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                                  平成 18年 5月 30日 
各位 

        
      
                          会社名  株式会社サンリオ 
                          代表者名 代表取締役社長 辻 信太郎 
                          （コード番号 8136 東証 1部） 
                          問合せ先 常務取締役 江森 進 
                          電話番号 03（3779）8058 
  

定款一部変更に関するお知らせ 
 
当社は、平成 18年 5月 30日開催の取締役会において、平成 18年 6月 22日開催予定の第 46回
定時株主総会に、下記のとおり定款の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．変更の目的 

「『会社法』（平成 17年法律第 86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）等」（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、以下のとおり当社定款を変更するものであります。 
 
①取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を設置する会社である旨を明記する規定の新設

であります。（変更案第 4条） 
②単元未満株式についての権利を合理的な範囲に制限するために、規定を新設するものでありま

す。（変更案第 9条） 
③株主総会の招集地を東京都に限定する規定を新設するものであります。（変更案第 14条） 
④株主総会においての開示情報の充実および株主の皆様の利便性から、株主総会参考書類等のイ

ンターネット開示に対応できる規定を新設するものであります。（変更案第 17条） 
⑤議決権代理行使の際の代理人を 1名とする規定を新設するものであります。（変更案第 19条） 
⑥経営の迅速な意思決定およびスリム化のために、取締役の員数の上限を 25 名から 15 名に減
じる変更であります。（変更案第 20条） 
⑦機動的な経営の意思決定が図られるように、必要が生じた場合に取締役会の決議について書面 
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による決議を可能とするために新設するものであります。（変更案第 26条） 
⑧経営責任の明確化と経営環境の変化に対応するために、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮
する旨の変更であります。（変更案第 22条） 

⑨配当等の機動的かつ弾力的な決定を可能とするために、剰余金の配当等を取締役会の決議によ

り実施する規定を新設するものであります。（変更案第 35条） 
⑩その他事業内容の多様化に対応するために事業の目的を追加、そして、全株式が普通株式への

転換済みであるＡ種優先株式に関する規定の削除とともに、全般にわたり「会社法等」に合わ

せた表現の変更、規定の新設、削除に伴う条数の調整をおこなうものであります。 
 

２．定款変更の内容 
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 22日（木曜日） 
 定款変更の効力発生日      平成 18年 6月 22日（木曜日） 

以上 
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    現    行    定     款 
変 更 案 

第１章 総  則 第１章 総  則 

（商 号） （商 号） 

第１条 当会社は、株式会社サンリオと称する。その英文は、 

Ｓａｎｒｉｏ Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．または、Ｓａｎｒｉｏ 

Ｃｏ．，Ｌｔｄ．とする。 

第１条 当会社は、株式会社サンリオと称する。その英文は、 

Ｓａｎｒｉｏ Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．または、Ｓａｎｒｉｏ 

Ｃｏ．，Ｌｔｄ．とする。 

（目 的） （目 的） 

第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 

１．次の製品の製造、販売および輸出入に関する業務 １．次の製品の製造、販売および輸出入に関する業務 

(1).グリーティングカード、ソーシャルエクスプレッション製品 (1).グリーティングカード、ソーシャルエクスプレッション製品 

(2).玩具、トランプ、かるた等のゲーム用品及び娯楽用品 (2).玩具、トランプ、かるた等のゲーム用品および娯楽用品 

(3).化粧品、日用品雑貨及びスポーツ用品 (3).化粧品、日用品雑貨およびスポーツ用品 

(4).医療用具、医薬部外品 (4).医療用具、医薬部外品 

(5).繊維製品 (5).繊維製品 

(6).時計、カメラその他精密機械 (6).時計、カメラその他精密機械 

(7).音楽出版物、楽器類 (7).音楽出版物、楽器類 

(8).キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している人物、 

動物等の画像を付けたもの） 

(8).キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している人物、動

物等の画像を付けたもの） 

２．新聞、雑誌等定期刊行物、書籍の出版、販売、及び輸出入に 

関する業務 

２．新聞、雑誌等定期刊行物、書籍の出版、販売、および輸出入に

関する業務 

３．電気製品、通信機器、電子機器、及びそのソフトウェアの製造、

開発、販売、並びに輸出入に関する業務 

３．電気製品、通信機器、電子機器、およびそのソフトウェアの製

造、開発、販売、ならびに輸出入に関する業務 

４．園芸植物の栽培、販売、及び輸出入に関する業務 ４．園芸植物の栽培、販売、および輸出入に関する業務 

５．レコード、録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク等の音

楽、及び映像を録音録画した商品の企画、製造、販売、および輸出

入に関する業務 

５．レコード、録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク等の音

楽、および映像を録音録画した商品の企画、製造、販売、および輸

出入に関する業務 

６．著作物の利用権、複製権の設定 ６．知的財産権（著作権、商標権等）の実施、使用、利用許諾、媒

介、維持、管理 

７．デザインの企画、及び利用権、複製権の設定 ７．デザインの企画、および利用権、複製権の設定 

８．飲食店、喫茶店の経営、食品類の製造、販売、及び酒類の販売 ８．飲食店、喫茶店の経営、食品類の製造、販売、および酒類の販

売 

９．映画の製作、興行、配給、及び輸出入 ９．映画の製作、興行、配給、および輸出入 

10．ソーシャルエクスプレッションショップの内装設計、デザイン

に関する業務 

10．ソーシャルエクスプレッションショップの内装設計、デザイン

に関する業務 

11．企業イメージを開発し、高める為の企業シンボルの創造、変更

を含む総合システムの開発、及び製作 

11．企業イメージを開発し、高める為の企業シンボルの創造、変更

を含む総合システムの開発、および製作 

12．企業の経営指導 12．企業の経営指導 

13．不動産の賃貸、及び管理 13．不動産の賃貸、および管理 

14．遊園地、植物園、博物館、劇場等の施設の経営 14．遊園地、植物園、博物館、劇場等の施設の経営 

15．駐車場、宿泊施設の経営 15．駐車場、宿泊施設の経営 

16．旅行代理業 16．旅行代理業 

17．損害保険代理業 17．損害保険代理業 

18．総合リース業 18．総合リース業 

19．ミュージカルショーやライブショー・演劇などの企画・製作・

公演 

19．ミュージカルショーやライブショー・演劇等の企画・製作・公

演 

別紙 変更の内容 
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現 行 定 款 変 更 案 

（新  設） 20．フランチャイズチェーン店への経営および技術指導 

20．前各号に付帯関連する業務 21．前各号に付帯関連する業務 

（本店の所在地） （本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都品川区におく。 第３条 当会社は、本店を東京都品川区に置く。 

（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 

（公告の方法） （公告方法） 

第４条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。 第５条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。 

第２章 株  式 第２章 株  式 

（発行する株式の総数） （発行可能株式総数） 

第５条 当会社が発行する株式の総数は３億１千万株とし、このう

ち３億805万株は普通株式、95万株はＡ種優先株式、100万株はＢ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または

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式につき消却も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６条 当会社の発行可能株式総数は３億１千万株とし、このうち

３億900万株は普通株式、100万株はＢ種優先株式とする。 

（自己株式の取得） （削  除） 

第５条の２ 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。 

 

（新  設） （株券の発行） 

 第７条 当会社は、単元未満株式を除き、株式に係る株券を発行す

る。 

（１単元の株式の数） （単元株式数） 

第６条 当会社の普通株式の１単元の数は100株とし、Ａ種優先株

式、Ｂ種優先株式の１単元の株式の数はそれぞれ１株とする。 

第８条 当会社の普通株式の単元株式数は100株とし、Ｂ種優先株

式の単元株式数は１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は発行し

ない。 

（削  除） 

（端株原簿への不記載） （削  除） 

第６条の２ 当会社は、１株未満の端数についてはこれを端株とし

て端株原簿に記載しない。 

 

（新  設） （単元未満株式についての権利） 

 第９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 

 (4）次条に定める請求をする権利 
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現 行 定 款 変 更 案 

（単元未満株式の買増し） （単元未満株式の買増し） 

第７条 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１単元の株式の数とな

るべき数の単元未満株式を売渡すべき旨を当会社に請求すること

ができる。 

第10条 当会社の株主は、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渡すことを請求することができ

る。 

２．前項の請求があった場合において、当会社が売渡すべき数の

株式を有しないときは、当会社は前項の請求に応じないことがで

きる。 

２．前項の請求を受けた場合において、当会社が単元未満株式の

数に相当する数の株式を有しないときは、当会社は前項の請求に

応じないことができる。 

（名義書換代理人） （株主名簿管理人） 

第８条 当会社は株式につき名義書換代理人を置く。 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。 

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

よって定め、これを公告する。 

３．当会社の株主名簿、実質株主名簿及び株券喪失登録簿（以下株

主名簿等という）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、株主名簿等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、株券喪失登録簿（以下株主

名簿等という）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、株主名簿等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、

これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 

（株式取扱規程） （株式取扱規程） 

第９条 株券の種類、株式の名義書換、質権の登録、信託財産の表

示、株主としての諸届、株券の再発行、株主名簿等への記載または

記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式に関する手続及

び手数料は、取締役会で定める株式取扱規程による。 

第12条 株券の種類、質権の登録、信託財産の表示、株主としての

諸届、株主名簿等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、取締役会で定める株式取扱規程による。 

（基準日） （基準日） 

第10条 当会社は株主又は質権者として権利を行使すべき者を確

定する為必要があるときは、取締役会の決議により基準日を定める

ことができる。この場合には、その基準日を２週間前に公告するも

のとする。 

第13条 当会社は株主または登録株式質権者として権利を行使す

べき者を確定する為必要があるときは、取締役会の決議により基準

日を定めることができる。この場合には、その基準日を２週間前に

公告するものとする。 

第２章の２ 優先株式 第２章の２ 優先株式 

（Ａ種優先株式） （削  除） 

第10条の２ 当会社の発行するＡ種優先株式の内容は、次の通りと

する。 

 

（Ａ種優先配当金）  

２．当会社は、第29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または記録されたＡ種優先株式を有す

る株主（以下「Ａ種優先株主」という。）または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10条

の４第１項に定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき発行

価額に５％を乗じて算出した額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。 

 

(1)ある営業年度においてＡ種優先株主または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する。 

 

(2)Ａ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対してはＡ種優先配

当金を超えて配当はしない。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（Ａ種優先中間配当金）  

３．当会社は、第30条に定める中間配当を行うときは、Ａ種優先

株主またはＡ種優先登録質権者に対し、普通株主及び普通登録質

権者に先立ち、かつ第10条の４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）  

４．当会社は、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、普通株主及び普通登録質権者に先立

ち、かつ第10条の４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10,000円を支払う。 

 

(1）Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対しては、本項のほ

か、残余財産の分配は行わない。 

 

（Ａ種優先株式の買受または買入消却）  

５．当会社はＡ種優先株式を買受け、または利益による買入消却を

行うことができる。 

 

（株式の併合又は分割、新株引受権等の付与）  

６．当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株

式の併合または分割を行わない。当会社は、Ａ種優先株主またはＡ

種優先登録質権者には、新株引受権または新株予約権もしくは新株

予約権付社債の引受権を与えない。 

 

（強制償還）  

７．当会社は発行日以降、いつでもＡ種優先株主またはＡ種優先登

録質権者の意思にかかわらずＡ種優先株式の全部または一部を償

還することができる。 

 

(1）一部償還の場合は、Ａ種優先株主名簿に記載された所有株式数

による比例配分とする。 

 

(2)償還価額はＡ種優先株式１株につき発行価額に107％を乗じた

価額に償還日の属する営業年度におけるＡ種優先配当金の額を償

還日の属する営業年度の初日から償還日までの日数（初日及び償還

日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位まで算出し、

その小数第３位を四捨五入する。）を加算した額とする。 

 

（議決権）  

８．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）  

９．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。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（強制転換条項）  

10．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

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（終値のない日数を除く。）で、除して得られる数の

普通株式とする。ただし、平均値の計算は、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。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

上限転換価額を上回るときは、Ａ種優先株式１株の払込金相当

額を当該上限転換価額で除して得られる数とし、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。 

 

（Ａ種優先配当金の除斥期間）  

11．第31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。 

 

（Ａ種優先配当金の発行初年度の取扱い）  

12．Ａ種優先株式のＡ種優先配当金については、配当起算日か

ら営業年度の最終日までの日数（初日及び最終日を含む。）で

日割計算した額とする。 

 

（Ｂ種優先株式） （Ｂ種優先株式） 

第10条の３ 当会社の発行するＢ種優先株式の内容は、次の通り

とする。 

第13条の２ 当会社の発行するＢ種優先株式の内容は、次のとお

りとする。 

（Ｂ種優先配当金） （Ｂ種優先配当金） 

２．当会社は、第29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または記録されたＢ種優先株式を

有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）または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10条の４第１項に

定める支払順位に従い、Ｂ種優先株式１株につき発行価額に10％

を乗じて算出した額を各営業年度における上限として、発行価額

に日本円半年物トーキョー・インター・バンク・オファード・レ

ート（日本円TIBOR）に４％を加算した利率を乗じて算出した額

の利益配当金（以下「Ｂ種優先配当金」という。）を支払う。な

お、同レートが公表されない場合には、これに準ずると認められ

るレートを用いるものとする。 

２．当会社は、第36条に定める期末配当を行うときは、毎年３月

31日の最終の株主名簿に記載または記録されたＢ種優先株式を

有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）または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、普通株式を有する株主（以下、「普通株主」という。）

および普通株式の登録質権者（以下、「普通登録株式質権者」と

いう。）に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき発行価額に10％を乗

じて算出した額を各事業年度における上限として、発行価額に日

本円半年物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート

（日本円TIBOR）に４％を加算した利率を乗じて算出した額のＢ

種優先期末配当金（以下「Ｂ種優先配当金」という。）を支払う。

なお、同レートが公表されない場合には、これに準ずると認めら

れるレートを用いるものとする。 

（1）ある営業年度においてＢ種優先株主またはＢ種優先登録質

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

いときは、その不足額は、翌営業年度以降に累積する。 

(1）ある事業年度においてＢ種優先株主またはＢ種優先登録株式

質権者に対して支払う期末配当金の額がＢ種優先配当金の額に

達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積する。 

(2）Ｂ種優先株主または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。 

(2）Ｂ種優先株主または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） （Ｂ種優先中間配当金） 

３．当会社は、第30条に定める中間配当を行うときは、Ｂ種優先

株主または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10条の４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。 

３．当会社は、第36条に定める中間配当を行うときは、Ｂ種優先

株主またはＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通

登録株式質権者に先立ち、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。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（残余財産の分配） （残余財産の分配） 

４．当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主ま

たは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10条の４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10,000円を支払う。 

４．当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主ま

たはＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通

登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき10,000

円を支払う。 

(1）Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録質権者に対しては、本

項のほか、残余財産の分配は行わない。 

(1）Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対して

は、本項のほか、残余財産の分配は行わない。 

（Ｂ種優先株式の買受または買入消却） （Ｂ種優先株式の買受または買入消却） 

５．当会社はＢ種優先株式を買受け、または利益による買入

消却を行うことができる。 

５．当会社はＢ種優先株式を買受け、または利益による買入

消却を行うことができる。 

 

（株式の併合または分割、新株引受権等の付与） 

 

（株式の併合または分割、新株引受権等の付与） 

６．当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式につ

いて株式の併合または分割を行わない。当会社は、Ｂ種優

先株主またはＢ種優先登録質権者には、新株引受権または

新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えな

い。 

６．当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式につ

いて株式の併合または分割を行わない。当会社は、Ｂ種優

先株主またはＢ種優先登録質権者には、新株引受権または

新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えな

い。 

 

（強制償還） 

 

（強制償還） 

７．当会社は発行日から２年間を経過した日以降、いつでも

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録質権者の意思にかかわ

らずＢ種優先株式の全部または一部を償還することがで

きる。 

７．当会社は発行日から２年間を経過した日以降、いつでも

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者の意思にか

かわらずＢ種優先株式の全部または一部を償還すること

ができる。 

(1）一部償還の場合は、Ｂ種優先株主名簿に記載された所有

株式数による比例配分とする。 

(1）一部償還の場合は、Ｂ種優先株主名簿に記載された所有

株式数による比例配分とする。 

(2）償還価額はＢ種優先株式１株につき発行価額に107％を

乗じた価額に償還日の属する営業年度におけるＢ種優先

配当金の額を償還日の属する営業年度の初日から償還日

までの日数（初日及び償還日を含む。）で日割計算した額

（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨

五入する。）を加算した額とする。 

(2）償還価額はＢ種優先株式１株につき発行価額に107％を

乗じた価額に償還日の属する事業年度におけるＢ種優先

配当金の額を償還日の属する事業年度の初日から償還日

までの日数（初日および償還日を含む。）で日割計算した

額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四

捨五入する。）を加算した額とする。 

 

（議決権） 

 

（議決権） 

８．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。 

８．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） 

 

（転換予約権） 

９．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。 

９．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。 

 

（Ｂ種優先配当金の除斥期間） 

 

（Ｂ種優先配当金の除斥期間） 

10．第31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。 

10．第37条の規定は、Ｂ種優先配当金およびＢ種優先中間配当

金の支払いについて準用する。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（Ｂ種優先配当金の発行初年度の取扱い） （Ｂ種優先配当金の発行初年度の取扱い） 

11．Ｂ種優先株式のＢ種優先配当金については、配当起算日

から営業年度の最終日までの日数（初日及び最終日を含

む。）で日割計算した額とする。 

11．Ｂ種優先株式のＢ種優先配当金については、配当起算日

から事業年度の最終日までの日数（初日および最終日を含

む。）で日割計算した額とする。 

（優先順位） （削  除） 

第10条の４ Ａ種優先配当金及びＢ種優先配当金の支払順

位は同順位とする。 

 

２．Ａ種優先中間配当金及びＢ種優先中間配当金の支払順位

は同順位とする。 

 

３．Ａ種優先株式及びＢ種優先株式にかかる残余財産の分配

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 

（株主総会の招集） （株主総会の招集） 

第11条 定時株主総会は、毎年４月１日から６月30日までの

間に招集し、臨時株主総会は、その必要ある場合に随時こ

れを招集する。 

第14条 定時株主総会は、毎年４月１日から６月30日までの

間に招集し、臨時株主総会は、その必要ある場合に随時こ

れを招集する。 

２．前項の定時株主総会において議決権を行使する等権利を

行使すべき株主（実質株主を含む。以下同じ）は、毎年３

月31日の最終の株主名簿等に記載または記録された株主

とする。 

２．前項の定時株主総会において議決権を行使する等権利を

行使すべき株主は、毎年３月31日の最終の株主名簿等に記

載または記録された株主とする。 

３．株主総会は、本店所在地もしくはこれに隣接する地、ま

たは東京都多摩市において招集することができる。 

３．株主総会は、東京都において招集することができる。 

（招集者及び議長） （招集者および議長） 

第12条 株主総会は取締役会の決議によって取締役社長が

これを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは

取締役会長がこれに代り、会長及び社長に事故があるとき

は、取締役会において予め定めた順序により他の取締役が

これに代る。 

第15条 株主総会は取締役会の決議によって取締役社長が

これを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは

取締役会長がこれに代り、会長および社長に事故があると

きは、取締役会において予め定めた順序により他の取締役

がこれに代る。 

２．法令の規定に基き株主の請求により招集する株主総会の

議長は出席株主中から選出するものとする。 

２．法令の規定に基き株主の請求により招集する株主総会の

議長は出席株主中から選出するものとする。 

（種類株主総会） （種類株主総会） 

第12条の２ 第11条第３項、第12条、第14条の規定は、種類

株主総会にこれを準用する。 

第16条 第14条第３項、第15条、第19条の規定は、種類株主

総会にこれを準用する。 

（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17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。

（決 議） （決 議） 

第13条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがあ

る場合のほか出席株主の議決権の過半数を以ってこれを

決する。 

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これを決する。 
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現 行 定 款 変 更 案 

２．商法第343条の定めによる決議及び商法その他法令にお

いて同条の決議方法が準用される決議は、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以上を以ってこれを行う。 

２．会社法第309条第２項の定めによる決議は、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以上をもってこれ

を行う。 

 

（代理人による議決権の行使） 

 

（議決権の代理行使） 

第14条 株主が代理人で議決権を行うときは、その代理人は

当会社の議決権を有する株主でなければならない。 

第19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。 

（新  設） ２．株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する

書面を当会社に提出しなければならない。 

第４章 取締役、代表取締役及び取締役会 第４章 取締役、代表取締役および取締役会 

（取締役の員数） （取締役の員数） 

第15条 当会社の取締役は３名以上25名以内とする。 第20条 当会社の取締役は３名以上15名以内とする。 

（取締役の選任） （取締役の選任） 

第16条 当会社の取締役は、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

過半数の決議によって選任する。 

第21条 当会社の取締役は、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の決議によって選任

する。 

２．取締役の選任決議は累積投票によらない。 ２．取締役の選任決議は累積投票によらない。 

（取締役の任期） （取締役の任期） 

第17条 当会社の取締役の任期は、就任後、２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。 

第22条 当会社の取締役の任期は、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。 

２．補欠又は増員により選任された取締役の任期は、現任者

の任期の残存期間と同一とする。 

２．補欠または増員により選任された取締役の任期は、現任

者の任期の残存期間と同一とする。 

（代表取締役） （代表取締役） 

第18条 取締役会の決議をもって代表取締役若干名を定め

る。 

第23条 取締役会の決議をもって代表取締役若干名を選定

する。 

２．代表取締役は各自会社を代表する。 ２．代表取締役は各自会社を代表する。 

３．取締役会の決議をもって取締役会長、取締役社長各１名、

取締役副社長、専務取締役及び常務取締役若干名を定める

ことができる。 

３．取締役会の決議をもって取締役会長、取締役社長各１名、

取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選定

することができる。 

（業務の執行） （業務の執行） 

第19条 取締役会長、取締役社長は取締役会の決議にもとづ

き当会社の業務を統轄し、取締役副社長、専務取締役及び

常務取締役は社長を補佐しこれを分掌する。 

第24条 取締役会長、取締役社長は取締役会の決議に基づき

当会社の業務を統轄し、取締役副社長、専務取締役および

常務取締役は社長を補佐しこれを分掌する。 

２．取締役会長、取締役社長に事故があるときは、予め取締

役会の定める順序に従い、他の取締役が社長の職務を代行

する。 

２．取締役会長、取締役社長に事故があるときは、予め取締

役会の定める順序に従い、他の取締役が社長の職務を代行

する。 

（取締役会の招集） （取締役会の招集） 

第20条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。

その通知は、会日の３日前までに各取締役及び監査役に対

し発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、

これを短縮することができる。 

第25条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。

その通知は、会日の３日前までに各取締役および監査役に

対し発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、

これを短縮することができる。 
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（新  設） （取締役会の決議の省略） 

 第26条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、

取締役会の決議があったものとみなす。 

（報酬及び慰労金） （報酬等） 

第21条 取締役の報酬並びに退職慰労金は株主総会の決議

をもって定める。 

第27条 取締役の報酬、賞与職務執行の対価として当会社か

ら受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、

株主総会の決議によって定める。 

第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役および監査役会 

 

（監査役の員数） 

 

（監査役の員数） 

第22条 当会社の監査役は３名以上とする。 第28条 当会社の監査役は３名以上５名以内とする。 

 

（監査役の選任） 

 

（監査役の選任） 

第23条 当会社の監査役は、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

過半数の決議によって選任する。 

第29条 当会社の監査役は、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の決議によって選任

する。 

（監査役の任期） （監査役の任期） 

第24条 当会社の監査役の任期は、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。 

第30条 当会社の監査役の任期は、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終

結の時までとする。 

２．補欠により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の時までと

する。 

（常勤の監査役） （常勤の監査役） 

第25条 監査役は、互選により常勤の監査役を定める。 第31条 常勤の監査役は、監査役会の決議により選定する。

（監査役会の招集） （監査役会の招集） 

第26条 監査役会は、会日の３日前までに各監査役に対し発す

るものとする。ただし、緊急の必要があるときは、これを短

縮することができる。 

第32条 監査役会は、会日の３日前までに各監査役に対し発す

るものとする。ただし、緊急の必要があるときは、これを短

縮することができる。 

（報酬及び慰労金） （報酬等） 

第27条 監査役の報酬並びに退職慰労金は株主総会の決議を

もって定める。 

第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

第６章 計  算 第６章 計  算 

（営業年度） （事業年度） 

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回とする。 

第34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。 

（新  設） （剰余金の配当等の決定機関） 

 第35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り定める。
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（新  設） （剰余金の配当の基準日） 

 第36条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とす

る。 

 ２．当会社の中間配当の基準日は、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。 

（利益配当） （削  除） 

第29条 利益配当金は、毎決算期における最終の株主名簿

等に記載された株主又は質権者に支払う。 

 

（中間配当） （削  除） 

第30条 当会社は、取締役会の決議により、毎年９月30日

の最終の株主名簿等に記載された株主又は質権者に中間

配当を行うことができる。 

 

 

（配当金の除斥期間） 

 

（配当金の除斥期間） 

第31条 利益配当金及び中間配当金は、その支払確定の日

から満３年を経過しても受領のないときは、当会社は支

払の義務を免れるものとする。 

第37条 配当財産が金銭である場合は、その支払確定の日か

ら満３年を経過しても受領のないときは、当会社は支払の

義務を免れるものとする。 

附  則 附  則 

１．第27条の定めにかかわらず、第30期営業年度は、平成

元年８月１日から平成２年３月31日までとする。 

（削  除） 

２．第29条の定めにかかわらず、第30期営業年度における

中間配当は行わないものとする。 

 

３．改正 昭和45年９月30日 改正 昭和45年９月30日 

昭和46年９月22日 昭和46年９月22日 

昭和47年７月７日 昭和47年７月７日 

昭和47年９月20日 昭和47年９月20日 

昭和48年２月８日 昭和48年２月８日 

昭和48年９月25日 昭和48年９月25日 

昭和48年10月９日 昭和48年10月９日 

昭和49年９月27日 昭和49年９月27日 

昭和51年10月27日 昭和51年10月27日 

昭和52年10月27日 昭和52年10月27日 

昭和53年10月30日 昭和53年10月30日 

昭和55年10月30日 昭和55年10月30日 

昭和56年10月30日 昭和56年10月30日 

昭和57年10月28日 昭和57年10月28日 

昭和58年10月28日 昭和58年10月28日 

昭和61年10月30日 昭和61年10月30日 

12 



 17

 
 
 
 

現 行 定 款 変 更 案 

昭和63年10月28日 昭和63年10月28日 

平成元年10月26日 平成元年10月26日 

平成４年６月25日 平成４年６月25日 

平成６年６月28日 平成６年６月28日 

平成10年６月25日 平成10年６月25日 

平成12年６月27日ただし効力発生は平成12年

８月１日とする。 

平成12年６月27日ただし効力発生は平成12年８月１日

とする。 

平成12年７月31日 平成12年７月31日 

平成12年８月31日 平成12年８月31日 

平成12年12月29日 平成12年12月29日 

平成13年６月27日 平成13年６月27日 

平成13年10月１日本改正については、商法の一

部を改正する等の法律（平成十三年法律第七十

九号）附則第９条第２項及び第４項に基づき変

更 

平成13年10月１日本改正については、商法の一部を改正

する等の法律（平成十三年法律第七十九号）附則第９条

第２項および第４項に基づき変更 

平成14年６月25日 平成14年６月25日 

平成15年６月25日 平成15年６月25日 

平成16年６月24日 平成16年６月24日 

平成17年２月９日 平成17年２月９日 

 平成18年６月22日 

４．（監査役の任期に関する経過措置） （削  除） 

第23条の規定に拘らず、現任の監査役の任期については、就任

後、３年内の最終の決算期（平成15年３月期）に関する定時

株主総会終結の時までとする。 
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