又は質権者に対して商法第293条ノ5に

定める金銭の分配（この分配金を以下中間配当

金という。）をすることができる。 

（中間配当金） 

第46条 本会社は取締役会の決議によって毎年9月

30日現在の株主名簿に記載又は記録されている

最終の株主又は登録株式質権者に対して会社法

第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当

（以下「中間配当金」という。）をすることが

できる。 

（除斥期間） 

第38条 利益配当金及び中間配当金がその支払開始

の日から満3年以内に受領されないときは、本会

社はその支払の義務を免れる。 

（除斥期間） 

第47条 剰余金の配当がその支払開始の日から満3

年以内に受領されないときは、本会社はその支払

の義務を免れる。 

 

以 上 
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