
平成 18 年 5月 29 日 

各  位 

会 社 名      軽 貨 急 配 株 式 会 社 

代 表 者 名      代表取締役社長 西原 克敏 

（コ ード番 号       ：９３７４  大証第２部） 

問 合 せ 先      常務執行役員経理部長 谷中 譲

Ｔ Ｅ Ｌ ０６－６９０７－５７７０（代表）

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は，平成 18 年 5月 26 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 19 期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. 定款変更の目的 

（1） 定款第 2 章の 2 に定めるⅠ種優先株式、Ⅱ種優先株式、Ⅲ種優先株式の発行済株式に

ついて、第 19 期においてすべて普通株式への転換が終了しているため、優先株式に関す

る事項、ならびに種類株主総会についての記載をそれぞれ削除するものであります。 

（2） 株主の皆様方へのサービス向上の観点から、単元未満株主の買増し請求の条項を新設

するものであります。 

（3） これまで定款において定めていない、取締役会議事録・取締役会規程に関する条項な

らびに取締役の報酬等の決議に関する条項を、この機会に新設するものであります。 

（4） これまで定款において定めていない、監査役会議事録・監査役会規程に関する条項な

らびに監査役の報酬等の決議に関する条項を、この機会に新設するものであります。 

（5） 「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律第８７

号）が平成 17 年 2月 1日に施行されましたことにより、会社の公告する方法として電子

公告により行うことも認められましたので、当社の公告する方法を日本経済新聞への掲

載から電子公告に変更し、不測の事態に備えて、電子公告をすることができないときに

は日本経済新聞に掲載して行う旨を定めるものであります。 

（6） 円滑に株主総会を運営するために、株主総会においての代理人による議決権行使につ

き、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人とすることを定めるとともに、その

代理権行使の方法を記載する条項を新設するものであります。 

（7） 「会社法」（平成17年法律第86号）、「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 18 年法律第 87 号）ならびに、「会社法施行規則」（平成 18 年法務省令第 12

号）および「会社計算規則」（同第 13 号）（以下「会社法等」という。）が平成 18 年 5 月

1日に施行されたことに伴い、本総会での変更を以下のとおり行うものであります。 

(ア) 会社法等の施行の際、当社の定款には取締役会、監査役および監査役会を置く旨の

定めがあるとみなされることとなるため、当該規定を新設するものであります。 

(イ) 会社法等の施行の際、当社の定款には会計監査人を置く旨の定めがあるとみなされ

ることとなるため、会計監査人の章を新設するとともに、当該規定を新設するもの

であります。 

(ウ) 会社法等の施行の際、当社の定款には株式に係る株券を発行する旨の定めがあると

みなされることとなるため、当該規定を新設するとともに、単元未満株式に係る株

券の不発行の規定を株券発行に関する当該規定に移動するなど、所定の変更を行う

ものであります。併せて、単元未満株式についての権利を、単元株式と比して相当

な範囲内に制限すべきものであることから、新たに単元未満株式についての権利の

規定を設けるものであります。 

(エ) 会社法等の施行に伴い、現行定款の名義書換代理人は株主名簿管理人と名称変更さ

れ、施行の際当社の定款にはこれを置く旨の定めがあるとみなされるとともに、新

たに新株予約権原簿に関する事務を委託することとなるため、所要の変更を行うも

のであります。 

(オ) 会社法等の施行に伴い、取締役の解任決議は特別決議より普通決議となることが定

められましたが、中長期的視野に基づく経営の安定性確保のため、会社法等施行後



も現行どおりの定足数および決議要件といたしたく、規定の新設を行うものであり

ます。 

(カ) 取締役会の機動的、効率的運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議

があったものとみなすことを可能とする旨の規定を追加するものであります。 

(キ) 社外取締役として適任者を招聘、登用し、その期待される役割を十分に発揮できる

ように、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を

追加いたします。なお、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能に

する旨の規定を本総会へ提出することにつきましては、監査役の全員一致による監

査役会の同意を得ております。 

(ク) 取締役の賠償責任につき、取締役会の決議により責任免除額の決定を行える旨の規

定を新設するものであります。なお、取締役会の決議により責任免除額の決定を行

えることを可能にする旨の規定を本総会へ提出することにつきましては、監査役の

全員一致による監査役会の同意を得ております。 

(ケ) 社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、社外監査役との間に

責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を追加するとともに、現行定款

の監査役の責任軽減の規定に所要の変更を行うものであります。 

(コ) 会計監査人がその期待される役割を十分に発揮できるように、会計監査人との間に

責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設するとともに、選任、任

期に関する規定を新設するものであります。 

(サ) 株主の皆様への、株主総会招集に関する参考書類等につきまして、インターネット

を利用する方法で開示することを可能とする旨の規定を新設するものであります。 

(シ) 上記のほか、会社法等に基づく株式会社として必要な規定の加除、修正および移設

など、全般に亘って所要の変更を行うものであります。 

(ス) その他の変更に伴い、章数・条数・表現等につきまして所要の変更を行うものであ

ります。 

２. 定款変更の内容 

      変更の内容は別紙を御参照ください。 

３. 日程 

      定款変更を付議する株主総会開催日 2006 年 6 月 29 日（予定） 

   定款変更の効力発生日   2006 年 6 月 29 日（予定） 

 

以上 

 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
第１章 総 則 第１章 総 則 

（公告の方法） 
第４条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載

する。 
 

（公告方法） 
第４条 当会社の公告は、電子公告により行

う。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２章 株 式 

（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、

205,057,600 株 と し 、 こ の う ち

204,757,600株は普通株式、100,000
株はⅠ種優先株式、100,000株はⅡ種

優先株式、100,000株はⅢ種優先株式

とする。ただし、普通株式につき消却

が行われた場合、Ⅰ種優先株式、Ⅱ種

優先株式またはⅢ種優先株式につき

消却もしくは普通株式への転換が行

われた場合は、それぞれこれに相当す

る株式を減ずる。 

（発行可能株式総数） 
第 ５ 条  当会社の発行可能株式総数は、

204,757,600株とする。 

（自己株式の取得） 
第６条 当会社は商法第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

って自己株式を買受けることができ

る。 

（自己の株式の取得） 
第６条 当会社は、会社法第165条第２項の規

定に基づき取締役会決議によって市

場取引等により自己の株式を取得す

ることができる。 
（１単元の株式の数および単元未満株券の不

発行） 
第７条 当会社の１単元の株式の数は、普通株

式、Ⅰ種優先株式、Ⅱ種優先株式およ

びⅢ種優先株式それぞれにつき100
株とする。 

（単元株式数） 
第７条 当会社の単元株式数は、100株とす

る。 

② 当会社は、１単元の株式の数に満た

ない株式に係る株券を発行しない。 
（第8条2項に記載する。） 

（新 設） （株券の発行） 
第８条 当会社は、株式に係る株券を発行す

る。 
 ② 前項の規定にかかわらず、当会社

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） （単元未満株主の買増し請求） 

第９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の数と併せ

て単元株式の数と併せて単元株式数

となる数の株式を売り渡すこと（以下

「買増し」という。）を当会社に請求

することができる。 
（新 設） （単元未満株式の権利制限） 

第10条 当会社の株主は、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 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株

式の割当および、募集新株予約権の

割当を受ける権利 
(4) 前条に定める請求をする権利 

（名義書換代理人） 
第８条 当会社は、株式につき名義書換代理人

を置く。 

（株主名簿管理人） 
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

② 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。 

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

て選定し、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｡）および株券喪失

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、実質株主通知の受理、実質株主

名簿の作成、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。 
 

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は、株主名

簿管理人の事務取扱場所に備え置

き、株主名簿、株券喪失登録簿およ

び新株予約権原簿への記載または

記録、単元未満株式の買取り・買増

しその他株式ならびに新株予約権

に関する事務は株主名簿管理人に

取扱わせ、当会社においては取扱わ

ない。 
（株式取扱規則） 
第９条 当会社の株券の種類、株式の名義書

換、実質株主通知の受理、実質株主名

簿の作成、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

関する請求、届出の手続きおよび手数

料は、取締役会で定める株式取扱規則

による。 

（株式取扱規則） 
第12条 当会社が発行する株券の種類ならび

に株主名簿、株券喪失登録簿および

新株予約権原簿への記載または記

録、単元未満株式の買取り・買増し、

その他株式または新株予約権に関す

る取扱い、株主の権利行使について

の手続き等および手数料は、法令ま

たは定款に定めるもののほか、取締

役会において定める株式取扱規則に

よる。 
（基準日） 
第10条 当会社は、毎決算期日の最終の株主名

簿に記載または記録された株主（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。 

(削除) 

② 前項、その他定款に別段の定めがあ

る場合を除き、必要あるときは、取

締役会の決議により、あらかじめ公

告して臨時に基準日を定めること

ができる。 

 

第２章の２ 優先株式 (削除) 
（Ⅰ種優先株式） 
第10条の２ 

当会社の発行するⅠ種優先株式の内

容は、次のとおりとする。 

 

1. 当会社は、Ⅰ種優先株式を有する株

主 (以下「Ⅰ種優先株主」という｡）

またはⅠ種優先株式の登録質権者 
(以下 ｢Ⅰ種優先登録質権者｣ とい

う｡）に対しては、利益配当および

中間配当は行わない。 

 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
2. 当会社の残余財産を分配するとき

は、Ⅰ種優先株主またはⅠ種優先登

録質権者に対し、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、Ⅰ種優先株式１株につき10,000
円（ただし、Ⅰ種優先株式について

株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場

合には、当会社取締役会により合理

的に調整された額とする｡）を支払

う。Ⅰ種優先株主またはⅠ種優先登

録質権者に対しては、前記のほか残

余財産の分配は行わない。 

(削除) 
 
 
 
 
 

 

3. 当会社は、平成17年６月20日以降、

いつでもⅠ種優先株主またはⅠ種

優先登録質権者に対して償還日か

ら15日前の通知を行った上で、残存

するⅠ種優先株式の全部を１株に

つき10,300円（ただし、Ⅰ種優先株

式について株式の併合または分割

その他調整が合理的に必要とされ

る事由が発生した場合には、かかる

事項が行われる直前のⅠ種優先株

式の経済的価値を維持できる範囲

で適切に調整された額とする｡）で

強制償還することができる。ただ

し、当会社がⅠ種優先株主（または

Ⅰ種優先登録質権者）に対して上記

償還価額の全額を支払うまでの間

は、Ⅰ種優先株主は、第７項に定め

る条件に従ってその保有するⅠ種

優先株式の全部または一部につき

普通株式への転換を請求できるも

のとする。かかる転換の請求がなさ

れたⅠ種優先株式は本項に基づく

当会社による強制償還の対象から

除かれるものとし、当会社は、当該

Ⅰ種優先株式については上記１株

につき10,300円（または上記に定め

る調整後の金額）の支払いを行わな

い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. 当会社は、株主に配当すべき利益を

もって、いつでもⅠ種優先株式の一

部または全部を買受けることがで

きる。また、当会社は、事前にⅠ種

優先株主の承諾を得た上で、取締役

会の決議により配当すべき利益を

もってⅠ種優先株式を消却するこ

とができる。 
 
 
 
 
 
 
 

 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
5. Ⅰ種優先株主は、法令に別段の定め

ある場合および下記に定める場合

を除き、株主総会において議決権を

有しない。 
当会社は、次の各号の決議につき、

法令または本定款により要求され

る株主総会または取締役会による

決議のほか、Ⅰ種優先株主の種類株

主総会（Ⅰ種優先株式が発行されか

つ残存している場合に限る｡）の特

別決議をも要する。 

(削除) 

① 会社分割（新設分割または吸収分

割） 
 

② 合併  
③ 営業または資産の全部または重

要な一部の譲渡 
 

④ 株式交換または株式移転  
6. 当会社は、法令に定める場合であっ

てⅠ種優先株主全ての同意を得た

場合を除き、Ⅰ種優先株式について

株式の併合または分割を行わない。 

 
 
 

 
7. Ⅰ種優先株主は、次の条件に従っ

て、その保有するⅠ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) 転換を請求することができる期

間 
平成17年３月22日から平成20年
３月17日午後３時（日本時間）ま

でとする。 

 
 
 
 

 
(2) 転換の条件 

Ⅰ種優先株式は、前号の期間中、

１株につき下記(a)、(b)および(c)
に定める転換価額により、当会社

の普通株式に転換することがで

きる。 

 

(a) 当初転換価額 
当初転換価額は881円とする。 

 

(b) 転換価額の修正 
転換価額は、平成17年３月25
日以降平成20年３月17日まで

の、毎週最後の株式会社大阪証

券取引所 (以下「本取引所」と

いう｡）の取引日（以下「修正

日」という｡）において、同日

をもって、当該修正日を最終日

とする３連続取引日の本取引

所における当会社普通株式の

普通取引の終値の平均値の

90％で、呼値の刻み未満を切り

捨てた金額に修正される。ただ

し、転換価額は352円（ただし、

下記(c)により転換価額と同様

に調整される｡）を下回らず、

1,762円 (ただし、下記(c)によ

り転換価額と同様に調整され

る｡）を上回らないものとする。 

 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
(c) 転換価額の調整 

Ⅰ種優先株式発行後、１株当り

時価を下回る発行価額による

普通株式の発行または処分が

行われた場合、転換価額を次に

定める算式 (以下「転換価額調

整式」という｡）により調整す

る。なお、次の算式において、

｢既発行株式数」は、当会社の

発行済普通株式総数から、当会

社が保有する当会社普通株式

の数を控除した数とする。転換

価額調整式を用いる計算につ

いては、円単位未満小数第２位

まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

(削除) 
 

 

新発行・ 
処分普通株式
数 

×
１株当りの 
発行・処分価額

既発行 
普 通 株 式
数 

＋

時価 

 
 
調整後 
転 換 価
額 

 
 
＝

 
 
調整前 
転 換 価
額 

 
 

×

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数  

          
  

  
また、当会社は、普通株式の分

割・併合、または時価を下回る

価額をもって普通株式に転換

される証券もしくは転換でき

る証券または当会社普通株式

の交付を請求できる新株予約

権もしくは新株予約権付社債

を発行する場合等にも適宜転

換価額を調整する。 

 

(d) 転換により発行すべき普通株

式数 
Ⅰ種優先株式の転換により発

行すべき当会社の普通株式数

は、次のとおりとする。 

 

Ⅰ種優先株主が転換請求のために 
提出したⅠ種優先株式の発行価額の総額

 
転換により発行 
すべき普通株式数

 
＝

転換価額  

     

発行すべき普通株式数の算出

に当って１株未満の端数が生

じたときは、これを切り捨て

る。 

 

8. 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Ⅰ種優先

株式を、同期間の末日の翌日をもっ

て、Ⅰ種優先株式の払込金相当額を

同期間の末日において適用のある

転換価額で除して得られる数の普

通株式に転換する。前記の普通株式

数の算出に当って１株未満の端数

が生じたときは、これを切り捨て

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
（Ⅱ種優先株式） 
第10条の３ 

当会社の発行するⅡ種優先株式の内

容は、次のとおりとする。 

(削除) 

1. 当会社は、Ⅱ種優先株式を有する株

主 (以下「Ⅱ種優先株主」という｡)
またはⅡ種優先株式の登録質権者 
(以下 ｢Ⅱ種優先登録質権者｣ とい

う｡）に対しては、利益配当および

中間配当は行わない。 

 

2. 当会社の残余財産を分配するとき

は、Ⅱ種優先株主またはⅡ種優先登

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、Ⅱ種優先株

式１株につき10,000円（ただし、Ⅱ

種優先株式について株式分割、併合

その他調整が合理的に必要とされ

る事由が発生した場合には、当会社

取締役会により合理的に調整され

た額とする｡）を支払う｡ 
Ⅱ種優先株主またはⅡ種優先登録

質権者に対しては、前記のほか残余

財産の分配は行わない｡ 

 

3. 当会社は、平成17年６月20日以降、

いつでもⅡ種優先株主またはⅡ種

優先登録質権者に対して償還日か

ら15日前の通知を行った上で、残存

するⅡ種優先株式の全部を１株に

つき10,300円（ただし、Ⅱ種優先株

式について株式の併合または分割

その他調整が合理的に必要とされ

る事由が発生した場合には、かかる

事項が行われる直前のⅡ種優先株

式の経済的価値を維持できる範囲

で適切に調整された額とする｡）で

強制償還することができる。ただ

し、当会社がⅡ種優先株主（または

Ⅱ種優先登録質権者）に対して上記

償還価額の全額を支払うまでの間

は、Ⅱ種優先株主は、第７項に定め

る条件に従ってその保有するⅡ種

優先株式の全部または一部につき

普通株式への転換を請求できるも

のとする。かかる転換の請求がなさ

れたⅡ種優先株式は本項に基づく

当会社による強制償還の対象から

除かれるものとし、当会社は、当該

Ⅱ種優先株式については上記１株

につき10,300円（または上記に定め

る調整後の金額）の支払いを行わな

い｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
4.  当会社は、株主に配当すべき利益を

もって、いつでもⅡ種優先株式の一

部または全部を買受けることがで

きる。また、当会社は、事前にⅡ種

優先株主の承諾を得た上で、取締役

会の決議により配当すべき利益を

もってⅡ種優先株式を消却するこ

とができる。 

(削除) 

5. Ⅱ種優先株主は、法令に別段の定め

ある場合および下記に定める場合を

除き、株主総会において議決権を有

しない。 
当会社は、次の各号の決議につき、

法令または本定款により要求され

る株主総会または取締役会による

決議のほか、Ⅱ種優先株主の種類株

主総会（Ⅱ種優先株式が発行されか

つ残存している場合に限る｡）の特

別決議をも要する。 

 

① 会社分割（新設分割または吸収分

割） 
 

② 合併  
③ 営業または資産の全部または重

要な一部の譲渡 
 

④ 株式交換または株式移転  
6. 当会社は、法令に定める場合であっ

てⅡ種優先株主全ての同意を得た

場合を除き、Ⅱ種優先株式について

株式の併合または分割を行わない。 

 
 
 

 
7. Ⅱ種優先株主は、次の条件に従っ

て、その保有するⅡ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) 転換を請求することができる期間 
平成17年３月22日から平成20年
３月17日午後３時（日本時間）ま

でとする。 

 

(2) 転換の条件 
Ⅱ種優先株式は、前号の期間中、

１株につき下記(a)、(b)および(c)
に定める転換価額により、当会社

の普通株式に転換することがで

きる。 

 

(a) 当初転換価額 
当初転換価額は969円とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
(b) 転換価額の修正 

転換価額は、平成17年４月22
日以降平成20年３月17日まで

の、毎週最後の本取引所の取引

日 (以下 ｢修正日｣という｡｣に

おいて、同日をもって、当該修

正日を最終日とする３連続取

引日の本取引所における当会

社普通株式の普通取引の終値

の平均値の90％で、呼値の刻み

未満を切り捨てた金額に修正

される。ただし、転換価額は

264円（ただし、下記(c)により

転換価額と同様に調整され

る｡）を下回らず、1,938円（た

だし、下記(c)により転換価額と

同様に調整される｡）を上回ら

ないものとする。 

(削除) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(c) 転換価額の調整 

Ⅱ種優先株式発行後、１株当り

時価を下回る発行価額による

普通株式の発行または処分が

行われた場合、転換価額を次に

定める算式 (以下「転換価額調

整式」という｡）により調整す

る。なお、次の算式において、

｢既発行株式数」は、当会社の

発行済普通株式総数から、当会

社が保有する当会社普通株式

の数を控除した数とする。転換

価額調整式を用いる計算につ

いては、円単位未満小数第２位

まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新発行・ 
処分普通株式
数 

×
１株当りの 
発行・処分価額

既発行 
普 通 株 式
数 

＋

時価 

 
 
調整後 
転 換 価
額 

 
 
＝

 
 
調整前 
転 換 価
額 

 
 

×

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数  

 

また、当会社は、普通株式の分

割・併合、または時価を下回る

価額をもって普通株式に転換

される証券もしくは転換でき

る証券または当会社普通株式

の交付を請求できる新株予約

権もしくは新株予約権付社債

を発行する場合等にも適宜転

換価額を調整する。 

 

(d) 転換により発行すべき普通株

式数 
Ⅱ種優先株式の転換により発

行すべき当会社の普通株式数

は、次のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
Ⅱ種優先株主が転換請求のために 
提出したⅡ種優先株式の発行価額の総額

 
転換により発行 
すべき普通株式数

 
＝

転換価額  

(削除) 

発行すべき普通株式数の算出

に当って１株未満の端数が生

じたときは、これを切り捨て

る。 

 

8. 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Ⅱ種優先

株式を、同期間の末日の翌日をもっ

て、Ⅱ種優先株式の払込金相当額を

同期間の末日において適用のある

転換価額で除して得られる数の普

通株式に転換する。前記の普通株式

数の算出に当って１株未満の端数

が生じたときは、これを切り捨て

る。 

 
 
 
 

（Ⅲ種優先株式） 
第10条の４ 

当会社の発行するⅢ種優先株式の内

容は、次のとおりとする。 

 

1. 当会社は、Ⅲ種優先株式を有する株

主 (以下「Ⅲ種優先株主」という｡)
またはⅢ種優先株式の登録質権者 
(以下 ｢Ⅲ種優先登録質権者｣ とい

う｡）に対しては、利益配当および

中間配当は行わない。 

 

2. 当会社の残余財産を分配するとき

は、Ⅲ種優先株主またはⅢ種優先

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、Ⅲ種

優先株式１株につき10,000円（た

だし、Ⅲ種優先株式について株式

分割、併合その他調整が合理的に

必要とされる事由が発生した場合

には、当会社取締役会により合理

的に調整された額とする｡）を支払

う。 
Ⅲ種優先株主またはⅢ種優先登録

質権者に対しては、前記のほか残余

財産の分配は行わない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
3. 当会社は、平成17年６月20日以降、

いつでもⅢ種優先株主またはⅢ種

優先登録質権者に対して償還日か

ら15日前の通知を行った上で、残

存するⅢ種優先株式の全部を１株

につき10,300円（ただし、Ⅲ種優

先株式について株式の併合または

分割その他調整が合理的に必要と

される事由が発生した場合には、

かかる事項が行われる直前のⅢ種

優先株式の経済的価値を維持でき

る範囲で適切に調整された額とす

る｡）で強制償還することができ

る。ただし、当会社がⅢ種優先株

主（またはⅢ種優先登録質権者）

に対して上記償還価額の全額を支

払うまでの間は、Ⅲ種優先株主は、

第７項に定める条件に従ってその

保有するⅢ種優先株式の全部また

は一部につき普通株式への転換を

請求できるものとする。かかる転

換の請求がなされたⅢ種優先株式

は本項に基づく当会社による強制

償還の対象から除かれるものと

し、当会社は、当該Ⅲ種優先株式

については上記１株につき10,300
円（または上記に定める調整後の

金額）の支払いを行わない。 

(削除) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 当会社は、株主に配当すべき利益を

もって、いつでもⅢ種優先株式の一

部または全部を買受けることができ

る。また、当会社は、事前にⅢ種優

先株主の承諾を得た上で、取締役会

の決議により配当すべき利益をもっ

てⅢ種優先株式を消却することがで

きる。 

 
 
 
 
 
 
 

5. Ⅲ種優先株主は、法令に別段の定め

ある場合および下記に定める場合

を除き、株主総会において議決権を

有しない。 
当会社は、次の各号の決議につき、

法令または本定款により要求され

る株主総会または取締役会による

決議のほか、Ⅲ種優先株主の種類株

主総会（Ⅲ種優先株式が発行されか

つ残存している場合に限る｡）の特

別決議をも要する。 

 
 
 
 
 

 

① 会社分割（新設分割または吸収分

割） 
 

② 合併  
③ 営業または資産の全部または重

要な一部の譲渡 
 

④ 株式交換または株式移転  
6. 当会社は、法令に定める場合であっ

てⅢ種優先株主全ての同意を得た

場合を除き、Ⅲ種優先株式について

株式の併合または分割を行わない。 
 

 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
7. Ⅲ種優先株主は、次の条件に従っ

て、その保有するⅢ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) 

(1) 転換を請求することができる期間 
平成17年３月22日から平成20年
３月17日午後３時（日本時間）ま

でとする。 

 

(2) 転換の条件 
Ⅲ種優先株式は、前号の期間中、

１株につき下記(a)、(b)および(c)
に定める転換価額により、当会社

の普通株式に転換することがで

きる。 

 

(a) 当初転換価額 
当初転換価額は1,057円とす

る。 

 
 

 
(b) 転換価額の修正 

転換価額は、平成17年５月20
日以降平成20年３月17日まで

の、毎週最後の本取引所の取引

日 (以下 ｢｣正日」と｣う｡）に

おいて、同日をもって、当該修

正日を最終日とする３連続取

引日の本取引所における当会

社普通株式の普通取引の終値

の平均値の90％で、呼値の刻み

未満を切り捨てた金額に修正

される。ただし、転換価額は

176円（ただし、下記(c)により

転換価額と同様に調整され

る｡）を下回らず、2,114円（た

だし、下記(c)により転換価額と

同様に調整される｡）を上回ら

ないものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 転換価額の調整 
Ⅲ種優先株式発行後、１株当り

時価を下回る発行価額による

普通株式の発行または処分が

行われた場合、転換価額を次に

定める算式 (以下「転換価額調

整式」と)う｡）により調整する。

なお、次の算式において、｢既

発行｣式数」は、当会社の発行

済普通株式総数から、当会社が

保有する当会社普通株式の数

を控除した数とする。転換価額

調整式を用いる計算について

は、円単位未満小数第２位まで

算出し、その小数第２位を四捨

五入する。 

 

新発行・ 
処分普通株式
数 

×
１株当りの 
発行・処分価額

既発行 
普 通 株 式
数 

＋

時価 

 
 
調整後 
転 換 価
額 

 
 
＝

 
 
調整前 
転 換 価
額 

 
 

×

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数  

 
 
 
 
 
 
 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
また、当会社は、普通株式の分

割・併合、または時価を下回る

価額をもって普通株式に転換

される証券もしくは転換でき

る証券または当会社普通株式

の交付を請求できる新株予約

権もしくは新株予約権付社債

を発行する場合等にも適宜転

換価額を調整する。 

(削除) 
 
 
 
 
 
 
 

 
(d) 転換により発行すべき普通株

式数 
Ⅲ種優先株式の転換により発

行すべき当会社の普通株式数

は、次のとおりとする。 

 
 
 

 

Ⅲ種優先株主が転換請求のために 
提出したⅢ種優先株式の発行価額の総額

 
転換により発行 
すべき普通株式数

 
＝

転換価額  

 
 

発行すべき普通株式数の算出

に当って１株未満の端数が生

じたときは、これを切り捨て

る。 

 
 
 
 

8. 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Ⅲ種優先

株式を、同期間の末日の翌日をもっ

て、Ⅲ種優先株式の払込金相当額を

同期間の末日において適用のある

転換価額で除して得られる数の普

通株式に転換する。前記の普通株式

数の算出に当って１株未満の端数

が生じたときは、これを切り捨て

る。 

 

（優先順位） 
第10条の５ 

Ⅰ種優先株式、Ⅱ種優先株式およびⅢ

種優先株式の残余財産の支払順位は、

同順位とする。 

 
 
 
 
 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 
（招集時期） 
第11条 当会社の定時株主総会は、毎決算期日

の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨時

株主総会は、必要に応じて随時これを

招集する。 

（招集） 
第13条 定時株主総会は、毎年6月に招集し、

臨時株主総会は、必要がある場合に

招集する。 

(新設) （定時株主総会の基準日） 
第14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。 
（招集者および議長） 
第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、取締役会の決議に基づ

き、取締役社長が招集し、その議長と

なる。 

（招集権者および議長） 
第15条 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。 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
② 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

序により、他の取締役がこれにあた

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16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。 
（新設） 
 
 
 
 
 

 

（議決権の代理行使） 
第17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、議決権

を行使することができる。 
② 前項の場合には、株主または代理

人は、代理権を証明する書面を、

株主総会ごとに提出しなければな

らない。 
（決議の方法） 
第13条 株主総会の決議は、法令または定款に

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行

う。 

（決議の方法） 
第18条 株主総会の決議は、法令または定款

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 商法第343条の規定によるべき決

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以上をもって行う。 

② 会社法第309条第2項の定めによ

るべき決議は、定款に別段の定め

がある場合を除き、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。 

（第17条に記載する。） 
 
 
 
 

② 株主または代理人は、代理権を証す

る書面を株主総会毎に提出しなけ

ればならない。 

 
 

 
（新設） （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

に定める事項は、議事録に記載また

は記録する。 
（種類株主総会） 
第14条の２ 

第12条乃至第14条の規定は、種類株

主総会についてこれを準用する。 

（削除） 

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会 
（新設） （取締役会の設置） 

第20条 当会社は取締役会を置く。 
（取締役の員数） 
第15条 当会社の取締役は、８名以内とする。 

（取締役の員数） 
第21条 当会社の取締役は、８名以内とする。 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
（取締役の選任方法） 
第16条 当会社の取締役は、株主総会において

選任する。 

（取締役の選任方法） 
第22条 当会社の取締役は、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行

う。 

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。 
（新設） ③ 取締役の解任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の過半数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。 
③ 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。 
④ 取締役の選任については、累積投

票によらない。 
（取締役の任期） 
第17条 取締役の任期は、就任後２年以内の最

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。 

（取締役の任期） 
第23条 取締役の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終の事業

年度に関する定時株主総会終結の時

までとする。 
② 補欠又は増員として選任された取

締役の任期は、他の現任取締役の残

任期間と同一とする。 

（削除） 

（代表取締役および役付取締役） 
第18条 当会社は、取締役会の決議により、代

表取締役を選任する。 

（代表取締役および役付取締役） 
第24条 当会社は、取締役会の決議によって、

代表取締役を選定する。 
（新設） ② 代表取締役は当会社を代表し、

当会社の業務を執行する。 
② 取締役会決議により、取締役の中か

ら取締役社長を１名を選任し、必要

に応じて取締役副社長、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。 

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、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。 
（取締役会の招集者および議長） 
第19条 取締役会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、取締役社長が招集し、そ

の議長となる。 

（取締役会の招集権者および議長） 
第25条 取締役会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役社長が招集し、

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

が招集し、議長となる。 
② 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

序により、他の取締役がこれにあた

る。 

（削除） 

（取締役会の招集手続） 
第20条 取締役会の招集通知は、会日の３日前

までに発する。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。 

（取締役会の招集通知） 
第26条 取締役会の招集通知は、会日の３日

前までに発する。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。 
（取締役会の決議方法） 
第21条 取締役会の決議は、取締役の過半数が

出席し、出席した取締役の過半数をも

って行う。 

（取締役会の決議方法） 
第27条 取締役会の決議は、取締役の過半数

が出席し、出席した取締役の過半数

をもって行う。 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
（新設） （取締役会の決議の省略） 

第28条 当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または電磁的

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。ただし、

監査役が異議を述べたときはこの限

りでない。 
（新設） （取締役会の議事録） 

第29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

法令に定める事項は、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。 
（新設） （取締役会規程） 

第30条 取締役会に関する事項は、法令また

は定款に定めるもののほか、取締役

会において定める取締役会規程に

よる。 
（新設） 
 

 

（取締役の報酬等） 
第31条 取締役の報酬等は、株主総会の決議

によって定める。 
（新設） （取締役の責任免除） 

第32条 当会社は、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。 
（新設） ② 当会社は、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。

なお、当該契約に基づく賠償責任

の限度額は、法令の定める最低責

任限度額とする。 
第５章 監査役および監査役会 第５章 監査役および監査役会 

（新設） 
 
 
 

（監査役および監査役会の設置） 
第33条 当会社は監査役および監査役会を

置く。 

（監査役の員数） 
第22条 当会社の監査役は、４名以内とする。 

（監査役の員数） 
第34条 当会社の監査役は、４名以内とする。 

（監査役の選任方法） 
第23条 当会社の監査役は、株主総会において

選任する。 

（監査役の選任方法） 
第35条 当会社の監査役は、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行

う。 

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。 
 
 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
（監査役の任期） 
第24条 監査役の任期は、就任後４年以内の最

終の決算期に関する定時株主総会終

結の時までとする。 

（監査役の任期） 
第36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事業

年度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、前任者の残任期間と同一とす

る。 

② 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。 
（常勤監査役） 
第25条 監査役は、その互選により、常勤監査

役を定める。 

（常勤監査役） 
第37条 監査役会は、監査役の中から常勤の

監査役を選定する。 
（監査役会の招集手続） 
第26条 監査役会の招集通知は、会日の３日前

までに発する。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。 

（監査役会の招集通知） 
第38条 監査役会の招集通知は、各監査役に

対し、会日の３日前までに発する。

ただし、緊急の場合には、この期間

を短縮することができる。 
（監査役会の決議方法） 
第27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。 

（監査役会の決議方法） 
第39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。 
（新設） （監査役会の議事録） 

第40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

令に定める事項は、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。 
（新設） （監査役会規程） 

第41条 監査役会に関する事項は、法令また

は定款に定めるもののほか、監査役

会において定める監査役会規程によ

る。 
（新設） （監査役の報酬等） 

第42条 監査役の報酬等は株主総会の決議

によって定める。 
（新設） （監査役の責任免除） 

第43条 当会社は、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。 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 当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。な

お、当該契約に基づく賠償責任の

限度額は、法令の定める最低責任

限度額とする。 



（別 紙） 

現行定款 変更案 
（新設） 第６章 会計監査人 
（新設） （会計監査人の設置） 

第44条 当会社は会計監査人を置く。 
（新設） （会計監査人の選任） 

第45条 会計監査人は、株主総会の決議によ

って選任する。 
（新設） （会計監査人の任期） 

第46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

事業年度に関する定時株主総会終結

の時までとする。 
（新設） ② 会計監査人は前項の定時株主総会

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47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。 
（新設） （会計監査人の責任免除） 

第48条 当会社は会計監査人との間で、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。なお、当該契

約に基づく賠償責任の限度額は、法

令の定める最低責任限度額とする。 
第６章 計 算 第７章 計 算 

（営業年度および決算期日） 
第28条 当会社の営業年度は、毎年４月１日か

ら翌年３月31日までの年１期とし、営

業年度の末日を決算期日とする。 

（事業年度） 
第49条 当会社の事業年度は、毎年４月１日

から翌年３月31日までとする。 

（利益配当金） 
第29条 当会社の利益配当金は、毎決算日の最

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。 

（期末配当金） 
第 50 条  当会社は、株主総会の決議によっ

て、毎年３月３１日の最終の株主

名簿に記載または記録された株主

また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。 
 

（中間配当金） 
第30条 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の規定に

よる金銭の分配（｢中間配当」という｣

をすることができる。 

(中間配当金) 
第 51 条  当会社は、取締役会の決議によっ

て、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「中間配当金」と

いう）を支払うことができる。 
（除斥期間） 
第31条 利益配当金および中間配当金が、支払

開始の日から満３年を経過しても受

領されないときは、当会社は支払義務

を免れるものとする。 

（除斥期間） 
第52条 期末配当金および中間配当金が、支

払い開始の日から満３年を経過し

ても受領されないときは、当会社は

その支払いの義務を免れる。 
② 未払の期末配当金および中間配当

金には利息をつけない。 




