
  

平成 18 年 5 月 29 日 

各位 

 

 

会 社 名 株式会社 ファルテック

代 表 者 名 執行役社長 北洞 幸雄

    （コード番号 7215 東証第 2部）

 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 当会社は、本日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 2回定時株主総会

に「定款一部変更の件」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）「会社法」（平成１７年法律第８６号）および「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）（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、当社現行定款につき、次のとおり所要の変更を行うも

のです。 

① 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、単元未満株式についての権利の規定を新設するものであります。（変

更案第１１条） 

② 株主総会参考書類等について、充実した開示を行うことを可能とするため、法務

省令に定めるところに従いインターネットによる株主総会参考書類等の開示の規定

を新設するものであります。（変更案第２４条） 

③ 取締役会をより機動的・効率的に運営するため、法定の要件を満たした場合に限

り、書面決議を可能にするための規定を新設するものであります。（変更案第３３条） 

④ 機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当、自己の株式の取得

を取締役会決議により行うことを可能とする旨の規定を新設するものであります。

（変更案第７条および第５１条） 

⑤ その他、会社法が施行されたことに伴い、規定の整備、条文の加除に伴う条数の

変更等所要の変更を行うものであります。 

（２）今後の事業内容の多様化に対応するため定款第２条（事業目的）について新たに事

業目的を追加するものであります。（変更案第２条１項９号、１０号） 

（３）「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８

 1



  

７号）が平成１７年２月１日に施行されたことに伴い、電子公告制度を採用するため、所

要の変更を行うものです。（変更案第５条） 

２．変更の内容 

  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（木曜日） 

  ・定款変更の効力発生日        平成 18 年 6 月 29 日（木曜日） 

以上 

 

 
経営企画部 ＩＲ担当 

担当者：永坂 

ＴＥＬ：044-520-0473 

 

本件に関する問合せ先 
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現行定款 変更案 

第１章 総 則 第１章 総 則 
（商  号） 

第 １ 条 当会社は、株式会社ファルテックと称し、
英文では FALTEC Co.,Ltd.と表示する。 

（商  号） 

第 １ 条 現行どおり 

（目  的） 

第 ２ 条 当会社は、次の業務を営む会社およびこれ

に相当する業務を営む外国会社の株式を

所有することにより、当該会社の事業活動

を支配・管理することを目的とする。 

（１）自動車およびその他の輸送用機器の

部品・用品・油脂類の製造および販

売 

（２）自動車整備用機械・工具および産業

用原動機の製造、販売ならびに設置

工事 

（３）自動車組立用機械、自動車性能試験

機、これに付随する治工具および計

量器の製造、販売ならびに設置工事

（４）自動車部品・用品の製造用機械装置、

金型ならびに治工具等の製造およ

び販売 

（５）情報通信機器、食料品、衣類、時計、

家庭用電気器具、販売促進用品なら

びに日用品雑貨の販売 

（６）建築工事の設計、監理、施工および

請負ならびに内外装用品の販売 

（７）店舗運営および自動車整備事業に関

するコンサルティングならびに研

修 

（８）不動産の賃貸および管理 

（９）前各号に付帯する一切の業務 

 

 

（新設） 

 

 

２）当会社は、前項各号および次の業務を

営むことができる。 

（１）当会社が株式を保有する会社または

外国会社に対し、必要な助言、斡旋

その他の援助を行うこと 

（２）経理、財務、人事、情報システム等

に係る管理サービスの提供 

（３）子会社に対する貸付 

（４）不動産、設備等に係る管理サービス

の提供 

（５）前項各号および前各号に付帯する 
業務 

（目  的） 
第 ２ 条 当会社は、次の業務を営む会社およびこれ

に相当する業務を営む外国会社の株式を

所有することにより、当該会社の事業活動

を支配・管理することを目的とする。 
（１）自動車およびその他の輸送用機器の

部品・用品・油脂類の製造ならびに

販売 
（２）自動車整備用機械・工具および産業

用原動機の製造、販売ならびに設置

工事 
（３）自動車組立用機械、自動車性能試験

機、これに付随する治工具および計

量器の製造、販売ならびに設置工事 
（４）自動車部品・用品の製造用機械装置、

金型および治工具等の製造ならび

に販売 
（５）情報通信機器、食料品、衣類、時計、

家庭用電気器具、販売促進用品およ

び日用品雑貨の販売 
（６）建築工事の設計、監理、施工および

請負ならびに内外装用品の販売 
（７）店舗運営および自動車整備事業に関

するコンサルティングならびに研

修 
（８）不動産の賃貸および管理 
（９）自動車およびその他輸送用機器の部

品・用品・油脂類製造販売に係る支

援 
（１０）表面処理加工を応用した商品の製

造および販売 
（１１）前各号に付帯関連する一切の業務 
２）当会社は、前項各号および次の業務を

営むことができる。 
（１）当会社が株式を保有する会社または

外国会社に対し、必要な助言、斡旋

その他の援助を行うこと 
（２）経理、財務、人事、情報システム等

に係る管理サービスの提供 
（３）子会社に対する貸付 
（４）不動産、設備等に係る管理サービス

の提供 
（５）前項各号および前各号に付帯関連す

る一切の業務 
（本店の所在地） 

第 ３ 条 当会社は、本店を川崎市幸区に置く。 
（本店の所在地） 

第 ３ 条 現行どおり 
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現行定款 変更案 
（公告の方法） 

第 ４ 条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して

行う。 

 

（第５条に移設） 

 
 
 

（第５条より移設） 

（機  関） 

第 ４ 条 当会社は、委員会設置会社として、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）指名委員会 
（３）報酬委員会 
（４）監査委員会 
（５）会計監査人 

 

（委員会等設置会社） 

第 ５ 条 当会社は、株式会社の監査等に関する商法
の特例に関する法律（以下「商法特例法」

という。）第２章第４節に規定する委員会

等設置会社に関する特例の適用を受ける

ものとする。 
 

 

 

（第４条に移設） 

 
 

（第４条より移設） 

（公告方法） 

第 ５ 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。 
ただし、事故その他の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 ６ 条 当会社の発行する株式の総数は４，６００
万株とし、このうち４，２００万株は普通

株式、４００万株はＡ種優先株式とする。

ただし、Ａ種優先株式につき消却または普

通株式への転換があった場合には、これに

相当する株式数を減じる。 

（発行可能株式総数） 

第 ６ 条 当会社の発行可能株式総数は４，６００万
株とし、このうち４，２００万株は普通株

式、４００万株はＡ種優先株式とする。 

 

（新設） 

（自己の株式） 
第 ７ 条 当会社は、会社法第１６５条第２項によ

り、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。 
（単元株制度） 

第 ７ 条 当会社の１単元の株式数は、普通株式、Ａ

種優先株式ともに１００株とする。 

２）当会社は、１単元の株式数に満たない

株式（以下「単元未満株式」という｡）に

係る株券を発行しない。ただし、株式取扱

規則に定めるところについてはこの限り

ではない。 

（単元株式数） 

第 ８ 条 当会社の１単元の株式数は、普通株式、Ａ

種優先株式ともに１００株とする。 

 
 

（削除） 

 

 

 

 

（新設） 

（株券の発行） 
第 ９ 条 当会社は、その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。た

だし、取締役会において定める株式取扱規

則に定めるところについてはこの限りで

はない。 



 5

現行定款 変更案 
（単元未満株式の買増請求） 

第 ８ 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、その所有す

る単元未満株式の数と併せて１単元の株

式の数となるべき数の当会社の株式を売

り渡すよう当会社に請求（以下「買増請求」

という。）することができる。ただし、当

会社が当該請求により売り渡すべき数の

自己株式を有しないときは、この限りでは

ない。 

２）買増請求をすることができる時期、請

求の方法等については、取締役会において

定める株式取扱規則による。 
 

（単元未満株式の買増し請求） 

第１０条 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

渡すことを当会社に請求することができ

る。ただし、当会社が当該請求により売り

渡すべき数の自己株式を有しないときは、

この限りではない。 
２）買増し請求をすることができる時期、

請求の方法等については、取締役会におい

て定める株式取扱規則による。 

 

 

 

 

（新設） 

（単元未満株主の権利制限） 
第１１条 当会社の単元未満株主は、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）株主の有する株式数に応じて、募集

株式または募集新株予約権の割当て

を受ける権利 
     （４）前条に規定する単元未満株式の買増

しを請求する権利 
（名義書換代理人） 

第 ９ 条 当会社は、株式につき名義書換代理人を置

く。 

２）名義書換代理人およびその事務取扱場

所は取締役会の決議により選定し、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、質権の登録、信託財

産の表示、株券の不所持、株券の交付、単

元未満株式の買取りおよび買増し、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１２条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 
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り選定し、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。）、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、質権の登録、信託財産の表示、株

券の不所持、株券の交付、単元未満株式の

買取りおよび買増し、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１０条 当会社の株式の名義書換、質権の登録、信

託財産の表示、株券の種類、株券の不所持、

株券の交付、単元未満株式の買取りおよび

買増し、その他の株式に関する手続および

手数料については、法令または本定款に定

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。 

（株式取扱規則） 

第１３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

買取りおよび買増し、その他株式または新

株予約権に関する取扱いならびに手数料

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。 
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現行定款 変更案 
（基準日） 

第１１条 当会社は、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

て権利を行使できる株主とする。 

２）本定款に定めるもののほか必要ある場

合は、取締役会の決議により、あらかじめ

公告して基準日を定めることができる。 

（第２２条に移設） 

第３章 Ａ種優先株式 第３章 Ａ種優先株式 
（参加条項） 

第１２条 当会社は、普通株主または普通登録質権者

に対して利益配当金を支払うときは、Ａ種

優先株主またはＡ種優先登録質権者に対

して、普通株主または普通登録質権者に対

して支払われる１株当り配当金と同額を

支払う。 

２）当会社は、普通株主または普通登録質

権者に対して商法第２９３条ノ５に定め

る金銭（以下「中間配当金」という。）を

支払うときは、Ａ種優先株主またはＡ種優

先登録質権者に対して、普通株主または普

通登録質権者に対して支払われる１株当

り中間配当金と同額を支払う。 

３）Ａ種優先株主またはＡ種優先登録質権

者に対して他に支払われる配当金はない。 

（参加条項） 

第１４条 当会社は、普通株主または普通登録株式質

権者に対して剰余金の配当を行うときは、

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質

権者に対して、普通株主または普通登録株

式質権者に対して支払われる１株当り剰

余金と同額を支払う。 
     ２）当会社は、普通株主または普通登録株

式質権者に対して前項の配当の基準日と

同じ事業年度中に設けられた基準日によ

り剰余金の配当を行うときは、Ａ種優先株

主またはＡ種優先登録株式質権者に対し

て、普通株主または普通登録株式質権者に

対して配当される１株当り剰余金の額と

同額を支払う。 
３）Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式

質権者に対して他に支払われる配当金は

ない。 
（残余財産の分配） 

第１３条 当会社が残余財産を分配するときは、Ａ種

優先株主またはＡ種優先登録質権者に対

して、Ａ種優先株式１株につき 850 円を支

払う。 

２）Ａ種優先株主またはＡ種優先登録質権

者に対しては、このほか残余財産の分配を

行わない。 

（残余財産の分配） 

第１５条 当会社が残余財産を分配するときは、Ａ種

優先株主またはＡ種優先登録株式質権者

に対して、Ａ種優先株式１株につき８５０

円を支払う。 
２）Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式

質権者に対しては、このほか残余財産の分

配を行わない。 
（議決権） 

第１４条 Ａ種優先株主は株主総会において議決権

を有する。 

（議決権） 

第１６条 Ａ種優先株主は、株主総会において議決権

を有する。 
（消  却） 

第１５条 当会社は、いつでもＡ種優先株式を買受

け、利益により消却することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（削除） 
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現行定款 変更案 
（普通株式への転換請求） 

第１６条 Ａ種優先株主は、以下に定める転換を請求

し得べき期間中、以下に定める転換の条件

によりＡ種優先株式の当会社普通株式へ

の転換を請求することができる。 

 

 

（１）当初転換価額 

当初８５０円とする。 

（２）転換価額の修正 

転換価額は、Ａ種優先株式発行後

毎日、次のいずれか低い方の価額

に修正される。 

（ⅰ）その前日の転換価額 

（ⅱ）転換日前４５取引日目に始 

まる３０取引日の東京証券取引 

所における当会社の普通株式の 

普通取引の毎日の終値（気配表示 

含む。）の平均値（終値のない日 

数を除く｡）（円位未満小数第１位 

まで算出し、その小数第１位を切 

り捨てる｡）から１５０円を控除 

した価額。 

（３）転換請求期間 

平成１６年４月１日から 

平成２５年１２月３１日まで 

（４）転換価額の調整 

転換価額は、Ａ種優先株式発行後、

次のいずれかに該当する場合には、

下記の算式（以下「転換価額調整式」

という｡）により、調整される。調

整後転換価額の計算は円位未満小

数第１位まで算出し、その小数第１

位を切り捨てる。 

転換価額調整式で使用する調整前

転換価額は、調整後転換価額を適用

する前日において有効な転換価額

とする。 

転換価額調整式で使用する既発行

普通株式数は、株主割当日がある場

合はその日（ただし、株式の分割を

行うための当会社の取締役会にお

いて株主割当日以外の日を株式分

割の効力発生日と定めた場合は、そ

の日）、株主割当日がない場合は、

調整後転換価額を適用する日の１

ヶ月前の日における当会社の発行

済普通株式数（当該新規発行分は含

まれない｡）とする。 

転換価額調整式により算出された

調整後転換価額と調整前転換価額

との差額が１円未満にとどまると

きは、転換価額の調整は行わない。 

（普通株式への転換請求） 

第１７条 Ａ種優先株主は、以下に定める取得を請求

し得べき期間中、以下に定める取得の条件に

より当会社がＡ種優先株式を取得するのと

引換えに当会社普通株式を交付すること（以

下「転換」という。）を請求（以下「転換請

求」という。）することができる。 
（１）当初転換価額 

当初８５０円とする。 
（２）転換価額の修正 

転換価額は、Ａ種優先株式発行後毎

日、次のいずれか低い方の価額に修

正される。 
①．その前日の転換価額 
②．転換日前４５取引日目に始まる３０

取引日の東京証券取引所における

当会社の普通株式の普通取引の毎

日の終値（気配表示含む。）の平均

値（終値のない日数を除く｡）（円位

未満小数第１位まで算出し、その小

数第１位を切り捨てる｡）から１５

０円を控除した価額。 
（３）転換請求期間 

平成１６年４月１日から 
平成２５年１２月３１日 まで 

（４）転換価額の調整 
転換価額は、Ａ種優先株式発行後、次

のいずれかに該当する場合には、下記

の算式（以下「転換価額調整式」とい

う｡）により、調整される。調整後転

換価額の計算は円位未満小数第１位

まで算出し、その小数第１位を切り捨

てる。転換価額調整式で使用する調整

前転換価額は、調整後転換価額を適用

する前日において有効な転換価額と

する。 
転換価額調整式で使用する既発行普

通株式数は、株主への割当にかかる基

準日を定めた場合は当該基準日（無償

割当の場合は効力発生日）（ただし、

株式の分割の場合はその基準日）（以

下「株主割当日」という。）、株主割当

日がない場合は、調整後転換価額を適

用する日の１ヶ月前の日における当

会社の発行済普通株式数（当該新規発

行分は含まれない｡）とする。 
転換価額調整式により算出された調

整後転換価額と調整前転換価額との

差額が１円未満にとどまるときは、転

換価額の調整は行わない。ただし、 
その後転換価額の調整を必要とする

事由が発生し、転換価額を算出する場

合には、転換価額調整式中の調整前転 
換価額に代えて調整前転換価額から 
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現行定款 変更案 
ただし、その後転換価額の調整を必要

とする事由が発生し、転換価額を算出

する場合には、転換価額調整式中の調

整前転換価額に代えて  調整前転換

価額からこの価額を差し引いた額を

使用する。 

調整後転換価額 

＝調整前転換価額× 

（既発行普通株式数＋（新規発行普

通株式数×1 株当り払込金額）÷

調整前の転換価額）÷（既発行普

通株式数＋新規発行普通株式数）

①．調整前の転換価額を下回る払込

金額をもって普通株式を発行

する場合 

転換価額は、払込期日の翌日以

降、または募集のための株主割当

日がある場合はその日の翌日以

降、これを適用する。 

 

②．株式分割により普通株式を発行

する場合 

調整後転換価額は、株式の分割

のための株主割当日があるとき

はその株主割当日の翌日以降、当

該株式の分割のための株主割当

日がないときは、当会社の取締役

会において株式分割の効力発生

日と定めた日の翌日以降、これを

適用する。ただし、配当可能利益

から資本に組み入れられること

を条件としてその部分をもって

株式の分割により普通株式を発

行する旨取締役会で決議をする

場合において、当該配当可能利益

の資本組入れの決議をする株主

総会の終結日以前の日を株式の

分割のための株主割当日とする

ときは、調整後転換価額は、当該

配当可能利益の資本組入れの決

議をした株主総会の終結の日の

翌日以降、これを適用する。 

 

③．調整前の転換価額を下回る価額

をもって当会社の普通株式に 

転換することができる株式または 

権利行使することができる新株予 

約権もしくは新株予約権付社債を 

発行する場合調整後転換価額は、 

その証券の発行日に、または募集の

ための株主割当日がある場合はそ 

の日の終わりに、発行される証券 

この価額を差し引いた額を使用する。 
調整後転換価額 
＝調整前転換価額× 

（既発行普通株式数＋（新規発行普

通株式数×1株当り払込金額）÷
調整前の転換価額）÷（既発行普

通株式数＋新規発行普通株式数） 
①．調整前の転換価額を下回る払込金額

をもって普通株式を発行（無償割当

を含む。以下同じ。）する場合 
転換価額は、払込期日（払込期間

を定めた場合は出資の履行をした

日）（無償割当の場合は効力発生日）

の翌日以降、または株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降、これを

適用する。 
②．株式分割により普通株式を発行する

場合 
調整後転換価額は、株式の分割に

かかる基準日の翌日以降、これを適

用する。ただし、剰余金から資本に

組み入れられることを条件として

その部分をもって株式の分割をす

る旨取締役会で決議をする場合に

おいて、当該剰余金の資本組入れの

決議をする株主総会の終結日以前

の日を株式の分割のための株主割

当日とするときは、調整後転換価額

は、当該剰余金の資本組入れの決議

をした株主総会の終結の日の翌日

以降、これを適用する。 
③．調整前の転換価額を下回る価額をも

って当会社の普通株式の交付と引

換えに取得させることができる株

式もしくは証券または権利行使す

ることができる新株予約権を発行

する場合 
調整後転換価額は、その証券につ

いては発行日（無償割当の場合は効

力発生日）に、または株主割当日が

ある場合はその日に、その新株予約

権については割当日（無償割当の場

合は効力発生日）に、発行される証

券が全て取得または全ての新株予

約権が行使されたものとみなし、そ

の証券については発行日（無償割当

の場合は効力発生日）の翌日以降、

または株主割当日がある場合はそ

の翌日以降、その新株予約権につい

ては割当日（無償割当の場合は効力

発生日）の翌日以降、これを適用す

る。 
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現行定款 変更案 
の全額が転換または全ての新株予約

権が行使されたものとみなし、その発

行日の翌日以降、またはその割当日の

翌日以降、これを適用する。 

 

 

④．上記①から③各号に掲げる場合の

ほか、合併、資本減少または普通株式

の併合等により転換価額の調整を必要

とする場合には、取締役会が適当と判

断する価額に変更される。 

 

 

（５）転換により発行される普通株式数 

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。ただし、

転換により発行すべき普通株式の算

出にあたって１株に満たない端数は

これを切り捨てる。 

 

転換により発行すべき普通株式数 

＝（優先株主が転換請求のために提出した優先株式の

総数×８５０円）÷転換価額 

 

 

 

 

 

 

④．上記①から③各号に掲げる場合のほか、

合併または普通株式の併合等により転換

価額の調整を必要とする場合には、取締役

会が適当と判断する価額に変更される。 

 
 
 
 

（５）転換により交付される普通株式数 
転換により交付すべき当会社の普通株式

数は次のとおりとする。ただし、転換によ

り交付すべき普通株式の算出にあたって

１株に満たない端数はこれを切り捨てる。 
 

転換により交付すべき普通株式数 
＝（優先株主が転換請求のために提出した優先株式の

総数×８５０円）÷転換価額 

（普通株式への一斉転換） 

第１７条 転換請求期間中に転換請求のなかったＡ

種優先株式は、同期間の末日をもって、850
円を同期間の末日における転換価額で除

して得られる数の普通株式となる。上記の

普通株式数の算出にあたって、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。 

（普通株式への一斉転換） 

第１８条 当会社は、転換請求期間中に転換請求のな

かったＡ種優先株式の全てを、同期間の末

日をもって取得し、これと引換えに、Ａ種

優先株式 1株につき、８５０円を同期間の
末日における転換価額で除して得られる

数の普通株式を交付する。上記の普通株式

数の算出にあたって、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。 
（転換後最初の利益配当金等） 

第１８条 Ａ種優先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または

中間配当金は、転換の請求が４月１日から

９月３０日までになされたときは、４月１

日に、１０月１日から３月３１日までにな

されたときは１０月１日に、それぞれ転換

があったとみなしてこれを支払う。 

（削除） 

（新株引受権等） 

第１９条 当会社は、Ａ種優先株主に新株の引受権な

らびに新株予約権および新株予約権付社

債の引受権を付与する。 

（募集株式の割当を受ける権利等） 

第１９条 当会社は、Ａ種優先株主に募集株式の割当

を受ける権利ならびに募集新株予約権の

割当てを受ける権利を付与する。 
（準用規定） 

第２０条 第２１条（招集時期に関する部分を除く。）

乃至第２５条の規定は、種類株主総会につ

いてこれを準用する。 

（準用規定） 

第２０条 第２１条（招集時期に関する部分を除く。）

乃至第２７条の規定は、種類株主総会につ

いてこれを準用する。 
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現行定款 変更案 
第４章 株主総会 第４章 株主総会 
（招  集） 

第２１条 定時株主総会は、毎決算期の翌日から３ヵ

月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あ

る場合に随時これを招集する。 

（招  集） 

第２１条 定時株主総会は、毎事業年度終了の翌日 
から３ヵ月以内に招集し、臨時株主総会

は、必要がある場合に招集する。 
 

（第１１条より移設） 

（基準日） 

第２２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２２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り執行役社長

が招集し、議長となる。 

 
 
２）執行役社長に事故あるときは、取締役

会の決議によりあらかじめ定めた順序に

従い他の執行役がこれにあたる。 

（招集権者および議長） 

第２３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執行役社

長が招集する。執行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、他の執行役が招集する。 
２）株主総会においては、執行役社長が議

長となる。執行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、他の執行役が議長となる。 
 

 

 

（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２４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。 
（議決権の代理行使） 

第２３条 株主は、議決権を有する他の株主に委任し

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２５条 当会社の株主は、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、当会社に提出しなければならない。 

（決  議） 

第２４条 株主総会の決議は、法令または本定款に別

段の定めある場合を除き、出席株主の議決

権の過半数をもって行う。 

 
２）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

をもって行う。 

（決議の方法） 

第２６条 株主総会の決議は、法令または定款に別段 
の定めある場合を除き、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）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。 
（議事録） 

第２５条 株主総会の議事は、その経過の要領および

結果を議事録に記載または記録して、議長

ならびに出席取締役および執行役はこれ

に記名捺印または電子署名し、これを１０

年間本店にその謄本を５年間支店に備え

置く。 
 

（議事録） 

第２７条 株主総会の議事録は、法令で定めるところ 
により書面または電磁的記録をもって作 
成する。 
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現行定款 変更案 
第５章 取締役および取締役会 第５章 取締役および取締役会 
（取締役の員数および選任） 

第２６条 当会社の取締役は１５名以内とし、株主総

会において選任する。 

２）当会社は、社外取締役（商法第１８８

条第２項第７号ノ２に規定する社外取締

役をいう。以下同じ。）を２名以上選任す

るものとする。 

３）本条第１項の選任決議には、総株主の

議決権の３分の１以上を有する株主の出

席を要する。 

４）取締役の選任決議は、累積投票によら

ないものとする。 

５）取締役会の決議をもって、取締役会長

１名を定めることができる。 

（取締役の員数および選任） 

第２８条 当会社の取締役は１５名以内とし、株主総 
会の決議によって選任する。 
 

（削除） 
 
２）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。 
３）取締役の選任決議は、累積投票によら

ないものとする。 
４）取締役会の決議をもって、取締役会長

１名を定めることができる。 
（取締役の任期） 

第２７条 取締役の任期は、就任後１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。ただし、補欠または増員によ

り選任された取締役の任期は、他の現任取

締役の任期満了すべき時までとする。 

（取締役の任期） 

第２９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 
定時株主総会終結の時までとする。 

（招  集） 

第２８条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合

を除き、取締役会において指名する取締役

が招集する。 

２）前項の招集は、各取締役に対し、会日

より２日前までに、その通知を発するもの

とする。ただし、取締役全員の同意がある

ときは、招集手続を省略して開くことがで

きる。 

（取締役会の招集および招集通知） 
第３０条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合

を除き、取締役会において指名する取締役

が招集する。 
２）前項の招集は、各取締役に対し、会日

より２日前までに、その通知を発するもの

とする。ただし、取締役全員の同意がある

ときは、招集手続を省略して開催する こ

とができる。 
（議  長） 

第２９条 取締役会の議長は、取締役会において指名

する取締役がこれにあたる。 

（取締役会の議長） 
第３１条 現行どおり 
 

（決  議） 

第３０条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席

し、出席取締役の過半数をもって行う。 

（取締役会の決議の方法） 
第３２条 現行どおり 

 

 

（新設） 

（取締役会の決議の省略） 
第３３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。 
（議事録） 

第３１条 取締役会の議事は、その経過の要領および

結果を議事録に記載または記録し、出席し

た取締役が記名捺印または電子署名する

ものとする。 

（取締役会の議事録） 
第３４条 取締役会における議事は、その経過の要領

および結果ならびにその他法令に定める

事項を議事録に記載または記録し、出席し

た取締役がこれに記名押印または電子署

名するものとする。 
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（新設） 

（取締役の報酬等） 
第３５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

（以下「報酬等」という。）は、報酬委員

会の決議により定める。 
（取締役の責任免除） 

第３２条 当会社は、商法特例法第２１条の１７第４

項で準用する商法第２６６条第１２項の

規定により、取締役会決議をもって、商法

特例法第２１条の１７第１項の行為に関

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）当会社は、商法特例法第２１条の１７

第５項で準用する商法第２６６条第１９

項の規定により、社外取締役との間に商法

特例法第２１条の１７第１項の行為によ

る取締役の賠償責任について、１，０００

万円以上であらかじめ定めた額または商

法第２６６条第１９項各号に掲げる金額

の合計額のいずれか高い額を限度とする

契約を締結することができる。 

（取締役の責任免除） 

第３６条 当会社は、会社法第４２３条第１項の取締

役（取締役であった者も含む。）の賠償責

任につき、会社法第４２６条第１項の規定

により、取締役会の決議にて法令の限度に

おいて免除することができる。 
 
 
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、

金１，０００万円以上であらかじめ定めた

額と法令で定める最低責任限度額との

いずれか高い額を限度とする旨の契約を

締結することができる。 
 

（取締役会規則） 

第３３条 取締役会に関する事項は、法令または本定

款に定めるもののほか、取締役会において

定める取締役会規則による。 

（取締役会規則） 

第３７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

める取締役会規則による。 
第６章 指名委員会、監査委員会および報酬委員会 第６章 指名委員会、監査委員会および報酬委員会 
（委員会の設置） 

第３４条 当会社は、指名委員会、監査委員会、報酬

委員会の各委員会を置く。 

２）各委員会を構成する取締役は、取締役 
会が決定する。 

（各委員会の組織） 
第３８条 各委員会は、取締役３名以上の委員で組織

する。 
     ２）各委員会の委員の選定および解職は 

取締役会の決議により行う。 

（各委員会の権限） 

第３５条 指名委員会、監査委員会および報酬委員会

の各委員会は、法令に定めのある事項を決

定するほか、その職務を行うための必要な

権限を行使する。 

（削除） 

（議事録） 

第３６条 各委員会における議事は、その経過の要領

および結果を議事録に記載または記録し、

出席した委員がこれに記名捺印または電

子署名するものとする。 

（各委員会の議事録） 

第３９条 各委員会における議事は、その経過の要領

および結果ならびにその他法令に定める

事項を議事録に記載または記録し、出席し

た委員がこれに記名押印または電子署名

するものとする。 

 

（委員会規程） 

第３７条 各委員会に関する事項は、法令または本定

款のほか、各委員会において定める指名委

員会規程、監査委員会規程および報酬委員

会規程による。 

（委員会規程） 

第４０条 各委員会に関する事項は、法令、定款また

は取締役会が定めるもののほか、各委員会

において定める指名委員会規程、報酬委員

会規程および監査委員会規程による。 
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第７章 執行役 第７章 執行役 
（執行役の員数および選任） 

第３８条 当会社の執行役は、１５名以内とし、取締

役会において選任する。 

（執行役の員数および選任） 

第４１条 現行どおり 

（任  期） 

第３９条 執行役の任期は、就任後１年以内の最終の

決算期に関する定時株主総会が終結後最

初に開催される取締役会の終結の時まで

とする。ただし、補欠または増員により選

任された執行役の任期は、他の現任執行役

の任期満了すべき時までとする。 

（執行役の任期） 

第４２条 執行役の任期は、就任後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

時株主総会の終結後最初に招集される取

締役会終結の時までとする。 

（代表執行役および役付執行役） 

第４０条 当会社を代表すべき執行役（以下「代表執

行役」という。）は、取締役会の決議によ

り選任する。 

２）当会社は、取締役会の決議により、執

行役会長１名、執行役社長１名、執行役副

社長、専務執行役および常務執行役若干名

を定めることができる。 
 

（新設） 

（代表執行役および役付執行役の選任ならびに 

権限・分掌） 

第４３条 当会社の代表執行役は、取締役会の決議に

より選任する。 
     ２）当会社は、取締役会の決議により、 

執行役会長１名、執行役社長１名、執行役 
副社長、専務執行役および常務執行役若干 
名を定めることができる。 
３）取締役会は、執行役の職務の分掌およ

び指揮命令関係その他執行役の相互の関

係に関する事項を定めることができる。 
 

 

（新設） 

（執行役の報酬等） 

第４４条 執行役の報酬等は、報酬委員会の決議によ

って定める。 
     ２）執行役が当会社の支配人その他の使用

人を兼ねているときは、当該兼務に係る報

酬等についても同様とする。 

（執行役の責任免除） 

第４１条 当会社は、商法特例法第２１条の１７第６

項で準用する商法第２６６条第１２項の

規定により、取締役会決議をもって、商法

特例法第２１条の１７第１項の行為に関

する執行役（執行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。 

（執行役の責任免除） 

第４５条 当会社は、会社法第４２３条第１項の執行

役（執行役であった者を含む。）の賠償責

任につき、会社法第４２６条第１項の規定

により取締役会の決議により法令の限度

において免除することができる。 
 

（執行役に関する事項） 

第４２条 執行役に関する事項は、法令または本定款

のほか、取締役会において定める。 

（執行役に関する事項） 

第４6 条 執行役に関する事項は、法令または定款の
ほか、取締役会において定める。 

新設 第８章 会計監査人 
 

（新設） 
（会計監査人の選任） 
第４７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４８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

る定期株主総会終結の時までとする。 
２）会計監査人は前項の定時株主総会にお

いて別段の決議がな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

のとする。 
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（新設） 
（会計監査人の報酬等） 
第４９条 会計監査人の報酬等は、監査委員会の同意

を得て定める。 
第 8章 計 算                 第 9章 計 算 
（営業年度および決算期） 

第４３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、営業年度の末日を

もって決算を行う。 

（事業年度） 
第５０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。 

（株主配当金の支払） 

第４４条 株主配当金を受ける者は、毎年３月３１日

の最終の株主名簿および実質株主名簿に

記載または記録された株主または登録質

権者とする。 

（剰余金の配当等の決定機関） 
第５１条 当会社は、剰余金の配当等会社法第４５９

条第１項各号に定める事項については、法

令に別段の定めのある場合を除き、株主総

会の決議によらず取締役会の決議に 
よって定める。 

（中間配当） 

第４５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、中

間配当金の分配をすることができる。 
 
 

（新設） 

（剰余金の配当基準日） 
第５２条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月 

３１日とする。 
 

     ２）当会社の中間配当基準日は、毎年９月 
３０日とする。 
 

     ３）前２項のほか、基準日を定めて剰余金

の配当をすることができる。 
（配当金の除斥期間） 

第４６条 株主配当金および中間配当金の支払開始

の日から満３年を経過しても受領されな

いときは、当会社はその支払いの義務を免

れるものとする。 
 

（新設） 

（配当金の除斥期間） 

第５３条 配当財産が金銭である場合は、その支払開

始の日から満３年を経過しても受領され

ないときは、当会社はその支払いの義務を

免れる。 
 
     ２）未払いの配当金には利息をつけない。 

第９章 附 則 第９章 附 則 
（株式移転による設立に際して発行する株式） 

第４７条 当会社の設立は商法第３６４条の株式移

転による。 

２）株式移転に際して発行する株式の総数

は、普通株式７，９９８，６４３株、優先

株式３，５２９，４００株とする。 
 

（削除） 

（最初の営業年度） 

第４８条 当会社の最初の営業年度は、当会社の設立

の日から平成１７年３月３１日までとす

る。 
 
 

（削除） 

 
 
 


