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定款の一部変更に関するお知らせ 
 
 
 
 当社は、平成１８年５月２２日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を第59回定
時株主総会(平成１８年６月２９日開催予定)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. 定款変更の理由 
 
「会社法」（平成17年法律第86号）およびその関係規則が平成18年５月１日に施行されたこと
に伴い、以下の理由により、定款の変更をお諮りするものであります。 
 
・株主各位および関係者への周知性の向上および公告掲載のための費用軽減を図るため、当社
の公告方法を日本経済新聞からインターネットのホームページ上に掲載する電子公告に変更
し、併せてやむを得ない事由によって電子公告によることができない場合の措置を定めるも
のであります（変更案第５条）。 

・機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議により自己株式取得が行えるよ
うに、新たな規定を定めるものであります（変更案第８条）。 

・単元未満株式の権利は、単元株式の権利と比べて、相当の範囲に制限すべきものであること
から、新たな規定を定めるものであります（変更案第10条）。 

・株主総会に関してより充実した情報の開示を行うため、株主総会参考書類等をインターネッ
トで開示することができるよう、新たな規定を定めるものであります（変更案第16条）。 

・取締役および監査役が職務の遂行にあたり、責任を合理的範囲にとどめるため、新たな規定
を定めるものであります（変更案第26条および第33条）。なお、変更案第26条の新設に関し
ましては、監査役全員一致による監査役会の同意を得ております。 

・その他全般にわたり、「会社法」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、全般に亘って表現の変更および構成の整理その他所要の変更を行うものであります。 



 
 

 

２．変更の内容 
 変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。）
 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章  総  則 第１章  総  則 

（商号） （商号） 

第１条 当会社はプリマハム株式会社と称し、英文
ではPrima Meat Packers, Ltd.と表示す
る。 

第１条 当会社はプリマハム株式会社と称し、英文
ではPrima Meat Packers, Ltd.と表示す
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．食肉の加工製造および販売 １．食肉の加工製造および販売 

２．水産物の加工製造および販売 ２．水産物の加工製造および販売 

３．農産物の加工および販売 ３．農産物の加工および販売 

４．調理食品、弁当・惣菜類の製造および販売 ４．調理食品、弁当・惣菜類の製造および販売 

５．清涼飲料・酒類等飲料の製造および販売 ５．清涼飲料・酒類等飲料の製造および販売 

６．調味料、香辛料の製造および販売 ６．調味料、香辛料の製造および販売 

７．乳製品、パン・菓子類の製造および販売 ７．乳製品、パン・菓子類の製造および販売 

８．油脂の製造および販売 ８．油脂の製造および販売 

９．缶詰・瓶詰食品、その他一般食料品の製造
および販売 

９．缶詰・瓶詰食品、その他一般食料品の製造
および販売 

10．ペットフード、飼料、肥料の製造および販
売 

10．ペットフード、飼料、肥料の製造および販
売 

11．医薬品、医薬部外品、検査用試薬、動物用
医薬品の製造および販売 

11．医薬品、医薬部外品、検査用試薬、動物用
医薬品の製造および販売 

12．食肉関係機械・機器の製造および販売 12．食肉関係機械・機器の製造および販売 

13．牧場の経営 13．牧場の経営 



 
 

 

現 行 定 款 変 更 案 

14．飲食店の経営 14．飲食店の経営 
15．不動産の売買、貸借およびその仲介 15．不動産の売買、貸借およびその仲介 
16．労働者派遣事業および人材育成のための研

修会、講習会ならびにセミナーの企画・運
営 

16．労働者派遣事業および人材育成のための研
修会、講習会ならびにセミナーの企画・運
営 

17．貨物自動車運送事業および貨物利用運送事
業 

17．貨物自動車運送事業および貨物利用運送事
業 

18．倉庫業 18．倉庫業 
19．以上の目的達成に関連ある一切の業務 19．以上の目的達成に関連ある一切の業務 

（本店） （本店） 
第３条 当会社は本店を東京都品川区に置く。 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） （公告の方法） 
第４条 当会社の公告は、東京都において発行する

日本経済新聞に掲載する。 
第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。た

だし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができな
い場合は、東京都において発行する日本経
済新聞に掲載して行う。 

第２章  株  式 第２章  株  式 

（会社が発行する株式の総数） （発行可能株式総数） 
第５条 当会社の発行する株式の総数は、３億5,000

万株とし、このうち３億2,600万株は普通株
式、480万株はＡ号種類株式、960万株はＢ
号種類株式、960万株はＣ号種類株式とす
る。ただし、株式の消却があった場合また
は種類株式につき普通株式に転換があった
場合には、これに相当する株式数を減ず
る。 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、３億5,000万
株とし、このうち３億2,600万株は普通株
式、480万株はＡ号種類株式、960万株はＢ
号種類株式、960万株はＣ号種類株式とす
る。 

（新 設） （株券の発行） 
 第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 
 ２．当会社の発行する株券の種類は、取締役会

で定める株式取扱規定による。 

（新 設） （自己株式の取得） 
 第８条 当会社は、会社法第165条第２項の規定に 

より、取締役会の決議によって市場取引等
により自己の株式を取得することができ
る。 

（１単元の株式の数および単元未満株券の不発行） （単元株式数および単元未満株券の不発行） 
第６条 当会社の普通株式の１単元の株式の数は、

1,000株とし、Ａ号種類株式、Ｂ号種類株式
およびＣ号種類株式の１単元の株式の数
は、それぞれ250株とする。 

第９条 当会社の普通株式の単元株式数は、1,000株
とし、Ａ号種類株式、Ｂ号種類株式および
Ｃ号種類株式の単元株式数は、それぞれ250
株とする。 

２．当会社は、１単元の株式の数に満たない株
式（以下「単元未満株式」という）に係わ
る株券を発行しない。ただし、株式取扱規
程に定めるところについてはこの限りでな
い。 

２．当会社は、第７条の規定にかかわらず、単
元未満株式に係る株券を発行しない。ただ
し、株式取扱規定に定めるところについて
はこの限りでない。 



 
 

 

現 行 定 款 変 更 案 

（新 設） （単元未満株式についての権利） 
 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 

（株券） （削 除） 
第７条 当会社の発行する株券の種類は、取締役会

で定める株式取扱規程による。 
 

（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、株式につき、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り定め、これを公
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、株券の再交付、株券喪失登録の手
続、届出の受理、単元未満株式の買取り等
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。）、新株予約権原簿および株券
喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の
株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失
登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に
委託し、当会社においては、これを取扱わ
ない。 

（株式取扱規程） （株式取扱規定） 
第９条 当会社の株式の名義書換、株券喪失登録の

手続、単元未満株式の買取りその他株式に
関する手続およびその手数料等について
は、取締役会の定める株式取扱規程によ
る。 

第12条 当会社の株式に関する手続およびその手数
料等については、取締役会の定める株式取
扱規定による。 

（基準日） （削 除） 
第10条 当会社は、毎決算期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
ることができる株主とする。 

 

２．前項のほか、必要があるときは取締役会の
決議により、あらかじめ公告して、臨時に
基準日を定めることができる。 

 

（Ａ号種類株式） （Ａ号種類株式） 
第10条の２ 当会社の発行するＡ号種類株式の内容

は、本定款の他の規定において定めるほ
か、次のとおりとする。 

第12条の２ 当会社の発行するＡ号種類株式の内容
は、本定款の他の規定において定めるほ
か、次のとおりとする。 



 
 

 

現 行 定 款 変 更 案 

（Ａ号優先配当金） （Ａ号優先配当金） 
(1) ① 当会社は、Ａ号種類株式について、普通株

式に優先して、１株当たり、その発行価額
相当額（200円）に、営業年度ごとに下記②
に定める年率（以下「Ａ号配当年率」とい
う。）を乗じて算出した額（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。以下「Ａ号優先配当金」とい
う。）を支払う。 

(1) ① 当会社は、Ａ号種類株式について、普通株
式に優先して、１株当たり、その払込金額
相当額（200円）に、事業年度ごとに下記②
に定める年率（以下「Ａ号配当年率」とい
う。）を乗じて算出した額の金銭（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。以下「Ａ号優先配当金」
という。）を、定時株主総会において会社
法第454条第１項各号に掲げる事項を定める
場合における剰余金の配当（以下「期末配
当」という。）として支払う。 

② Ａ号配当年率は、下記算式により計算され
る年率とする。ただし、Ａ号配当年率は、
10％を超えないものとする。 

② Ａ号配当年率は、下記算式により計算され
る年率とする。ただし、Ａ号配当年率は、
10％を超えないものとする。 

(a) Ａ号配当年率＝日本円TIBOR (６ヶ月物)
平均値＋2.00％ 

(a) Ａ号配当年率＝日本円TIBOR (６ヶ月物)
平均値＋2.00％ 

(b) Ａ号配当年率は、％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。 

(b) Ａ号配当年率は、％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。 

(c) Ａ号配当年率決定日は、各営業年度につ
いてその４月１日（平成15年について
は、８月１日）とする。ただし、その日
が日本における銀行の休日にあたるとき
は、その前営業日をＡ号配当年率決定日
とする。 

(c) Ａ号配当年率決定日は、各事業年度につ
いてその４月１日（平成15年について
は、８月１日）とする。ただし、その日
が日本における銀行の休日にあたるとき
は、その前営業日をＡ号配当年率決定日
とする。 

(d) 日本円TIBOR（６ヶ月物）平均値とは、各
Ａ号配当年率決定日およびその直後の10
月１日（ただし、償還価額の計算のため
にＡ号優先配当金を算出する場合で、そ
の償還がある営業年度における４月１日
から10月31日までの期間になされるとき
はその前営業年度の10月１日、その償還
がある営業年度における11月１日より３
月31日までの期間になされるときはその
営業年度の10月１日）（その日が日本に
おける銀行の休日にあたるときは、その
前 営 業 日 ）の 日本円 ６ ヶ月 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）として全国銀
行協会が公表する数値（この数値が公表
されていないときは、これに準ずるとし
て当会社取締役会の指定するもの）の平
均値を指すものとする。 

(d) 日本円TIBOR（６ヶ月物）平均値とは、各
Ａ号配当年率決定日およびその直後の10
月１日（ただし、当会社がＡ号種類株式
を取得する際の取得価額の計算のために
Ａ号優先配当金を算出する場合で、その
取得がある事業年度における４月１日か
ら10月31日までの期間になされるときは
その前事業年度の10月１日、その取得が
ある事業年度における11月１日より３月
31日までの期間になされるときはその事
業年度の10月１日）（その日が日本にお
ける銀行の休日にあたるときは、その前
営業日）の日本円６ヶ月物トーキョー・
インター・バンク・オファード・レート
（日本円TIBOR）として全国銀行協会が公
表する数値（この数値が公表されていな
いときは、これに準ずるとして当会社取
締役会の指定するもの）の平均値を指す
ものとする。 



 
 

 

現 行 定 款 変 更 案 

③ 当会社の配当可能利益が、その営業年度の
３月31日時点における発行済のＡ号種類株
式（当会社の保有する自己のＡ号種類株式
は含まない。）の全てについてＡ号優先配
当金全額を支払うに必要な金額（以下「Ａ
号優先配当金必要総額」という。）、その
営業年度の３月31日時点における発行済の
Ｂ号種類株式（当会社の保有する自己のＢ
号種類株式は含まない。）の全てについて
Ｂ号優先配当金全額を支払うに必要な金額
（以下「Ｂ号優先配当金必要総額」とい
う。）およびその営業年度の３月31日時点
における発行済のＣ号種類株式（当会社の
保有する自己のＣ号種類株式は含まな
い。）の全てについてＣ号優先配当金全額
を支払うに必要な金額（以下「Ｃ号優先配
当金必要総額」という。）の合計額（以下
「優先配当必要総額」という。）に満たな
い場合、上記①の規定にかかわらず、当会
社は、Ａ号種類株式について、普通株式に
優先して、１株当たり、下記④に定めるＡ
号一部配当金額を支払う。 

③ 当会社の期末配当のための会社法第461条に
定める分配可能額（以下「分配可能額」と
いう。）が、その事業年度の３月31日時点
における発行済のＡ号種類株式（当会社の
保有する自己のＡ号種類株式は含まな
い。）の全てについてＡ号優先配当金全額
を支払うに必要な金額（以下「Ａ号優先配
当金必要総額」という。）、その事業年度
の３月31日時点における発行済のＢ号種類
株式（当会社の保有する自己のＢ号種類株
式は含まない。）の全てについてＢ号優先
配当金全額を支払うに必要な金額（以下
「Ｂ号優先配当金必要総額」という。）お
よびその事業年度の３月31日時点における
発行済のＣ号種類株式（当会社の保有する
自己のＣ号種類株式は含まない。）の全て
についてＣ号優先配当金全額を支払うに必
要な金額（以下「Ｃ号優先配当金必要総
額」という。）の合計額（以下「優先配当
必要総額」という。）に満たない場合、上
記①の規定にかかわらず、当会社は、Ａ号
種類株式について、普通株式に優先して、
１株当たり、下記④に定めるＡ号一部配当
金額を支払う。 

④ Ａ号一部配当金額は、以下の式で得られる
金額（円位未満小数第３位以下を切り捨て
る。）とする。 

④ Ａ号一部配当金額は、以下の式で得られる
金額（円位未満小数第３位以下を切り捨て
る。）とする。 

 
配 当 可 能 利 益 × Ａ 号 優 先 配 当 金 必 要 総 額

Ａ号一部配当金額 ＝
優 先 配 当 必 要 総 額 × Ａ 号 種 類 株 式 の 発 行 済 株 式 数

  

 
期末配当のための分配可能額 ×Ａ 号優先配当金必要総額

Ａ号一部配当金額 ＝
優 先 配 当 必 要 総 額 × Ａ 号 種 類 株 式 の 発 行 済 株 式 数

  
なお、上記式におけるＡ号種類株式の発行
済株式数は、当該営業年度の３月31日時点
のＡ号種類株式の発行済株式数をいい、当
会社の有する自己のＡ号種類株式の数は含
まない。 

なお、上記式におけるＡ号種類株式の発行
済株式数は、その事業年度の３月31日時点
のＡ号種類株式の発行済株式数をいい、当
会社の有する自己のＡ号種類株式の数は含
まない。 

⑤ ある営業年度においてＡ号種類株式につい
て支払う利益配当金の額が、１株当たり、
Ａ号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。 

⑤ ある事業年度においてＡ号種類株式につい
て金銭による剰余金の配当として支払う額
が、１株当たり、Ａ号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。 

⑥ ある営業年度において、Ａ号種類株式につ
いて、１株当たり、Ａ号優先配当金の全額
が支払われ、Ｂ号種類株式について、１株
当たり、Ｂ号優先配当金の全額が支払わ
れ、かつ、Ｃ号種類株式について、１株当
たり、Ｃ号優先配当金の全額が支払われる
ときは、当会社は、その営業年度におい
て、普通株式について、利益配当金を支払
うことができる。この場合において、普通
株式について、１株当たり、Ａ号優先配当
金の額を超えて利益配当を行うときは、Ａ
号種類株式についての１株当たりの配当金
（Ａ号優先配当金を含む。）の額と普通株
式についての１株当たりの配当金の額が同
額となるようにするものとする。 

⑥ ある事業年度に係る期末配当として、Ａ号
種類株式について、１株当たり、Ａ号優先
配当金の全額が支払われ、Ｂ号種類株式に
ついて、１株当たり、Ｂ号優先配当金の全
額が支払われ、かつ、Ｃ号種類株式につい
て、１株当たり、Ｃ号優先配当金の全額が
支払われるときは、当会社は、その事業年
度に係る期末配当として、普通株式につい
て、金銭による剰余金の配当を行うことが
できる。この場合において、普通株式につ
いて、１株当たり、Ａ号優先配当金の額を
超えて金銭による剰余金の配当を行うとき
は、Ａ号種類株式についての１株当たりの
金銭による剰余金の配当額（Ａ号優先配当
金を含む。）と普通株式についての１株当
たりの金銭による剰余金の配当額が同額と
なるようにするものとする。 
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（残余財産の分配） （残余財産の分配） 
(2) 当会社の残余財産を分配するときは、Ａ号種類

株式について、普通株式に優先して、１株当た
り、発行価額相当額（200円）を支払う。Ａ号種
類株式については、上記のほか、残余財産の分
配は行わない。 

(2) 当会社の残余財産を分配するときは、Ａ号種類
株式について、普通株式に優先して、１株当た
り、払込金額相当額（金200円）を支払う。Ａ号
種類株式については、上記のほか、残余財産の
分配は行わない。 

（償還請求権） （取得請求権） 
(3) ① Ａ号種類株主は、平成16年７月５日以降、

毎年７月５日（その日が日本における銀行
の休日にあたるときは、その翌営業日）か
ら７月20日（その日が日本における銀行の
休日にあたるときは、その前営業日）まで
の期間（以下「償還請求可能期間」とい
う。）に、自己の所有するＡ号種類株式の
全部または一部を本号に従って償還するこ
とを当会社に対して請求することができ
る。 

(3) ① Ａ号種類株主は、平成16年７月５日以降、
毎年７月５日（その日が日本における銀行
の休日にあたるときは、その翌営業日）か
ら７月20日（その日が日本における銀行の
休日にあたるときは、その前営業日）まで
の期間（以下「取得請求可能期間」とい
う。）に、自己の所有するＡ号種類株式の
全部または一部（ただし、1000株を単位と
する。）を本号に従って金銭を対価として
取得することを当会社に対して請求するこ
とができる。 

② 上記①の規定に従って、償還請求可能期間
中に請求されたＡ号種類株式の数が、償還
請求可能期間末日時点におけるＡ号種類株
式の発行済株式（当会社の保有する自己の
Ａ号種類株式を含む。）の数と償還請求可
能期間末日までに既に消却または普通株式
に転換されたＡ号種類株式の株式数の和の
16.0％にあたる数（１株に満たないものは
切り捨てる。）（以下「Ａ号償還可能株式
数」という。）を超えるときは、本号に
従って償還できるＡ号種類株式の数は、Ａ
号償還可能株式数に限定される。 

② 上記①の規定に従って、取得請求可能期間
中に請求されたＡ号種類株式の数が、取得
請求可能期間末日時点におけるＡ号種類株
式の発行済株式（当会社の保有する自己の
Ａ号種類株式を含む。）の数と取得請求可
能期間末日までに既に消却したＡ号種類株
式の株式数の和の16.0％にあたる数（１株
に満たないものは切り捨てる。）（以下
「Ａ号取得可能株式数」という。）を超え
るときは、本号に従って当会社が取得でき
るＡ号種類株式の数は、Ａ号取得可能株式
数に限定される。 

③ 償還必要資金総額（以下に定義する。） 
が、償還可能資金額（以下に定義する。）
を超えるときは、本号に従って償還できる
Ａ号種類株式の数は、さらに、下記④で定
めるＡ号特別償還可能株式数に限定され
る。 

③ 取得必要資金総額（以下に定義する。） 
が、取得可能資金額（以下に定義する。）
を超えるときは、本号に従って当会社が取
得できるＡ号種類株式の数は、さらに、下
記④で定めるＡ号特別取得可能株式数に限
定される。 

償還必要資金総額とは、償還請求可能期間
において償還請求された数（ただし、その
期間において、Ａ号償還可能株式数を超え
る数の償還請求があった場合には、Ａ号償
還可能株式数とする。）のＡ号種類株式を
償還するために必要な資金の額（以下「Ａ
号償還必要資金額」という。）、償還請求
可能期間において償還請求された数（ただ
し、その期間において、第10条の３第３号
②に定義されるＢ号償還可能株式数を超え
る数の償還請求があった場合には、Ｂ号償
還可能株式数とする。）のＢ号種類株式を
償還するために必要な資金の額（以下「Ｂ
号償還必要資金額」という。）および償還
請求可能期間において償還請求された数
（ただし、その期間において、第10条の４
第３号②に定義されるＣ号償還可能株式数
を超える数の償還請求があった場合には、
Ｃ号償還可能株式数とする。）のＣ号種類
株式を償還するために必要な資金の額（以
下「Ｃ号償還必要資金額」という。）の合
計額をいう。 

取得必要資金総額とは、取得請求可能期間
において取得請求された数（ただし、その
期間において、Ａ号取得可能株式数を超え
る数の取得請求があった場合には、Ａ号取
得可能株式数とする。）のＡ号種類株式を
取得するために必要な資金の額（以下「Ａ
号取得必要資金額」という。）、取得請求
可能期間において取得請求された数（ただ
し、その期間において、第12条の３第３号
②に定義されるＢ号取得可能株式数を超え
る数の取得請求があった場合には、Ｂ号取
得可能株式数とする。）のＢ号種類株式を
取得するために必要な資金の額（以下「Ｂ
号取得必要資金額」という。）および取得
請求可能期間において取得請求された数
（ただし、その期間において、第12条の４
第３号②に定義されるＣ号取得可能株式数
を超える数の取得請求があった場合には、
Ｃ号取得可能株式数とする。）のＣ号種類
株式を取得するために必要な資金の額（以
下「Ｃ号取得必要資金額」という。）の合
計額をいう。 
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償還可能資金額とは、償還請求可能期間の
直前の定時株主総会において報告されまた
は承認された貸借対照表上の純資産額から
(a)商法第290条第１項各号の金額、(b)その
定時株主総会において利益から配当しもし
くは支払うものと定めまたは資本に組入れ
た額、(c)その定時株主総会において第10条
の６に規定する株式の買受けのため決議し
た額および(d)５億円の合計額を控除した額
をいう。 

取得可能資金額とは、取得請求可能期間の
末日における分配可能額から(a)取得請求可
能期間の直前の定時株主総会において全種
類株式の取得請求のため決議した額および
(b)５億円の合計額を控除した額をいう。 

④ Ａ号特別償還可能株式数は、以下の式で得
られる株数（１株未満を切り捨てる。）と
する。 

④ Ａ号特別取得可能株式数は、以下の式で得
られる株数（１株未満を切り捨てる。）と
する。 

 
償還可能資金額 ×Ａ号償還必要資金額

Ａ号特別償還可能株式数＝
償還必要資金総額×Ａ号種類株式の償還価額

  

 
取得可能資金額 ×Ａ号取得必要資金額

Ａ号特別取得可能株式数＝
取得必要資金総額×Ａ号種類株式の取得価額

  
⑤ 本号に従って償還されるＡ号種類株式の償

還価額は、１株につき、その発行価額相当
額（200円）に、償還請求がなされる日の属
する営業年度におけるＡ号優先配当金の額
を１年を365日として償還日の属する営業年
度の初日から償還日までの日数（初日およ
び償還日を含む。）で日割り計算した額
（円未満小数第１位まで算出し、その小数
第１位を四捨五入する。）を加算した額と
する。 

⑤ 本号に従って当会社により取得されるＡ号
種類株式の取得価額は、１株につき、その
払込金額相当額（200円）に、取得請求がな
される日の属する事業年度におけるＡ号優
先配当金の額を１年を365日として取得日の
属する事業年度の初日から取得日までの日
数（初日および取得日を含む。）で日割り
計算した額（円未満小数第１位まで算出
し、その小数第１位を四捨五入する。）を
加算した額とする。 

⑥ 本号に基づくＡ号種類株式の償還日は、償
還請求をした年の８月31日（その日が日本
における銀行の休日にあたるときは、その
前営業日）とする。 

⑥ 本号に基づくＡ号種類株式の取得日は、取
得請求をした年の８月31日（その日が日本
における銀行の休日にあたるときは、その
前営業日）とする。 

⑦ 本号に従って償還されるＡ号種類株式は、
抽選その他の方法によって決定される。 

⑦ 本号に従って各取得請求者から取得するＡ
号種類株式の数は、1000株を単位として、
抽選または取得請求されたＡ号種類株式の
総数に対する各取得請求された株式数に応
じた按分比例の方法によって決定される。 
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（強制償還） （取得条項） 
(4) 当会社は、平成18年10月31日以前、毎年９月１

日（その日が日本における銀行の休日にあたる
ときは、その翌営業日）から翌年３月31日（そ
の日が日本における銀行の休日にあたるとき
は、その前営業日）までの期間（以下「強制償
還可能期間」という。）（ただし、平成18年に
ついてはその末日を同年10月31日とする。）に
おいて、株主に配当すべき利益をもって、Ａ号
種類株主またはＡ号登録質権者の意思にかかわ
らず、発行価額相当額（200円）に、償還日の属
する営業年度におけるＡ号優先配当金の額を１
年を365日としてその営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
割り計算した額（円未満小数第１位まで算出
し、その小数第１位を四捨五入する。）を加算
した額で、強制消却の手続に従って、Ａ号種類
株式の全部または一部を償還することができ
る。ただし、その営業年度において本号に従い
当社が償還することができるＡ号種類株式の数
は、Ａ号償還可能株式数から前号に従って償還
されたＡ号種類株式の数を減じたものを上限と
し、かつ、各営業年度において、本号に従って
償還されるＡ号種類株式の償還価額の総額、第
10条の３第４号に従って償還されるＢ号種類株
式の償還価額の総額および第10条の４第４号に
従って償還されるＣ号種類株式の償還価額の総
額の和が、その営業年度における償還可能資金
額から償還必要資金総額を減じた金額を超えな
いものとする。 

(4) ① 当会社は、平成18年10月31日以前、毎年９
月１日（その日が日本における銀行の休日
にあたるときは、その翌営業日）から翌年
３月31日（その日が日本における銀行の休
日にあたるときは、その前営業日）までの
期間（以下「取得可能期間」という。）
（ただし、平成18年についてはその末日を
同年10月31日とする。）のうち取締役会が
定めた日（以下「Ａ号種類株式取得日」と
いう。）において、分配可能額の範囲内
で、Ａ号種類株主またはＡ号登録株式質権
者の意思にかかわらず、払込金額相当額
（200円）に、Ａ号種類株式取得日の属する
事業年度におけるＡ号優先配当金の額を１
年を365日としてその事業年度の初日からＡ
号種類株式取得日までの日数（初日および
Ａ号種類株式取得日を含む。）で日割り計
算した額（円未満小数第１位まで算出し、
その小数第１位を四捨五入する。）を加算
した額で、Ａ号種類株式の全部または一部
（ただし、1000株を単位とする。）を取得
することができる。ただし、その事業年度
において本号に従い当会社が取得すること
ができるＡ号種類株式の数は、Ａ号取得可
能株式数から前号に従って取得されたＡ号
種類株式の数を減じたものを上限とし、か
つ、各事業年度において、本号に従って取
得されるＡ号種類株式の取得価額の総額、
第12条の３第４号に従って取得されるＢ号
種類株式の取得価額の総額および第12条の
４第４号に従って取得されるＣ号種類株式
の取得価額の総額の和が、その事業年度に
おける取得可能資金額から取得必要資金総
額を減じた金額を超えないものとする。 

 ② 本号に従って各取得請求者から取得するＡ
号種類株式の数は、1000株を単位として、
抽選または当該取得日における発行済各Ａ
号種類株式の総数に対する各Ａ号種類株主
の保有する株式数に応じた按分比例の方法
によって決定される。 

（議決権） （議決権） 
(5) Ａ号種類株主は、議決権を有しない。ただし、

Ａ号種類株主は、平成17年４月１日以降に開催
される定時株主総会において、３期連続して、
Ａ号優先配当金の全額の配当支払を受ける旨の
議案が提出されずまたはその議案が否決された
ときは、その最後の総会においてその議案が提
出されなかったときはその総会から、その最後
の総会においてその議案が否決されたときはそ
の総会の終結時から、Ａ号優先配当金の全額を
受ける旨の定時株主総会決議がある時まで議決
権を有する。 

(5) Ａ号種類株主は、議決権を有しない。ただし、
Ａ号種類株主は、平成17年４月１日以降に開催
される定時株主総会において、３期連続して、
Ａ号優先配当金の全額を剰余金の配当として支
払を受ける旨の議案が提出されずまたはその議
案が否決されたときは、その最後の総会におい
てその議案が提出されなかったときはその総会
から、その最後の総会においてその議案が否決
されたときはその総会の終結時から、Ａ号優先
配当金の全額を受ける旨の定時株主総会決議が
ある時まで議決権を有する。 
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（転換予約権） （当会社の普通株式を対価とする取得請求） 
(6) Ａ号種類株主は、その保有するＡ号種類株式の

普通株式への転換を請求することができる。転
換を請求することができる期間および転換条件
は、発行に際して取締役会の決議をもって定め
る。 

(6) Ａ号種類株主は、下記の条件に従って、その保
有するＡ号種類株式を当会社が取得するのと引
換えに普通株式を交付することを請求すること
ができる。 

 ① 取得を請求することができる期間 
 平成18年11月１日から平成30年10月31日ま

で 
 ② 取得条件 
 (a) 当初基準価額 

 104円 
 (b) 基準価額の修正 

 基準価額は、平成18年11月１日から平成
30年10月31日まで、毎年11月１日（以下
本(6)号においてそれぞれ「基準価額修正
日」という。）に、各基準価額修正日に
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の平均
値（その計算においては、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。）が、当該基準価額修正日
において有効な基準価額を下回る場合、
当該平均値に修正される（なお、上記45
取引日の間に下記(c)に定められる基準価
額の調整をもたらす事由が生じた場合に
おいては、基準価額は、下記(c)に準じて
取締役会が適当と判断する値に調整され
る。）。ただし、上記の計算の結果得ら
れた修正後基準価額が上記(a)に定められ
る当初基準価額の80％に相当する金額に
相当する金額（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。以下本(6)号において「下限基準価
額」という。ただし、下記(c)により調整
される。）を下回る場合には下限基準価
額をもって修正後基準価額とする。 

 (c) 基準価額の調整 
 (aa) Ａ号種類株式発行後、次のいずれかに

該当する場合には、基準価額は、下記
の算式（以下本(6)号において「基準価
額調整式」という。）により計算され
る基準価額に調整される。また、調整
後の基準価額の適用時期については、
次に定めるところによる。 

 基準価額調整式 
  

新発行・処分 

普 通 株 式 数 
× 

１株あたりの

払 込 金 額
既 発 行

普通株式数
＋ 

１株あたりの時価 

調 整 後

基準価額
＝ 

調 整 前

基準価額
× 

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数
  



 
 

 

現 行 定 款 変 更 案 

 (i) 下記(bb)(ii)に定める時価を下回
る払込金額をもって普通株式を新
たに発行または当会社の有する当
会社の普通株式を処分する場合
（ただし、当会社の普通株式の交
付と引換えに取得される証券もし
くは取得させることができる証券
または当会社の普通株式の交付を
請求できる新株予約権（新株予約
権付社債に付されたものを含
む。）の取得または行使による場
合を除く。）。 
調整後基準価額は、払込期日もし
くは払込期間の末日の翌日以降、
または募集のための基準日がある
場合はその日の翌日以降これを適
用する。 

 (ii) 株式の分割（普通株式の無償割当
てを含む。）をする場合。 
調整後基準価額は、株式の分割ま
たは無償割当てのための基準日が
あるときはその基準日（基準日を
定めない場合はその効力発生日）
の翌日以降、これを適用する。た
だし、剰余金の額を減少して資本
金の額を増加することを条件とし
てその部分をもって株式の分割ま
たは無償割当てを行う旨取締役会
で決議する場合で、当該資本金の
額の増加の決議をする株主総会の
終結の日以前の日を株式の分割ま
たは無償割当ての基準日とする場
合には、調整後基準価額は、当該
資本金の額の増加の決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降、こ
れを適用する。 
なお、上記ただし書において、株
式の分割または無償割当てのため
の基準日の翌日から当該資本金の
額の増加の決議をした株主総会の
終結の日までに当会社がＡ号種類
株式を取得するのと引換えに当会
社の普通株式の交付を受けた者に
対しては、次の算出方法により、
当会社の普通株式を新たに交付す
る。 

  
(調整前基準価額－ 

調整後基準価額) 
×

調整前基準価額をもって当該期間内

に取得と引換えに交付された株式数株式数＝ 

調整後基準価額 
  

 この場合に、１株未満の端数を生
じたときはこれを切り捨て、現金
による調整は行わない。 



 
 

 

現 行 定 款 変 更 案 

 (iii) 下記(bb)(ii)に定める時価を下回
る価額をもって当会社の普通株式
の交付と引換えに取得される証券
もしくは取得させることができる
証券または当会社の普通株式の交
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。 
調整後基準価額は、発行される証
券または新株予約権もしくは新株
予約権付社債の全てが当初の取得
条件で取得されまたは当初の行使
価額で行使されたものとみなして
基準価額調整式を準用して算出す
るものとし、払込期日または払込
期間の末日（新株予約権が無償に
て発行される場合は割当日）の翌
日以降これを適用する。ただし、
その証券の募集のための基準日が
ある場合は、その日の翌日以降こ
れを適用する。 

 (bb) (i) 基準価額調整式を用いる計算につ
いては、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。 

 (ii) 基準価額調整式に使用する時価 
は、調整後基準価額を適用する日
（ただし、上記(aa)(ii)ただし書
の場合には基準日）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終値の平
均値（その計算は円位未満小数第
３位まで算出し、その小数第３位
を四捨五入する。）とする。な
お、上記45取引日の間に当該基準
価額の調整をもたらす事由が生じ
た場合においては、調整後基準価
額は、上記(aa)に準じて調整され
る。 

 (iii) 基準価額調整式に使用する調整前
基準価額は、調整後基準価額を適
用する前日において有効な基準価
額とし、また、基準価額調整式で
使用する既発行普通株式数は、基
準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
社取締役会において基準日以外の
日を株式分割の効力発生日と定め
た場合は、その日）、または基準
日がない場合は調整後基準価額を
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か
ら、当該日における当会社の有す
る当社普通株式数（ただし、当該
新規発行分または当該処分分当社
普通株式は含まない。）を控除し
た数とする。 
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 (cc) 基準価額調整式により算出された調整
後の基準価額と調整前の基準価額との
差額が１円未満にとどまる限りは、基
準価額の調整は行わない。ただし、こ
の差額相当額は、その後基準価額の調
整を必要とする事由が発生した場合に
算出される調整後の基準価額にそのつ
ど算入する。 

 (dd) 当会社は、上記(aa)の算式による基準
価額の調整を必要とする場合以外に
も、次に掲げる場合には、基準価額は
取締役会が適当と判断する基準価額に
変更される。 

 (i) 株式の併合、資本金の額の減少、
新設分割、吸収分割、または合併
のために基準価額の調整を必要と
するとき。 

 (ii) その他当社普通株式数の変更また
は変更の可能性が生じる事由の発
生により基準価額の調整を必要と
するとき。 

 (iii) 基準価額を調整すべき事由が２つ
以上相接して発生し、一方の事由
に基づく調整後の基準価額の算出
にあたり使用すべき時価につき他
方の事由による影響を考慮する必
要があるとき。 

 (d) 取得と引換えに交付すべき普通株式数 
 Ａ号種類株式の取得と引換えに交付すべ

き当会社の普通株式数は、次のとおりと
する。 

  
Ａ号種類株主が取得請求のために提出

したＡ号種類株式の払込金額の総額
取得と引換えに交付すべき

普 通 株 式 数
＝

基準価額 
  

 取得と引換えに交付すべき普通株式数の
算出にあたって、１株未満の端数が生じ
たときはこれを切り捨て、現金による調
整は行わない。 

 (e) 取得請求受付場所 
 東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 
 (f) 取得請求の効力発生 
 取得請求の効力は、取得請求書およびＡ

号種類株式の株券が上記(e)に記載する取
得請求受付場所に到着した時に発生し、
その時に当会社はＡ号種類株式を取得
し、当該取得請求をした株主は、当会社
がその取得と引換えに交付すべき普通株
式の株主となる。ただし、Ａ号種類株式
の株券が発行されないときは、株券の提
出を要しない。 
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（普通株式への一斉転換） （当会社の普通株式を対価とする一斉取得） 
(7) 転換を請求することができる期間中に転換請求

のなかったＡ号種類株式は、同期間の末日の翌
日（以下「Ａ号一斉転換日」という。）をもっ
て、発行価額相当額（200円）を、株式会社東京
証券取引所における、Ａ号一斉転換日に先立つ
45取引日目に始まる30取引日の当会社の普通株
式の普通取引の１株の終値の平均値（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。）で除して得られる数の普通株式と
なる。前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扱う。 

(7) 当会社は、前号に従い取得を請求することがで
きる期間中に取得請求のなかったＡ号種類株式
を、同期間の末日の翌日（以下「Ａ号一斉取得
日」という。）をもって取得し、これと引換え
に、Ａ号種類株式１株につき払込金額相当額
（200円）を、株式会社東京証券取引所におけ
る、Ａ号一斉取得日に先立つ45取引日目に始ま
る30取引日の当会社の普通株式の普通取引の１
株の終値の平均値（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。）で除
して得られる数の普通株式を交付する。前記の
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条の規定により
これを取扱う。 

（Ｂ号種類株式） （Ｂ号種類株式） 
第10条の３ 当会社の発行するＢ号種類株式の内容

は、本定款の他の規定において定めるほ
か、次のとおりとする。 

第12条の３ 当会社の発行するＢ号種類株式の内容
は、本定款の他の規定において定めるほ
か、次のとおりとする。 

（Ｂ号優先配当金） （Ｂ号優先配当金） 
(1) ① 当会社は、Ｂ号種類株式について、普通株

式に優先して、１株当たり、その発行価額
相当額（200円）に、営業年度ごとに下記②
に定める年率（以下「Ｂ号配当年率」とい
う。）を乗じて算出した額（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。以下「Ｂ号優先配当金」とい
う。）を支払う。 

(1) ① 当会社は、Ｂ号種類株式について、普通株
式に優先して、１株当たり、その払込金額
相当額（200円）に、事業年度ごとに下記②
に定める年率（以下「Ｂ号配当年率」とい
う。）を乗じて算出した額の金銭（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。以下「Ｂ号優先配当金」
という。）を、期末配当として支払う。 

② Ｂ号配当年率は、下記算式により計算され
る年率とする。ただし、Ｂ号配当年率は、
10％を超えないものとする。 

② Ｂ号配当年率は、下記算式により計算され
る年率とする。ただし、Ｂ号配当年率は、
10％を超えないものとする。 

(a) Ｂ号配当年率＝日本円TIBOR (６ヶ月物)
平均値＋2.50％ 

(a) Ｂ号配当年率＝日本円TIBOR (６ヶ月物)
平均値＋2.50％ 

(b) Ｂ号配当年率は、％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。 

(b) Ｂ号配当年率は、％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。 

(c) Ｂ号配当年率決定日は、各営業年度につ
いてその４月１日（平成15年について
は、８月１日）とする。ただし、その日
が日本における銀行の休日にあたるとき
は、その前営業日をＢ号配当年率決定日
とする。 

(c) Ｂ号配当年率決定日は、各事業年度につ
いてその４月１日（平成15年について
は、８月１日）とする。ただし、その日
が日本における銀行の休日にあたるとき
は、その前営業日をＢ号配当年率決定日
とする。 
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(d) 日本円TIBOR（６ヶ月物）平均値とは、各
Ｂ号配当年率決定日およびその直後の10
月１日（ただし、償還価額の計算のため
にＢ号優先配当金を算出する場合で、そ
の償還がある営業年度における４月１日
から10月31日までの期間になされるとき
はその前営業年度の10月１日、その償還
がある営業年度における11月１日より３
月31日までの期間になされるときはその
営業年度の10月１日）（その日が日本に
おける銀行の休日にあたるときは、その
前 営 業 日 ）の 日本円 ６ ヶ月 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）として全国銀
行協会が公表する数値（この数値が公表
されていないときは、これに準ずるとし
て当会社取締役会の指定するもの）の平
均値を指すものとする。 

(d) 日本円TIBOR（６ヶ月物）平均値とは、各
Ｂ号配当年率決定日およびその直後の10
月１日（ただし、当会社がＢ号種類株式
を取得する際の取得価額の計算のために
Ｂ号優先配当金を算出する場合で、その
取得がある事業年度における４月１日か
ら10月31日までの期間になされるときは
その前事業年度の10月１日、その取得が
ある事業年度における11月１日より３月
31日までの期間になされるときはその事
業年度の10月１日）（その日が日本にお
ける銀行の休日にあたるときは、その前
営業日）の日本円６ヶ月物トーキョー・
インター・バンク・オファード・レート
（日本円TIBOR）として全国銀行協会が公
表する数値（この数値が公表されていな
いときは、これに準ずるとして当会社取
締役会の指定するもの）の平均値を指す
ものとする。 

③ 当会社の配当可能利益が、優先配当必要総
額に満たない場合、上記①の規定にかかわ
らず、当会社は、Ｂ号種類株式について、
普通株式に優先して、１株当たり、下記④
に定めるＢ号一部配当金額を支払う。 

③ 当会社の期末配当のための分配可能額が、
優先配当必要総額に満たない場合、上記①
の規定にかかわらず、当会社は、Ｂ号種類
株式について、普通株式に優先して、１株
当たり、下記④に定めるＢ号一部配当金額
を支払う。 

④ Ｂ号一部配当金額は、以下の式で得られる
金額（円位未満小数第３位以下を切り捨て
る。）とする。 

④ Ｂ号一部配当金額は、以下の式で得られる
金額（円位未満小数第３位以下を切り捨て
る。）とする。 

 
配 当 可 能 利 益 × Ｂ 号 優 先 配 当 金 必 要 総 額

Ｂ号一部配当金額 ＝
優 先 配 当 必 要 総 額 × Ｂ 号 種 類 株 式 の 発 行 済 株 式 数

  

 
期末配当のための分配可能額 ×Ｂ 号優先配当金必要総額

Ｂ号一部配当金額 ＝
優 先 配 当 必 要 総 額 × Ｂ 号 種 類 株 式 の 発 行 済 株 式 数

  
なお、上記式におけるＢ号種類株式の発行
済株式数は、当該営業年度の３月31日時点
のＢ号種類株式の発行済株式数をいい、当
会社の有する自己のＢ号種類株式の数は含
まない。 

なお、上記式におけるＢ号種類株式の発行
済株式数は、その事業年度の３月31日時点
のＢ号種類株式の発行済株式数をいい、当
会社の有する自己のＢ号種類株式の数は含
まない。 

⑤ ある営業年度においてＢ号種類株式につい
て支払う利益配当金の額が、１株当たり、
Ｂ号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。 

⑤ ある事業年度においてＢ号種類株式につい
て金銭による剰余金の配当として支払う額
が、１株当たり、Ｂ号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。 

⑥ ある営業年度において、Ａ号種類株式につ
いて、１株当たり、Ａ号優先配当金の全額
が支払われ、Ｂ号種類株式について、１株
当たり、Ｂ号優先配当金の全額が支払わ
れ、かつ、Ｃ号種類株式について、１株当
たり、Ｃ号優先配当金の全額が支払われる
ときは、当会社は、その営業年度におい
て、普通株式について、利益配当金を支払
うことができる。この場合において、普通
株式について、１株当たり、Ｂ号優先配当
金の額を超えて利益配当を行うときは、Ｂ
号種類株式についての１株当たりの配当金
（Ｂ号優先配当金を含む。）の額と普通株
式についての１株当たりの配当金の額が同
額となるようにするものとする。 

⑥ ある事業年度に係る期末配当として、Ａ号
種類株式について、１株当たり、Ａ号優先
配当金の全額が支払われ、Ｂ号種類株式に
ついて、１株当たり、Ｂ号優先配当金の全
額が支払われ、かつ、Ｃ号種類株式につい
て、１株当たり、Ｃ号優先配当金の全額が
支払われるときは、当会社は、その事業年
度に係る期末配当として、普通株式につい
て、金銭による剰余金の配当を行うことが
できる。この場合において、普通株式につ
いて、１株当たり、Ｂ号優先配当金の額を
超えて金銭による剰余金の配当を行うとき
は、Ｂ号種類株式についての１株当たりの
金銭による剰余金の配当額（Ｂ号優先配当
金を含む。）と普通株式についての１株当
たりの金銭による剰余金の配当額が同額と
なるようにするものとする。 
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（残余財産の分配） （残余財産の分配） 
(2) 当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ号種類

株式について、普通株式に優先して、１株当た
り、発行価額相当額（200円）を支払う。Ｂ号種
類株式については、上記のほか、残余財産の分
配は行わない。 

(2) 当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ号種類
株式について、普通株式に優先して、１株当た
り、払込金額相当額（金200円）を支払う。Ｂ号
種類株式については、上記のほか、残余財産の
分配は行わない。 

（償還請求権） （取得請求権） 
(3) ① Ｂ号種類株主は、平成16年７月５日以降、

毎年償還請求可能期間に、自己の所有する
Ｂ号種類株式の全部または一部を本号に
従って償還することを当会社に対して請求
することができる。 

(3) ① Ｂ号種類株主は、平成16年７月５日以降、
毎年取得請求可能期間に、自己の所有する
Ｂ号種類株式の全部または一部（ただし、
1000株を単位とする。）を本号に従って金
銭を対価として取得することを当会社に対
して請求することができる。 

② 上記①の規定に従って、償還請求可能期間
中に請求されたＢ号種類株式の数が、償還
請求可能期間末日時点におけるＢ号種類株
式の発行済株式（当会社の保有する自己の
Ｂ号種類株式を含む。）の数と償還請求可
能期間末日までに既に消却または普通株式
に転換されたＢ号種類株式の株式数の和の
16.5％にあたる数（１株に満たないものは
切り捨てる。）（以下「Ｂ号償還可能株式
数」という。）を超えるときは、本号に
従って償還できるＢ号種類株式の数は、Ｂ
号償還可能株式数に限定される。 

② 上記①の規定に従って、取得請求可能期間
中に請求されたＢ号種類株式の数が、取得
請求可能期間末日時点におけるＢ号種類株
式の発行済株式（当会社の保有する自己の
Ｂ号種類株式を含む。）の数と取得請求可
能期間末日までに既に消却したＢ号種類株
式の株式数の和の16.5％にあたる数（１株
に満たないものは切り捨てる。）（以下
「Ｂ号取得可能株式数」という。）を超え
るときは、本号に従って当会社が取得でき
るＢ号種類株式の数は、Ｂ号取得可能株式
数に限定される。 

③ 償還必要資金総額が、償還可能資金額を超
えるときは、本号に従って償還できるＢ号
種類株式の数は、さらに、下記④で定める
Ｂ号特別償還可能株式数に限定される。 

③ 取得必要資金総額が、取得可能資金額を超
えるときは、本号に従って当会社が取得で
きるＢ号種類株式の数は、さらに、下記④
で定めるＢ号特別取得可能株式数に限定さ
れる。 

④ Ｂ号特別償還可能株式数は、以下の式で得
られる株数（１株未満を切り捨てる。）と
する。 

④ Ｂ号特別取得可能株式数は、以下の式で得
られる株数（１株未満を切り捨てる。）と
する。 

 
償還可能資金額 ×Ｂ号償還必要資金額

Ｂ号特別償還可能株式数＝
償還必要資金総額×Ｂ号種類株式の償還価額

  

 
取得可能資金額 ×Ｂ号取得必要資金額

Ｂ号特別取得可能株式数＝
取得必要資金総額×Ｂ号種類株式の取得価額

  
⑤ 本号に従って償還されるＢ号種類株式の償

還価額は、１株につき、その発行価額相当
額（200円）に、償還請求がなされる日の属
する営業年度におけるＢ号優先配当金の額
を１年を365日として償還日の属する営業年
度の初日から償還日までの日数（初日およ
び償還日を含む。）で日割り計算した額
（円未満小数第１位まで算出し、その小数
第１位を四捨五入する。）を加算した額と
する。 

⑤ 本号に従って当会社により取得されるＢ号
種類株式の取得価額は、１株につき、その
払込金額相当額（200円）に、取得請求がな
される日の属する事業年度におけるＢ号優
先配当金の額を１年を365日として取得日の
属する事業年度の初日から取得日までの日
数（初日および取得日を含む。）で日割り
計算した額（円未満小数第１位まで算出
し、その小数第１位を四捨五入する。）を
加算した額とする。 

⑥ 本号に基づくＢ号種類株式の償還日は、償
還請求をした年の８月31日（その日が日本
における銀行の休日にあたるときは、その
前営業日）とする。 

⑥ 本号に基づくＢ号種類株式の取得日は、取
得請求をした年の８月31日（その日が日本
における銀行の休日にあたるときは、その
前営業日）とする。 

⑦ 本号に従って償還されるＢ号種類株式は、
抽選その他の方法によって決定される。 

⑦ 本号に従って各取得請求者から取得するＢ
号種類株式は、1000株を単位として、抽選
または取得請求されたＢ号種類株式の総数
に対する各取得請求された株式数に応じた
按分比例の方法によって決定される。 
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（強制償還） （取得条項） 
(4) 当会社は、平成19年10月31日以前、強制償還可

能期間（ただし、平成19年についてはその末日
を同年10月31日とする。）において、株主に配
当すべき利益をもって、Ｂ号種類株主またはＢ
号登録質権者の意思にかかわらず、発行価額相
当額（200円）に、償還日の属する営業年度にお
けるＢ号優先配当金の額を１年を365日としてそ
の営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。）で日割り計算した額
（円未満小数第１位まで算出し、その小数第１
位を四捨五入する。）を加算した額で、強制消
却の手続に従って、Ｂ号種類株式の全部または
一部を償還することができる。ただし、その営
業年度において本号に従い当社が償還すること
ができるＢ号種類株式の数は、Ｂ号償還可能株
式数から前号に従って償還されたＢ号種類株式
の数を減じたものを上限とし、かつ、その営業
年度において、第10条の２第４号に従って償還
されるＡ号種類株式の償還価額の総額、本号に
従って償還されるＢ号種類株式の償還価額の総
額および第10条の４第４号に従って償還される
Ｃ号種類株式の償還価額の総額の和が、その営
業年度における償還可能資金額から償還必要資
金総額を減じた金額を超えないものとする。 

(4) ① 当会社は、平成19年10月31日以前、取得可
能期間（ただし、平成19年についてはその
末日を同年10月31日とする。）のうち取締
役会が定めた日（以下「Ｂ号種類株式取得
日」という。）において、分配可能額の範
囲内で、Ｂ号種類株主またはＢ号登録株式
質権者の意思にかかわらず、払込金額相当
額（200円）に、Ｂ号種類株式取得日の属す
る事業年度におけるＢ号優先配当金の額を
１年を365日としてその事業年度の初日から
Ｂ号種類株式取得日までの日数（初日およ
びＢ号種類株式取得日を含む。）で日割り
計算した額（円未満小数第１位まで算出
し、その小数第１位を四捨五入する。）を
加算した額で、Ｂ号種類株式の全部または
一部（ただし、1000株を単位とする。）を
取得することができる。ただし、その事業
年度において本号に従い当会社が取得する
ことができるＢ号種類株式の数は、Ｂ号取
得可能株式数から前号に従って取得された
Ｂ号種類株式の数を減じたものを上限と
し、かつ、その事業年度において、第12条
の２第４号に従って取得されるＡ号種類株
式の取得価額の総額、本号に従って取得さ
れるＢ号種類株式の取得価額の総額および
第12条の４第４号に従って取得されるＣ号
種類株式の取得価額の総額の和が、その事
業年度における取得可能資金額から取得必
要資金総額を減じた金額を超えないものと
する。 

 ② 本号に従って各取得請求者から取得するＢ
号種類株式の数は、1000株を単位として、
抽選または当該取得日における発行済各Ｂ
号種類株式の総数に対する各Ｂ号種類株主
の保有する株式数に応じた按分比例の方法
によって決定される。 

（議決権） （議決権） 
(5) Ｂ号種類株主は、議決権を有しない。ただし、

Ｂ号種類株主は、平成17年４月１日以降に開催
される定時株主総会において、３期連続して、
Ｂ号優先配当金の全額の配当支払を受ける旨の
議案が提出されずまたはその議案が否決された
ときは、その最後の総会においてその議案が提
出されなかったときはその総会から、その最後
の総会においてその議案が否決されたときはそ
の総会の終結時から、Ｂ号優先配当金の全額を
受ける旨の定時株主総会決議がある時まで議決
権を有する。 

(5) Ｂ号種類株主は、議決権を有しない。ただし、
Ｂ号種類株主は、平成17年４月１日以降に開催
される定時株主総会において、３期連続して、
Ｂ号優先配当金の全額を剰余金の配当として支
払を受ける旨の議案が提出されずまたはその議
案が否決されたときは、その最後の総会におい
てその議案が提出されなかったときはその総会
から、その最後の総会においてその議案が否決
されたときはその総会の終結時から、Ｂ号優先
配当金の全額を受ける旨の定時株主総会決議が
ある時まで議決権を有する。 

（転換予約権） （当会社の普通株式を対価とする取得請求） 
(6) Ｂ号種類株主は、その保有するＢ号種類株式の

普通株式への転換を請求することができる。転
換を請求することができる期間および転換条件
は、発行に際して取締役会の決議をもって定め
る。 

(6) Ｂ号種類株主は、下記の条件に従って、その保
有するＢ号種類株式を当会社が取得するのと引
換えに普通株式を交付することを請求すること
ができる。 

 ① 取得を請求することができる期間 
 平成19年11月１日から平成30年10月31日ま

で 
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 ② 取得条件 
 (a) 当初基準価額 
 104円 
 (b) 基準価額の修正 
 基準価額は、平成19年11月１日から平成

30年10月31日まで、毎年11月１日（以下
本(6)号においてそれぞれ「基準価額修正
日」という。）に、各基準価額修正日に
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の平均
値（その計算においては、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。）が、当該基準価額修正日
において有効な基準価額を下回る場合、
当該平均値に修正される（なお、上記45
取引日の間に下記(c)に定められる基準価
額の調整をもたらす事由が生じた場合に
おいては、基準価額は、下記(c)に準じて
取締役会が適当と判断する値に調整され
る。）。ただし、上記の計算の結果得ら
れた修正後基準価額が上記(a)に定められ
る当初基準価額の80％に相当する金額に
相当する金額（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。以下本(6)号において「下限基準価
額」という。ただし、下記(c)により調整
される。）を下回る場合には下限基準価
額をもって修正後基準価額とする。 

 (c) 基準価額の調整 
 (aa) Ｂ号種類株式発行後、次のいずれかに

該当する場合には、基準価額は、下記
の算式（以下本(6)号において「基準価
額調整式」という。）により計算され
る基準価額に調整される。また、調整
後の基準価額の適用時期については、
次に定めるところによる。 

 基準価額調整式 
  

新発行・処分 

普 通 株 式 数 
× 

１株あたりの

払 込 金 額
既 発 行

普通株式数
＋ 

１株あたりの時価 

調 整 後

基準価額
＝ 

調 整 前

基準価額
× 

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数
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 (i) 下記(bb)(ii)に定める時価を下回
る払込金額をもって普通株式を新
たに発行または当会社の有する当
会社の普通株式を処分する場合
（ただし、当会社の普通株式の交
付と引換えに取得される証券もし
くは取得させることができる証券
または当会社の普通株式の交付を
請求できる新株予約権（新株予約
権付社債に付されたものを含
む。）の取得または行使による場
合を除く。）。 
調整後基準価額は、払込期日もし
くは払込期間の末日の翌日以降、
または募集のための基準日がある
場合はその日の翌日以降これを適
用する。 

 (ii) 株式の分割（普通株式の無償割当
てを含む。）をする場合。 

 調整後基準価額は、株式の分割ま
たは無償割当てのための基準日が
あるときはその基準日（基準日を
定めない場合はその効力発生日）
の翌日以降、これを適用する。た
だし、剰余金の額を減少して資本
金の額を増加することを条件とし
てその部分をもって株式の分割ま
たは無償割当てを行う旨取締役会
で決議する場合で、当該資本金の
額の増加の決議をする株主総会の
終結の日以前の日を株式の分割ま
たは無償割当ての基準日とする場
合には、調整後基準価額は、当該
資本金の額の増加の決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降、こ
れを適用する。 
なお、上記ただし書において、株
式の分割または無償割当てのため
の基準日の翌日から当該資本金の
額の増加の決議をした株主総会の
終結の日までに当会社がＢ号種類
株式を取得するのと引換えに当会
社の普通株式の交付を受けた者に
対しては、次の算出方法により、
当会社の普通株式を新たに交付す
る。 

  
(調整前基準価額－

調整後基準価額 )
×

調整前基準価額をもって当該期間内

に取得と引換えに交付された株式数株式数＝ 

調整後基準価額 
  

 この場合に、１株未満の端数を生
じたときはこれを切り捨て、現金
による調整は行わない。 
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 (iii) 下記(bb)(ii)に定める時価を下回
る価額をもって当会社の普通株式
の交付と引換えに取得される証券
もしくは取得させることができる
証券または当会社の普通株式の交
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。 

 調整後基準価額は、発行される証
券または新株予約権もしくは新株
予約権付社債の全てが当初の取得
条件で取得されまたは当初の行使
価額で行使されたものとみなして
基準価額調整式を準用して算出す
るものとし、払込期日または払込
期間の末日（新株予約権が無償に
て発行される場合は割当日）の翌
日以降これを適用する。ただし、
その証券の募集のための基準日が
ある場合は、その日の翌日以降こ
れを適用する。 

 (bb) (i) 基準価額調整式を用いる計算につ
いては、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。 

 (ii) 基準価額調整式に使用する時価 
は、調整後基準価額を適用する日
（ただし、上記(aa)(ii)ただし書
の場合には基準日）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終値の平
均値（その計算は円位未満小数第
３位まで算出し、その小数第３位
を四捨五入する。）とする。な
お、上記45取引日の間に当該基準
価額の調整をもたらす事由が生じ
た場合においては、調整後基準価
額は、上記(aa)に準じて調整され
る。 

 (iii) 基準価額調整式に使用する調整前
基準価額は、調整後基準価額を適
用する前日において有効な基準価
額とし、また、基準価額調整式で
使用する既発行普通株式数は、基
準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
社取締役会において基準日以外の
日を株式分割の効力発生日と定め
た場合は、その日）、または基準
日がない場合は調整後基準価額を
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か
ら、当該日における当会社の有す
る当社普通株式数（ただし、当該
新規発行分または当該処分分当社
普通株式は含まない。）を控除し
た数とする。 
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 (cc) 基準価額調整式により算出された調整
後の基準価額と調整前の基準価額との
差額が１円未満にとどまる限りは、基
準価額の調整は行わない。ただし、こ
の差額相当額は、その後基準価額の調
整を必要とする事由が発生した場合に
算出される調整後の基準価額にそのつ
ど算入する。 

 (dd) 当会社は、上記(aa)の算式による基準
価額の調整を必要とする場合以外に
も、次に掲げる場合には、基準価額は
取締役会が適当と判断する基準価額に
変更される。 

 (i) 株式の併合、資本金の額の減少、
新設分割、吸収分割、または合併
のために基準価額の調整を必要と
するとき。 

 (ii) その他当社普通株式数の変更また
は変更の可能性が生じる事由の発
生により基準価額の調整を必要と
するとき。 

 (iii) 基準価額を調整すべき事由が２つ
以上相接して発生し、一方の事由
に基づく調整後の基準価額の算出
にあたり使用すべき時価につき他
方の事由による影響を考慮する必
要があるとき。 

 (d) 取得と引換えに交付すべき普通株式数 
 Ｂ号種類株式の取得と引換えに交付すべ

き当会社の普通株式数は、次のとおりと
する。 

  
Ｂ号種類株主が取得請求のために提出

したＢ号種類株式の払込金額の総額
取得と引換えに交付すべき

普 通 株 式 数
＝

基準価額 
  

 取得と引換えに交付すべき普通株式数の
算出にあたって、１株未満の端数が生じ
たときはこれを切り捨て、現金による調
整は行わない。 

 (e) 取得請求受付場所 
 東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 
 (f) 取得請求の効力発生 
 取得請求の効力は、取得請求書およびＢ

号種類株式の株券が上記(e)に記載する取
得請求受付場所に到着した時に発生し、
その時に当会社はＢ号種類株式を取得
し、当該取得請求をした株主は、当会社
がその取得と引換えに交付すべき普通株
式の株主となる。ただし、Ｂ号種類株式
の株券が発行されないときは、株券の提
出を要しない。 
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（普通株式への一斉転換） （当会社の普通株式を対価とする一斉取得） 
(7) 転換を請求することができる期間中に転換請求

のなかったＢ号種類株式は、同期間の末日の翌
日（以下「Ｂ号一斉転換日」という。）をもっ
て、発行価額相当額（200円）を、株式会社東京
証券取引所における、Ｂ号一斉転換日に先立つ
45取引日目に始まる30取引日の当会社の普通株
式の普通取引の１株の終値の平均値（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。）で除して得られる数の普通株式と
なる。前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扱う。 

(7) 当会社は、前号に従い取得を請求することがで
きる期間中に取得請求のなかったＢ号種類株式
を、同期間の末日の翌日（以下「Ｂ号一斉取得
日」という。）をもって取得し、これと引換え
に、Ｂ号種類株式１株につき払込金額相当額
（200円）を、株式会社東京証券取引所におけ
る、Ｂ号一斉取得日に先立つ45取引日目に始ま
る30取引日の当会社の普通株式の普通取引の１
株の終値の平均値（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。）で除
して得られる数の普通株式を交付する。前記の
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条の規定により
これを取扱う。 

（Ｃ号種類株式） （Ｃ号種類株式） 
第10条の４ 当会社の発行するＣ号種類株式の内容

は、本定款の他の規定において定めるほ
か、次のとおりとする。 

第12条の４ 当会社の発行するＣ号種類株式の内容
は、本定款の他の規定において定めるほ
か、次のとおりとする。 

（Ｃ号優先配当金） （Ｃ号優先配当金） 
(1) ① 当会社は、Ｃ号種類株式について、普通株

式に優先して、１株当たり、その発行価額
相当額（200円）に、営業年度ごとに下記②
に定める年率（以下「Ｃ号配当年率」とい
う。）を乗じて算出した額（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。以下「Ｃ号優先配当金」とい
う。）を支払う。 

(1) ① 当会社は、Ｃ号種類株式について、普通株
式に優先して、１株当たり、その払込金額
相当額（200円）に、事業年度ごとに下記②
に定める年率（以下「Ｃ号配当年率」とい
う。）を乗じて算出した額の金銭（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。以下「Ｃ号優先配当金」
という。）を、期末配当として支払う。 

② Ｃ号配当年率は、下記算式により計算され
る年率とする。ただし、Ｃ号配当年率は、
10％を超えないものとする。 

② Ｃ号配当年率は、下記算式により計算され
る年率とする。ただし、Ｃ号配当年率は、
10％を超えないものとする。 

(a) Ｃ号配当年率＝日本円TIBOR (６ヶ月物)
平均値＋3.00％ 

(a) Ｃ号配当年率＝日本円TIBOR (６ヶ月物)
平均値＋3.00％ 

(b) Ｃ号配当年率は、％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。 

(b) Ｃ号配当年率は、％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。 

(c) Ｃ号配当年率決定日は、各営業年度につ
いてその４月１日（平成15年について
は、８月１日）とする。ただし、その日
が日本における銀行の休日にあたるとき
は、その前営業日をＣ号配当年率決定日
とする。 

(c) Ｃ号配当年率決定日は、各事業年度につ
いてその４月１日（平成15年について
は、８月１日）とする。ただし、その日
が日本における銀行の休日にあたるとき
は、その前営業日をＣ号配当年率決定日
とする。 
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(d) 日本円TIBOR（６ヶ月物）平均値とは、各
Ｃ号配当年率決定日およびその直後の10
月１日（ただし、償還価額の計算のため
にＣ号優先配当金を算出する場合で、そ
の償還がある営業年度における４月１日
から10月31日までの期間になされるとき
はその前営業年度の10月１日、その償還
がある営業年度における11月１日より３
月31日までの期間になされるときはその
営業年度の10月１日）（その日が日本に
おける銀行の休日にあたるときは、その
前 営 業 日 ）の 日本円 ６ ヶ月 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）として全国銀
行協会が公表する数値（この数値が公表
されていないときは、これに準ずるとし
て当会社取締役会の指定するもの）の平
均値を指すものとする。 

(d) 日本円TIBOR（６ヶ月物）平均値とは、各
Ｃ号配当年率決定日およびその直後の10
月１日（ただし、当会社がＣ号種類株式
を取得する際の取得価額の計算のために
Ｃ号優先配当金を算出する場合で、その
取得がある事業年度における４月１日か
ら10月31日までの期間になされるときは
その前事業年度の10月１日、その取得が
ある事業年度における11月１日より３月
31日までの期間になされるときはその事
業年度の10月１日）（その日が日本にお
ける銀行の休日にあたるときは、その前
営業日）の日本円６ヶ月物トーキョー・
インター・バンク・オファード・レート
（日本円TIBOR）として全国銀行協会が公
表する数値（この数値が公表されていな
いときは、これに準ずるとして当会社取
締役会の指定するもの）の平均値を指す
ものとする。 

③ 当会社の配当可能利益が、優先配当必要総
額に満たない場合、上記①の規定にかかわ
らず、当会社は、Ｃ号種類株式について、
普通株式に優先して、１株当たり、下記④
に定めるＣ号一部配当金額を支払う。 

③ 当会社の期末配当のための分配可能額が、
優先配当必要総額に満たない場合、上記①
の規定にかかわらず、当会社は、Ｃ号種類
株式について、普通株式に優先して、１株
当たり、下記④に定めるＣ号一部配当金額
を支払う。 

④ Ｃ号一部配当金額は、以下の式で得られる
金額（円位未満小数第３位以下を切り捨て
る。）とする。 

④ Ｃ号一部配当金額は、以下の式で得られる
金額（円位未満小数第３位以下を切り捨て
る。）とする。 

 
配当可能利益×Ｃ号優先配当金必要総額 

Ｃ号一部配当金額 ＝
優先配当必要総額×Ｃ号種類株式の発行済株式数 

  

 
期末配当のための分配可能額×Ｃ号優先配当金必要総額 

Ｃ号一部配当金額 ＝
優先配当必要総額×Ｃ号種類株式の発行済株式数 

  
なお、上記式におけるＣ号種類株式の発行
済株式数は、当該営業年度の３月31日時点
のＣ号種類株式の発行済株式数をいい、当
会社の有する自己のＣ号種類株式の数は含
まない。 

なお、上記式におけるＣ号種類株式の発行
済株式数は、その事業年度の３月31日時点
のＣ号種類株式の発行済株式数をいい、当
会社の有する自己のＣ号種類株式の数は含
まない。 

⑤ ある営業年度においてＣ号種類株式につい
て支払う利益配当金の額が、１株当たり、
Ｃ号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。 

⑤ ある事業年度においてＣ号種類株式につい
て金銭による剰余金の配当として支払う額
が、１株当たり、Ｃ号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。 

⑥ ある営業年度において、Ａ号種類株式につ
いて、１株当たり、Ａ号優先配当金の全額
が支払われ、Ｂ号種類株式について、１株
当たり、Ｂ号優先配当金の全額が支払わ
れ、かつ、Ｃ号種類株式について、１株当
たり、Ｃ号優先配当金の全額が支払われる
ときは、当会社は、その営業年度におい
て、普通株式について、利益配当金を支払
うことができる。この場合において、普通
株式について、１株当たり、Ｃ号優先配当
金の額を超えて利益配当を行うときは、Ｃ
号種類株式についての１株当たりの配当金
（Ｃ号優先配当金を含む。）の額と普通株
式についての１株当たりの配当金の額が同
額となるようにするものとする。 

⑥ ある事業年度に係る期末配当として、Ａ号
種類株式について、１株当たり、Ａ号優先
配当金の全額が支払われ、Ｂ号種類株式に
ついて、１株当たり、Ｂ号優先配当金の全
額が支払われ、かつ、Ｃ号種類株式につい
て、１株当たり、Ｃ号優先配当金の全額が
支払われるときは、当会社は、その事業年
度に係る期末配当として、普通株式につい
て、金銭による剰余金の配当を行うことが
できる。この場合において、普通株式につ
いて、１株当たり、Ｃ号優先配当金の額を
超えて金銭による剰余金の配当を行うとき
は、Ｃ号種類株式についての１株当たりの
金銭による剰余金の配当額（Ｃ号優先配当
金を含む。）と普通株式についての１株当
たりの金銭による剰余金の配当額が同額と
なるようにするものとする。 
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（残余財産の分配） （残余財産の分配） 
(2) 当会社の残余財産を分配するときは、Ｃ号種類

株式について、普通株式に優先して、１株当た
り、発行価額相当額（200円）を支払う。Ｃ号種
類株式については、上記のほか、残余財産の分
配は行わない。 

(2) 当会社の残余財産を分配するときは、Ｃ号種類
株式について、普通株式に優先して、１株当た
り、払込金額相当額（金200円）を支払う。Ｃ号
種類株式については、上記のほか、残余財産の
分配は行わない。 

（償還請求権） （取得請求権） 
(3) ① Ｃ号種類株主は、平成16年７月５日以降、

毎年償還請求可能期間に、自己の所有する
Ｃ号種類株式の全部または一部を本号に
従って償還することを当会社に対して請求
することができる。 

(3) ① Ｃ号種類株主は、平成16年７月５日以降、
毎年取得請求可能期間に、自己の所有する
Ｃ号種類株式の全部または一部（ただし、
1000株を単位とする。）を本号に従って金
銭を対価として取得することを当会社に対
して請求することができる。 

② 上記①の規定に従って、償還請求可能期間
中に請求されたＣ号種類株式の数が、償還
請求可能期間末日時点におけるＣ号種類株
式の発行済株式（当会社の保有する自己の
Ｃ号種類株式を含む。）の数と償還請求可
能期間末日までに既に消却または普通株式
に転換されたＣ号種類株式の株式数の和の
17.0％にあたる数（１株に満たないものは
切り捨てる。）（以下「Ｃ号償還可能株式
数」という。）を超えるときは、本号に
従って償還できるＣ号種類株式の数は、Ｃ
号償還可能株式数に限定される。 

② 上記①の規定に従って、取得請求可能期間
中に請求されたＣ号種類株式の数が、取得
請求可能期間末日時点におけるＣ号種類株
式の発行済株式（当会社の保有する自己の
Ｃ号種類株式を含む。）の数と取得請求可
能期間末日までに既に消却したＣ号種類株
式の株式数の和の17.0％にあたる数（１株
に満たないものは切り捨てる。）（以下
「Ｃ号取得可能株式数」という。）を超え
るときは、本号に従って当会社が取得でき
るＣ号種類株式の数は、Ｃ号取得可能株式
数に限定される。 

③ 償還必要資金総額が、償還可能資金額を超
えるときは、本号に従って償還できるＣ号
種類株式の数は、さらに、下記④で定める
Ｃ号特別償還可能株式数に限定される。 

③ 取得必要資金総額が、取得可能資金額を超
えるときは、本号に従って当会社が取得で
きるＣ号種類株式の数は、さらに、下記④
で定めるＣ号特別取得可能株式数に限定さ
れる。 

④ Ｃ号特別償還可能株式数は、以下の式で得
られる株数（１株未満を切り捨てる。）と
する。 

④ Ｃ号特別取得可能株式数は、以下の式で得
られる株数（１株未満を切り捨てる。）と
する。 

 
償還可能資金額 ×Ｃ号償還必要資金額

Ｃ号特別償還可能株式数＝
償還必要資金総額×Ｃ号種類株式の償還価額

  

 
取得可能資金額 ×Ｃ号取得必要資金額

Ｃ号特別取得可能株式数＝
取得必要資金総額×Ｃ号種類株式の取得価額

  
⑤ 本号に従って償還されるＣ号種類株式の償

還価額は、１株につき、その発行価額相当
額（200円）に、償還請求がなされる日の属
する営業年度におけるＣ号優先配当金の額
を１年を365日として償還日の属する営業年
度の初日から償還日までの日数（初日およ
び償還日を含む。）で日割り計算した額
（円未満小数第１位まで算出し、その小数
第１位を四捨五入する。）を加算した額と
する。 

⑤ 本号に従って当会社により取得されるＣ号
種類株式の取得価額は、１株につき、その
払込金額相当額（200円）に、取得請求がな
される日の属する事業年度におけるＣ号優
先配当金の額を１年を365日として取得日の
属する事業年度の初日から取得日までの日
数（初日および取得日を含む。）で日割り
計算した額（円未満小数第１位まで算出
し、その小数第１位を四捨五入する。）を
加算した額とする。 

⑥ 本号に基づくＣ号種類株式の償還日は、償
還請求をした年の８月31日（その日が日本
における銀行の休日にあたるときは、その
前営業日）とする。 

⑥ 本号に基づくＣ号種類株式の取得日は、取
得請求をした年の８月31日（その日が日本
における銀行の休日にあたるときは、その
前営業日）とする。 

⑦ 本号に従って償還されるＣ号種類株式は、
抽選その他の方法によって決定される。 

⑦ 本号に従って各取得請求者から取得するＣ
号種類株式は、1000株を単位として、抽選
または取得請求されたＣ号種類株式の総数
に対する各取得請求された株式数に応じた
按分比例の方法によって決定される。 
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（強制償還） （取得条項） 
(4) 当会社は、平成20年10月31日以前、強制償還可

能期間（ただし、平成20年についてはその末日
を同年10月31日とする。）において、株主に配
当すべき利益をもって、Ｃ号種類株主またはＣ
号登録質権者の意思にかかわらず、発行価額相
当額（200円）に、償還日の属する営業年度にお
けるＣ号優先配当金の額を１年を365日としてそ
の営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。）で日割り計算した額
（円未満小数第１位まで算出し、その小数第１
位を四捨五入する。）を加算した額で、強制消
却の手続に従って、Ｃ号種類株式の全部または
一部を償還することができる。ただし、その営
業年度において本号に従い当社が償還すること
ができるＣ号種類株式の数は、Ｃ号償還可能株
式数から前号に従って償還されたＣ号種類株式
の数を減じたものを上限とし、かつ、その営業
年度において、第10条の２第４号に従って償還
されるＡ号種類株式の償還価額の総額、第10条
の３第４号に従って償還されるＢ号種類株式の
償還価額の総額および本号に従って償還される
Ｃ号種類株式の償還価額の総額の和が、その営
業年度における償還可能資金額から償還必要資
金総額を減じた金額を超えないものとする。 

(4) ① 当会社は、平成20年10月31日以前、取得可
能期間（ただし、平成20年についてはその
末日を同年10月31日とする。）のうち取締
役会が定めた日（以下「Ｃ号種類株式取得
日」という。）において、分配可能額の範
囲内で、Ｃ号種類株主またはＣ号登録株式
質権者の意思にかかわらず、払込金額相当
額（200円）に、Ｃ号種類株式取得日の属す
る事業年度におけるＣ号優先配当金の額を
１年を365日としてその事業年度の初日から
Ｃ号種類株式取得日までの日数（初日およ
びＣ号種類株式取得日を含む。）で日割り
計算した額（円未満小数第１位まで算出
し、その小数第１位を四捨五入する。）を
加算した額で、Ｃ号種類株式の全部または
一部（ただし、1000株を単位とする。）を
取得することができる。ただし、その事業
年度において本号に従い当会社が取得する
ことができるＣ号種類株式の数は、Ｃ号取
得可能株式数から前号に従って取得された
Ｃ号種類株式の数を減じたものを上限と
し、かつ、その事業年度において、第12条
の２第４号に従って取得されるＡ号種類株
式の取得価額の総額、第12条の３第４号に
従って取得されるＢ号種類株式の取得価額
の総額および本号に従って取得されるＣ号
種類株式の取得価額の総額の和が、その事
業年度における取得可能資金額から取得必
要資金総額を減じた金額を超えないものと
する。 

 ② 本号に従って各取得請求者から取得するＣ
号種類株式の数は、1000株を単位として、
抽選または当該取得日における発行済各Ｃ
号種類株式の総数に対する各Ｃ号種類株主
の保有する株式数に応じた按分比例の方法
によって決定される。 

（議決権） （議決権） 
(5) Ｃ号種類株主は、議決権を有しない。ただし、

Ｃ号種類株主は、平成17年４月１日以降に開催
される定時株主総会において、３期連続して、
Ｃ号優先配当金の全額の配当支払を受ける旨の
議案が提出されずまたはその議案が否決された
ときは、その最後の総会においてその議案が提
出されなかったときはその総会から、その最後
の総会においてその議案が否決されたときはそ
の総会の終結時から、Ｃ号優先配当金の全額を
受ける旨の定時株主総会決議がある時まで議決
権を有する。 

(5) Ｃ号種類株主は、議決権を有しない。ただし、
Ｃ号種類株主は、平成17年４月１日以降に開催
される定時株主総会において、３期連続して、
Ｃ号優先配当金の全額を剰余金の配当として支
払を受ける旨の議案が提出されずまたはその議
案が否決されたときは、その最後の総会におい
てその議案が提出されなかったときはその総会
から、その最後の総会においてその議案が否決
されたときはその総会の終結時から、Ｃ号優先
配当金の全額を受ける旨の定時株主総会決議が
ある時まで議決権を有する。 

（転換予約権） （当会社の普通株式を対価とする取得請求） 
(6) Ｃ号種類株主は、その保有するＣ号種類株式の

普通株式への転換を請求することができる。転
換を請求することができる期間および転換条件
は、発行に際して取締役会の決議をもって定め
る。 

(6) Ｃ号種類株主は、下記の条件に従って、その保
有するＣ号種類株式を当会社が取得するのと引
換えに普通株式を交付することを請求すること
ができる。 

 ① 取得を請求することができる期間 
 平成20年11月１日から平成30年10月31日ま

で 



 
 

 

現 行 定 款 変 更 案 

 ② 取得条件 
 (a) 当初基準価額 
 104円 
 (b) 基準価額の修正 
 基準価額は、平成20年11月１日から平成

30年10月31日まで、毎年11月１日（以下
本(6)号においてそれぞれ「基準価額修正
日」という。）に、各基準価額修正日に
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の平均
値（その計算においては、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。）が、当該基準価額修正日
において有効な基準価額を下回る場合、
当該平均値に修正される（なお、上記45
取引日の間に下記(c)に定められる基準価
額の調整をもたらす事由が生じた場合に
おいては、基準価額は、下記(c)に準じて
取締役会が適当と判断する値に調整され
る。）。ただし、上記の計算の結果得ら
れた修正後基準価額が上記(a)に定められ
る当初基準価額の80％に相当する金額に
相当する金額（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。以下本(6)号において「下限基準価
額」という。ただし、下記(c)により調整
される。）を下回る場合には下限基準価
額をもって修正後基準価額とする。 

 (c) 基準価額の調整 
 (aa) Ｃ号種類株式発行後、次のいずれかに

該当する場合には、基準価額は、下記
の算式（以下本(6)号において「基準価
額調整式」という。）により計算され
る基準価額に調整される。また、調整
後の基準価額の適用時期については、
次に定めるところによる。 

 基準価額調整式 
  

新発行・処分 

普 通 株 式 数 
× 

１株あたりの

払 込 金 額
既 発 行

普通株式数
＋ 

１株あたりの時価 

調 整 後

基準価額
＝ 

調 整 前

基準価額
× 

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数
  



 
 

 

現 行 定 款 変 更 案 

 (i) 下記(bb)(ii)に定める時価を下回
る払込金額をもって普通株式を新
たに発行または当会社の有する当
会社の普通株式を処分する場合
（ただし、当会社の普通株式の交
付と引換えに取得される証券もし
くは取得させることができる証券
または当会社の普通株式の交付を
請求できる新株予約権（新株予約
権付社債に付されたものを含
む。）の取得または行使による場
合を除く。）。 
調整後基準価額は、払込期日もし
くは払込期間の末日の翌日以降、
または募集のための基準日がある
場合はその日の翌日以降これを適
用する。 

 (ii) 株式の分割（普通株式の無償割当
てを含む。）をする場合。 

 調整後基準価額は、株式の分割ま
たは無償割当てのための基準日が
あるときはその基準日（基準日を
定めない場合はその効力発生日）
の翌日以降、これを適用する。た
だし、剰余金の額を減少して資本
金の額を増加することを条件とし
てその部分をもって株式の分割ま
たは無償割当てを行う旨取締役会
で決議する場合で、当該資本金の
額の増加の決議をする株主総会の
終結の日以前の日を株式の分割ま
たは無償割当ての基準日とする場
合には、調整後基準価額は、当該
資本金の額の増加の決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降、こ
れを適用する。 
なお、上記ただし書において、株
式の分割または無償割当てのため
の基準日の翌日から当該資本金の
額の増加の決議をした株主総会の
終結の日までに当会社がＣ号種類
株式を取得するのと引換えに当会
社の普通株式の交付を受けた者に
対しては、次の算出方法により、
当会社の普通株式を新たに交付す
る。 

  
(調整前基準価額－

調整後基準価額 )
×

調整前基準価額をもって当該期間内

に取得と引換えに交付された株式数株式数＝ 

調整後基準価額 
  

 この場合に、１株未満の端数を生
じたときはこれを切り捨て、現金
による調整は行わない。 



 
 

 

現 行 定 款 変 更 案 

 (iii) 下記(bb)(ii)に定める時価を下回
る価額をもって当会社の普通株式
の交付と引換えに取得される証券
もしくは取得させることができる
証券または当会社の普通株式の交
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。 

 調整後基準価額は、発行される証
券または新株予約権もしくは新株
予約権付社債の全てが当初の取得
条件で取得されまたは当初の行使
価額で行使されたものとみなして
基準価額調整式を準用して算出す
るものとし、払込期日または払込
期間の末日（新株予約権が無償に
て発行される場合は割当日）の翌
日以降これを適用する。ただし、
その証券の募集のための基準日が
ある場合は、その日の翌日以降こ
れを適用する。 

 (bb) (i) 基準価額調整式を用いる計算につ
いては、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。 

 (ii) 基準価額調整式に使用する時価 
は、調整後基準価額を適用する日
（ただし、上記(aa)(ii)ただし書
の場合には基準日）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終値の平
均値（その計算は円位未満小数第
３位まで算出し、その小数第３位
を四捨五入する。）とする。な
お、上記45取引日の間に当該基準
価額の調整をもたらす事由が生じ
た場合においては、調整後基準価
額は、上記(aa)に準じて調整され
る。 

 (iii) 基準価額調整式に使用する調整前
基準価額は、調整後基準価額を適
用する前日において有効な基準価
額とし、また、基準価額調整式で
使用する既発行普通株式数は、基
準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
社取締役会において基準日以外の
日を株式分割の効力発生日と定め
た場合は、その日）、または基準
日がない場合は調整後基準価額を
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か
ら、当該日における当会社の有す
る当社普通株式数（ただし、当該
新規発行分または当該処分分当社
普通株式は含まない。）を控除し
た数とする。 
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 (cc) 基準価額調整式により算出された調整
後の基準価額と調整前の基準価額との
差額が１円未満にとどまる限りは、基
準価額の調整は行わない。ただし、こ
の差額相当額は、その後基準価額の調
整を必要とする事由が発生した場合に
算出される調整後の基準価額にそのつ
ど算入する。 

 (dd) 当会社は、上記(aa)の算式による基準
価額の調整を必要とする場合以外に
も、次に掲げる場合には、基準価額は
取締役会が適当と判断する基準価額に
変更される。 

 (i) 株式の併合、資本金の額の減少、
新設分割、吸収分割、または合併
のために基準価額の調整を必要と
するとき。 

 (ii) その他当社普通株式数の変更また
は変更の可能性が生じる事由の発
生により基準価額の調整を必要と
するとき。 

 (iii) 基準価額を調整すべき事由が２つ
以上相接して発生し、一方の事由
に基づく調整後の基準価額の算出
にあたり使用すべき時価につき他
方の事由による影響を考慮する必
要があるとき。 

 (d) 取得と引換えに交付すべき普通株式数 
 Ｃ号種類株式の取得と引換えに交付すべ

き当会社の普通株式数は、次のとおりと
する。 

  
Ｃ号種類株主が取得請求のために提出

したＣ号種類株式の払込金額の総額
取得と引換えに交付すべき

普 通 株 式 数
＝

基準価額 
  

 取得と引換えに交付すべき普通株式数の
算出にあたって、１株未満の端数が生じ
たときはこれを切り捨て、現金による調
整は行わない。 

 (e) 取得請求受付場所 
 東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 
 (f) 取得請求の効力発生 
 取得請求の効力は、取得請求書およびＣ

号種類株式の株券が上記(e)に記載する取
得請求受付場所に到着した時に発生し、
その時に当会社はＣ号種類株式を取得
し、当該取得請求をした株主は、当会社
がその取得と引換えに交付すべき普通株
式の株主となる。ただし、Ｃ号種類株式
の株券が発行されないときは、株券の提
出を要しない。 
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（普通株式への一斉転換） （当会社の普通株式を対価とする一斉取得） 
(7) 転換を請求することができる期間中に転換請求

のなかったＣ号種類株式は、同期間の末日の翌
日（以下「Ｃ号一斉転換日」という。）をもっ
て、発行価額相当額（200円）を、株式会社東京
証券取引所における、Ｃ号一斉転換日に先立つ
45取引日目に始まる30取引日の当会社の普通株
式の普通取引の１株の終値の平均値（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。）で除して得られる数の普通株式と
なる。前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扱う。 

(7) 当会社は、前号に従い取得を請求することがで
きる期間中に取得請求のなかったＣ号種類株式
を、同期間の末日の翌日（以下「Ｃ号一斉取得
日」という。）をもって取得し、これと引換え
に、Ｃ号種類株式１株につき払込金額相当額
（200円）を、株式会社東京証券取引所におけ
る、Ｃ号一斉取得日に先立つ45取引日目に始ま
る30取引日の当会社の普通株式の普通取引の１
株の終値の平均値（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。）で除
して得られる数の普通株式を交付する。前記の
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条の規定により
これを取扱う。 

（当社種類株式の併合、分割または新株予約権等） （当社種類株式の併合、分割または募集株式の割当
てを受ける権利等） 

第10条の５ 当会社は、法令に定める場合を除き、
Ａ号種類株式、Ｂ号種類株式およびＣ号種
類株式（以下「当社種類株式」という。）
のいずれについても株式の併合または分割
は行わない。 

第12条の５ 当会社は、法令に定める場合を除き、
Ａ号種類株式、Ｂ号種類株式およびＣ号種
類株式（以下「当社種類株式」という。）
のいずれについても株式の併合または分割
は行わない。 

２．当会社は、当社種類株式の株主には、新株
の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。 

２．当会社は、当社種類株式の株主には、募集
株式の割当てを受ける権利または募集新株
予約権の割当てを受ける権利を与えず、ま
た、株式の無償割当てまたは新株予約権の
無償割当ては行わない。 

（株式の買受け） （削 除） 
第10条の６ 当会社は、法令の定めるところに従っ

て、株主に配当すべき利益をもって普通株
式および当社種類株式のうち、いずれか一
または複数の種類の株式の一部または全部
を買受けることができる。なお、この場合
において、買受けの対象となった種類の株
式以外の株式の株主は、当会社に対して自
己の保有する買受けの対象となった種類の
株式以外の株式の買受けを求めることがで
きない。 

 

（残余財産分配の優先順位） （残余財産分配の優先順位） 
第10条の７ 当社の残余財産が、各種類株式に対す

る残余財産分配金額総額に満たない場合
は、各種類株式についての１株当たりの残
余財産分配金額は同額とする。 

第12条の６ 当社の残余財産が、各種類株式に対す
る残余財産分配金額総額に満たない場合
は、各種類株式についての１株当たりの残
余財産分配金額は同額とする。 

（発行初年度の取扱い） （削 除） 
第10条の８ 当社種類株式のそれぞれの発行初年度

の配当金（優先配当金を含む。）について
は、１年を365日として当該株式の発行日か
らその営業年度の末日までの日数（発行日
および末日を含む。）で日割り計算した額
とする。 

 

第３章  株主総会 第３章  株主総会 

（招集） （招集） 
第11条 定時株主総会は、毎年６月に招集し、臨時

株主総会は、必要に応じて招集する。 
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、必要に応じて招集する。 



 
 

 

現 行 定 款 変 更 案 

（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。 
 ２．前項のほか、必要があるときは取締役会の

決議により、あらかじめ公告して、臨時に
基準日を定めることができる。 

（議長） （議長） 
第12条 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
他の取締役がこれに代る。 

第15条 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
他の取締役がこれに代る。 

（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。 

（議決権の代理行使） （議決権の代理行使） 
第13条 株主が代理人をもって議決権を行使すると

きは、その代理人は当社の当該株主総会に
おいて議決権を有する当会社の株主でなけ
ればならない。 

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、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。 

（決議方法） （決議方法） 
第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別

段の定めがある場合を除き、出席株主の議
決権の過半数をもって行う。 

第18条 株主総会の決議は、法令または本定款に別
段の定めがある場合を除き、出席した議決
権を行使することができる株主の議決権の
過半数をもって行う。 

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以上で行う。 

２．会社法第309条第２項に定める決議は、議 
決権を行使することができる株主の議決権
の３分の１以上を有する株主が出席し、そ
の議決権の３分の２以上をもって行う。 

（種類株主総会） （種類株主総会） 
第14条の２ 第10条第２項、第12条、第13条および

第14条の規定は、種類株主総会にこれを準
用する。 

第18条の２ 第14条第２項、第15条、第17条および
第18条の規定は、種類株主総会にこれを準
用する。 

第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 

（取締役の定員） （取締役の定員） 
第15条 当会社の取締役は、20名以内とする。 第19条 当会社の取締役は、20名以内とする。 

（取締役の選任） （取締役の選任） 
第16条 取締役は、株主総会において選任する。 第20条 取締役は、株主総会において選任する。 

２．取締役の選任決議については、総株主の議
決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う。 

２．取締役の選任決議については、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の
１以上を有する株主が出席し、その議決権
の過半数をもって行う。 

３．取締役の選任決議については、累積投票に
よらない。 

３．取締役の選任決議については、累積投票に
よらない。 



 
 

 

現 行 定 款 変 更 案 

（取締役の任期） （取締役の任期） 
第17条 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21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ものに関する定時
株主総会の終結の時までとする。 

２．増員または補欠によって選任された取締役
の任期は、現任取締役の任期の満了すべき
時までとする。 

２．増員または補欠によって選任された取締役
の任期は、現任取締役の任期の満了すべき
時までとする。 

（代表取締役） （代表取締役） 
第18条 当会社を代表する取締役は、取締役会の決

議によりこれを定める。 
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役

を選定する。 

（役付取締役） （役付取締役） 
第19条 取締役会は、その決議により取締役会長、

取締役社長各１名、取締役副社長、専務取
締役、常務取締役各若干名を定めることが
できる。 

第23条 取締役会は、その決議により取締役会長、
取締役社長各１名、取締役副社長、専務取
締役、常務取締役各若干名を定めることが
できる。 

（取締役会） （取締役会） 
第20条 取締役会は、取締役をもって組織し、特に

法令または本定款の定める事項のほか、当
会社の重要な業務執行を決定する。 

第24条 取締役会は、取締役をもって組織し、特に
法令または本定款の定める事項のほか、当
会社の重要な業務執行を決定する。 

２．取締役会に関する事項については、取締役
会で定める取締役会規則による。 

２．取締役会に関する事項については、取締役
会で定める取締役会規定による。 

（取締役会の招集通知および決議） （取締役会の招集通知および決議） 
第21条 取締役会の招集の通知は、各取締役および

各監査役に対し会日の４日前に発するもの
とする。ただし、緊急の場合にはこの日を
短縮することができる。 

第25条 取締役会の招集の通知は、各取締役および
各監査役に対し会日の４日前に発するもの
とする。ただし、緊急の場合にはこの日を
短縮することができる。 

２．取締役および監査役の全員の同意があると
きは、招集の手続を経ないで取締役会を開
くことができる。 

２．取締役および監査役の全員の同意があると
きは、招集の手続を経ないで取締役会を開
催することができる。 

３．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これを決
する。 

３．取締役会の決議は、法令に別段の定めある
場合を除き、取締役の過半数が出席し、出
席取締役の過半数をもってこれを決する。 

（新 設） （取締役の責任の一部免除） 
 第26条 当会社は、会社法第426条第１項の規定に 

より、会社法第423条第１項の取締役（取締
役であった者を含む。）の損害賠償責任
を、法令の限度において、取締役会の決議
によって免除することができる。 

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 

（監査役の定員） （監査役の定員） 
第22条 当会社の監査役は、４名以内とする。 第27条 当会社の監査役は、４名以内とする。 

（監査役の選任） （監査役の選任） 
第23条 監査役は、株主総会において選任する。 第28条 監査役は、株主総会において選任する。 

２．監査役の選任決議については、総株主の議
決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う。 

２．監査役の選任決議については、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の
１以上を有する株主が出席し、その議決権
の過半数をもって行う。 

（監査役の任期） （監査役の任期） 
第24条 監査役の任期は、就任後４年内の最終の決

算期に関する定時株主総会終結の時までと
する。 

第29条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までとする。 

２．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べき時までと
する。 

２．任期の満了前に退任した監査役の補欠とし
て選任された監査役の任期は、退任した監
査役の任期の満了する時までとする。 



 
 

 

現 行 定 款 変 更 案 

（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30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） （監査役会） 
第26条 監査役会は、監査役全員をもって組織し、

特に法令または本定款の定める事項のほ
か、監査役の職務執行に関する事項を決定
する。 

第31条 監査役会は、監査役全員をもって組織し、
特に法令または本定款の定める事項のほ
か、監査役の職務執行に関する事項を決定
する。 

２．監査役会に関する事項については、監査役
会で定める監査役会規則による。 

２．監査役会に関する事項については、監査役
会で定める監査役会規則による。 

（監査役会の招集通知または決議） （監査役会の招集通知または決議） 
第27条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対し

会日の４日前に発するものとする。ただ
し、緊急の場合にはこの日を短縮すること
ができる。 

第32条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対し
会日の４日前に発するものとする。ただ
し、緊急の場合にはこの日を短縮すること
ができる。 

２．監査役の全員の同意があるときは、招集の
手続を経ないで監査役会を開くことができ
る。 

２．監査役の全員の同意があるときは、招集の
手続を経ないで監査役会を開催することが
できる。 

３．監査役会の決議は、法令に別段の定めある
場合を除き、監査役の過半数をもってこれ
を決する。 

（削 除） 

（新 設） （監査役の責任の一部免除） 
 第33条 当会社は、会社法第426条第１項の規定に 

より、会社法第423条第１項の監査役（監査
役であった者を含む。）の損害賠償責任
を、法令の限度において、取締役会の決議
によって免除することができる。 

第６章  計  算 第６章  計  算 

（営業年度および決算期） （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

年の３月31日までとし、その末日をもって
決算期とする。 

第34条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌
年の３月31日までの１年とする。 

（利益配当金） （剰余金の配当の基準日） 
第29条 利益配当金は、毎決算期の最終の株主名簿

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。 

第35条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31
日とする。 

（新 設） ２．前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
をすることができる。 

（利益配当金の除斥期間） （配当金の除斥期間） 
第30条 利益配当金は、支払開始の日から満５年を

経過したときは、当会社はその支払の義務
を免れる。 

第36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５年を経過したときは、当会
社はその支払の義務を免れる。 

（附則） （削 除） 
第24条の規定にかかわらず、平成14年５月１日後の
最初の決算期に関する定時株主総会の終結前に在任
する監査役については、なお従前のとおり任期は３
年とする。 

 

 
 
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) 
 


