
  

平成 18 年 8 月 18 日 

各  位 

会 社 名  ダ イ ア 建 設 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長  西島 康二 

（コード番号 8858 東証第２部） 

問合せ先  人事総務部長   本橋 安彦 

                               TEL （03）3205-5571 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 18 年 8 月 18 日開催の取締役会において、Ｄ種優先株式の発行枠の設定等に係

る定款一部変更を平成 18 年 9 月 20 日開催予定の当社臨時株主総会並びに普通株主、Ａ種優先

株主、Ｂ種優先株主およびＣ種優先株主それぞれに係る種類株主総会に付議することを決議致

しましたので、お知らせ致します。 

 

記 

 

I. 変更理由 

普通株式の大幅な希薄化を回避することを目的として、発行済の当社第 1回および第 2回Ａ種

優先株式のすべて、第 1回Ｂ種優先株式の 50％並びに第 3回無担保転換社債型新株予約権付社

債のすべての取得の原資を確保するため、新種の優先株式（Ｄ種優先株式）を発行することを

可能と致したく、Ｄ種優先株式に係る規定を新設する定款の一部変更についてご承認をお願い

するものであります。なお、かかる発行済の当社第 1 回および第 2 回Ａ種優先株式のすべて、

並びに第 1回Ｂ種優先株式の 50％の取得については、本日発表の「自己株式（優先株式）の取

得枠設定並びに資本準備金および資本金の額の減少に関するお知らせ」を、また、Ｄ種優先株

式の発行に関しては「第三者割当による優先株式および新株予約権の発行に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 

I I. 変更内容 

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条～第 5条 （省略） 

 

第 ２ 章 株    式 

第 １ 章 総    則 

第 1条～第 5条 （現行どおり） 

 

第 ２ 章 株    式 
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第６条 （発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、７億８，４０

０万株とし、６億５，０６６万９，０００株

は普通株式の発行可能種類株式総数、２，６

６６万６，０００株はＡ種優先株式の発行可

能種類株式総数、５，３３３万２，０００株

はＢ種優先株式の発行可能種類株式総数、５，

３３３万３，０００株はＣ種優先株式の発行

可能種類株式総数とする。 

 

 

第 7 条～第 10 条（省略） 

 

第 ２ 章 の ２ 優  先  株  式 

 

第 10 条の２ （優先株式配当金） 

①および②（省略） 

③当会社は、第３９条に定める剰余金の配当

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Ｃ種優先株式を

有する株主（以下「Ｃ種優先株主」といい、

Ａ種優先株主及びＢ種優先株主とあわせて「

優先株主」という。） またはＣ種優先株式の

登録株式質権者（以下「Ｃ種優先登録株式質

権者」といい、Ａ種優先登録株式質権者及び

Ｂ種優先登録株式質権者とあわせて「優先登

録株式質権者」という。） に対し、毎年３月

３１日の最終の株主名簿に記載または記録さ

れた普通株主または普通登録株式質権者に先

立ち、第３３期事業年度までの各事業年度に

かかる剰余金の配当についてはＣ種優先株式

１株につき６円を、第３４期事業年度以降の

各事業年度にかかる剰余金の配当については

Ｃ種優先株式１株につき２１円を上限とし

て、Ｃ種優先株式の発行に際して取締役会の

 

第６条 （発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、７億８，４００

万株とし、６億５，０６６万９，０００株は普

通株式の発行可能種類株式総数、２，６６６万

６，０００株はＡ種優先株式の発行可能種類株

式総数、５，３３３万２，０００株はＢ種優先

株式の発行可能種類株式総数、５，３３３万３，

０００株はＣ種優先株式の発行可能種類株式総

数、１，７００株はＤ種優先株式の発行可能種

類株式総数とする。 

 

第 7 条～第 10 条（現行どおり） 

 

第 ２ 章 の ２ 優  先  株  式 

 

第 10 条の２ （優先株式配当金） 

①および②（現行どおり） 

③当会社は、第３９条に定める剰余金の配当を

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Ｃ種優先株式（以下、

Ａ種優先株式およびＢ種優先株式とあわせて

「Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先株式」という。）を

有する株主（以下「Ｃ種優先株主」といい、Ａ

種優先株主およびＢ種優先株主とあわせて「Ａ

種、Ｂ種およびＣ種優先株主」という。）または

Ｃ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優

先登録株式質権者」といい、Ａ種優先登録株式

質権者およびＢ種優先登録株式質権者とあわせ

て「Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先登録株式質権者」

という。）に対し、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普通株主または普

通登録株式質権者に先立ち、第３３期事業年度

までの各事業年度にかかる剰余金の配当につい

てはＣ種優先株式１株につき６円を、第３４期

事業年度以降の各事業年度にかかる剰余金の配
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決議をもって定める額の配当金（以下「Ｃ種

優先株式配当金」といい、Ａ種優先株式配当

金及びＢ種優先株式配当金とあわせて「優先

株式配当金」という。）を支払う。ただし、当

該事業年度において次条に定める優先中間配

当金を支払ったときは、当該優先中間配当金

を控除した額とする。 

 

 

④ある事業年度において優先株主または優先

登録株式質権者に対して支払う配当金の額が

優先株式配当金の額に達しないときは、その

不足額(以下｢未払配当金｣という。) は翌事業

年度以降に累積し、累積した未払配当金(以下

「累積未払配当金」という。)については、優

先株式配当金に先立って、これを優先株主ま

たは優先登録株式質権者に対して支払う。た

だし、第３４期事業年度以降の各事業年度に

かかる未払配当金は、翌事業年度以降に累積

しない。 

 

 

⑤優先株主または優先登録株式質権者に対し

ては、優先株式配当金を超えて剰余金の配当

を行わない。 

 

 

第 10 条の３ （優先中間配当金） 

当会社は、第４０条に定める中間配当を行う

ときは、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優先株主または優先登

録株式質権者に対し、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普通株主

または普通登録株式質権者に先立ち、優先株

式１株につき優先株式配当金の２分の１に相

当する額を上限として、優先株式の発行に際

当についてはＣ種優先株式１株につき２１円を

上限として、Ｃ種優先株式の発行に際して取締

役会の決議をもって定める額の配当金（以下「Ｃ

種優先株式配当金」といい、Ａ種優先株式配当

金およびＢ種優先株式配当金とあわせて「Ａ種、

Ｂ種およびＣ種優先株式配当金」という。）を支

払う。ただし、当該事業年度において次条に定

める優先中間配当金を支払ったときは、当該優

先中間配当金を控除した額とする。 

④ある事業年度においてＡ種、Ｂ種およびＣ種

優先株主またはＡ種、Ｂ種およびＣ種優先登録

株式質権者に対して支払う配当金の額がＡ種、

Ｂ種およびＣ種優先株式配当金の額に達しない

ときは、その不足額(以下｢未払配当金｣という。)

は翌事業年度以降に累積し、累積した未払配当

金(以下「累積未払配当金」という。)について

は、Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先株式配当金に先

立って、これをＡ種、Ｂ種およびＣ種優先株主ま

たはＡ種、Ｂ種およびＣ種優先登録株式質権者

に対して支払う。ただし、第３４期事業年度以

降の各事業年度にかかる未払配当金は、翌事業

年度以降に累積しない。 

⑤Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先株主またはＡ種、

Ｂ種およびＣ種優先登録株式質権者に対して

は、Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先株式配当金を超

えて剰余金の配当を行わない。 

 

第 10 条の３ （優先中間配当金） 

当会社は、第４０条に定める中間配当を行うと

きは、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Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先株

主またはＡ種、Ｂ種およびＣ種優先登録株式質

権者に対し、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普通株主または普通登

録株式質権者に先立ち、Ａ種、Ｂ種およびＣ種

優先株式１株につきＡ種、Ｂ種およびＣ種優先
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して取締役会の決議で定める額の金銭（本定

款において「優先中間配当金」という。） を

支払う。 

 

 

 

第 10 条の４ （残余財産の分配） 

当会社は、残余財産の分配をするときは、優

先株主または優先登録株式質権者に対し、普

通株主または普通登録株式質権者に先立ち、

優先株式１株につき３００円および累積未払

配当金相当額の合計額を支払う。 

 

②優先株主または優先登録株式質権者に対し

ては、前項のほか、残余財産の分配は行わな

い。 

 

第 10 条の５ （議決権） 

優先株主は、法令に別段の定めある場合を除

き、株主総会において議決権を有しない。 

 

 

 

第 10 条の６ （普通株式への転換請求

権） 

優先株主は、次項および第三項の定めに従い、

優先株式の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、当会社に対し、優先株

主が有する優先株式を取得し、これと引換え

に普通株式を交付すること（以下「転換」と

いう。）を請求することができる。 

 

 

②（省略） 

③第 1 項の転換の条件は、転換により交付す

株式配当金の２分の１に相当する額を上限とし

て、Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先株式の発行に際

して取締役会の決議で定める額の金銭（本定款

において「Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先中間配当

金」という。）を支払う。 

 

第 10 条の４ （残余財産の分配） 

当会社は、残余財産の分配をするときは、Ａ種、

Ｂ種およびＣ種優先株主またはＡ種、Ｂ種およ

びＣ種優先登録株式質権者に対し、普通株主ま

たは普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種、Ｂ種

およびＣ種優先株式１株につき３００円および

累積未払配当金相当額の合計額を支払う。 

②  Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先株主また

はＡ種、Ｂ種およびＣ種優先登録株式質権者に

対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わ

ない。 

 

第 10 条の５ （議決権） 

Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先株主は、法令に別段

の定めある場合を除き、株主総会において議決

権を有しない。 

 

第 10 条の６ （普通株式への転換請求権）

 

Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先株主は、次項および

第三項の定めに従い、Ａ種、Ｂ種およびＣ種優

先株式の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、当会社に対し、Ａ種、Ｂ種およ

びＣ種優先株主が有するＡ種、Ｂ種およびＣ種

優先株式を取得し、これと引換えに普通株式を

交付すること（以下「転換」という。）を請求す

ることができる。 

②（現行どおり） 

③第１項の転換の条件は、転換により交付すべ
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べき普通株式の数を、優先株式の払込金相当

額を転換価額で除して得られる数とするもの

とする。 転換価額は、当会社の普通株式の時

価を踏まえて発行に際して取締役会決議で定

める額とし、当該取締役会決議により転換価

額の修正及び調整の方法を定めることができ

るものとする。転換により交付すべき普通株

式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

 

第 10 条の７ （強制転換条項） 

当会社は、転換を請求し得べき期間中に転換

請求のなかった優先株式を、同期間の末日の

翌日（以下本条において「一斉転換基準日」

という。）以降の取締役会で定める日をもって

取得し、優先株式１株と引換えに、優先株式１

株の払込金相当額および累積未払配当金相当

額の合計額を、一斉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

れる数の普通株式を交付する。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、

当該平均値が、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場

合は、優先株式１株と引換えに、優先株式１

株の払込金相当額および累積未払配当金相当

額の合計額を当該下限転換価額で除して得ら

れる数の普通株式を交付する。 

 

 

 

②（省略） 

 

き普通株式の数を、Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先

株式の払込金相当額を転換価額で除して得られ

る数とするものとする。転換価額は、当会社の

普通株式の時価を踏まえて発行に際して取締役

会決議で定める額とし、当該取締役会決議によ

り転換価額の修正および調整の方法を定めるこ

とができるものとする。転換により交付すべき

普通株式の数に１株に満たない端数がある場合

には、これを切り捨てるものとする。 

 

第 10 条の７ （強制転換条項） 

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Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先株式を、

同期間の末日の翌日（以下本条において「一斉

転換基準日」という。）以降の取締役会で定める

日をもって取得し、Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先

株式１株と引換えに、Ａ種、Ｂ種およびＣ種優

先株式１株の払込金相当額および累積未払配当

金相当額の合計額を、一斉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（以下「終値」という。）（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を交付す

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、当該平均値が、Ａ種、Ｂ種およびＣ

種優先株式の発行に際して取締役会の決議で定

める下限転換価額を下回る場合は、Ａ種、Ｂ種

およびＣ種優先株式１株と引換えに、Ａ種、Ｂ

種およびＣ種優先株式１株の払込金相当額およ

び累積未払配当金相当額の合計額を当該下限転

換価額で除して得られる数の普通株式を交付す

る。 

②（現行どおり） 
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第 10 条の８ （優先順位） 

優先株式相互の優先株式配当金、優先中間配

当金及び累積未払配当金の支払、並びに残余

財産の分配の順位は同順位とする。 

 

 

 

第 10 条の９ （株式の併合または分割、

募集株式の割当て等） 

当会社は、法令に定める場合を除き、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、優先株主に対しては、募集株

式または募集新株予約権の割当てを受ける権

利を与えず、また株式無償割当てまたは新株

予約権無償割当ては行わない。 

 

 

第 10 条の 10 （優先株式配当金の除斥期

間） 

第４１条の規定は、優先株式配当金及び優先

中間配当金の支払について、これを準用する。

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 条の８ （優先順位） 

Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先株式相互のＡ種、Ｂ

種およびＣ種優先株式配当金、Ａ種、Ｂ種およ

びＣ種優先中間配当金および累積未払配当金の

支払、並びに残余財産の分配の順位は同順位と

する。 

 

第 10 条の９ （株式の併合または分割、募

集株式の割当て等） 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ種、Ｂ

種およびＣ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、Ｂ種お

よびＣ種優先株主に対しては、募集株式または

募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え

ず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償

割当ては行わない。 

 

第 10 条の 10 （優先株式配当金の除斥期

間） 

第４１条の規定は、Ａ種、Ｂ種およびＣ種優先

株式配当金およびＡ種、Ｂ種およびＣ種優先中

間配当金の支払について、これを準用する。 

 

第２章の３ Ｄ種優先株式 

 

第 10 条の 11 （優先株式配当金） 

当会社は、第３９条に定める剰余金の配当を行

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Ｄ種優先株式を有する株

主（以下「Ｄ種優先株主」という。）またはＤ種

優先株式の登録株式質権者（以下「Ｄ種優先登

録株式質権者」という。）に対し、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普

通株主または普通登録株式質権者に先立ち、Ｄ

種優先株式１株につき、次項に定める額の金銭

（以下「Ｄ種優先株式配当金」という。）を支払
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う。ただし、当該事業年度において次条に定め

る優先中間配当金を支払ったときは、当該優先

中間配当金を控除した額とする。

②Ｄ種優先株式配当金の額は、Ｄ種優先株式１

株あたりの払込金額にそれぞれの事業年度ごと

に次項に定める配当年率を乗じて算出した金額

とする。ただし、平成１８年４月１日に開始す

る事業年度に関しては、平成１８年９月２１日

（同日を含む。）から平成１９年３月３１日まで

の期間につき日割計算により算出される金額と

する。 

③配当年率は、平成１８年９月２１日以降、各

事業年度について、下記算式により計算される

年率とする。 

配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋

１．００％ 

「日本円TIBOR（６ヶ月物）」とは、各事業年度

の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）

およびその直後の１０月１日（当日が銀行休業

日の場合は前営業日）において、午前１１時に

おける日本円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

して全国銀行協会によって公表される数値の平

均値を指すものとする。ただし、上記いずれか

の日において、午前１１時における日本円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）が公表されない場合

は、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）

ロンドン時間午前１１時におけるユーロ円６ヶ

月物ロンドン・インター・バンク・オファード・

レート（ユーロ円LIBOR６ヶ月物（３６０日ベー

ス））として英国銀行協会（BBA）によって公表

される数値またはこれに準ずるものと認められ

るものを、日本円TIBOR（６ヶ月物）の算出にお

いて用いるものとする。配当年率は、％未満小

数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五
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入する。 

④ある事業年度においてＤ種優先株主またはＤ

種優先登録株式質権者に対して支払う１株あた

りの第３９条に定める剰余金の配当の額がＤ種

優先株式配当金の額に達しない場合において

も、その差額は翌事業年度以降に累積しない。

⑤Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者

に対しては、Ｄ種優先株式配当金を超えて剰余

金の配当を行わない。 

 

第 10 条の 12 （優先中間配当金） 

当会社は、第４０条に定める中間配当を行うと

きは、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Ｄ種優先株主またはＤ種優先

登録株式質権者に対し、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普通株主ま

たは普通登録株式質権者に先立ち、Ｄ種優先株

式１株につきＤ種優先株式配当金の２分の１に

相当する額の金銭（以下「Ｄ種優先中間配当金」

という。）を支払う。 

 

第 10 条の 13 （残余財産の分配） 

当会社は、残余財産の分配をするときは、Ｄ種

優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対

し、普通株主または普通登録株式質権者に先立

ち、Ｄ種優先株式１株につき１０，０００，０

００円の金銭を支払う。 

②Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者

に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行

わない。 

 

第 10 条の 14 （議決権） 

Ｄ種優先株主は、法令に別段の定めある場合を

除き、株主総会において議決権を有しない。 

 

第 10 条の 15 （取得請求権） 
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Ｄ種優先株主は、当会社に対して、普通株式と

引換えに、その有するＤ種優先株式の全部また

は一部を取得することを請求することができる

ものとし、当会社は、当該Ｄ種優先株主に対し

て、Ｄ種優先株式を取得することと引換えに、

普通株式を交付するものとする。 

②Ｄ種優先株式を取得することを請求すること

ができる期間は、平成１８年９月２２日から平成

２８年９月２１日までとする。 

③Ｄ種優先株式１株の取得と引換えに交付すべ

き普通株式数は、Ｄ種優先株主が取得請求に際

して提出したＤ種優先株式の払込金額の総額を

次条に定める交付価額で除して得られる最大整

数とする。 

④交付すべき株式数の算出にあたって１株未満

の端数を生じたときは、会社法第１６７条第３

項各号に掲げる金銭の交付は行わない。 

 

第 10 条の 16 （交付価額） 

当初交付価額は、 (i)Ｄ種優先株式の発行を決

議する取締役会開催日（以下「発行決議日」と

いう。）の終値の１００％に相当する金額、又は

(ii)Ｄ種優先株式の払込期日の翌日に先立つ４

５取引日目に始まる３０取引日の毎日の終値

（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数

を除く。また、そ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。）

のいずれか高い金額とする。 

②交付価額は、平成１８年１０月以降の毎月第３

金曜日(以下「修正決定日」という。)の翌日以

降、修正決定日を最終日とする５連続取引日（終

値のない日は除き、修正決定日が取引日でない

場合には、修正決定日の直前の取引日までの５

連続取引日とする。）の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値（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。以下「修
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正決定日価額」という。）の９０％に相当する金

額（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。）に修正される。ただし、

修正決定日価額の９０％に相当する金額（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。）が修正決定日における交付価額

を上回るときは、当該修正決定日が平成１８年

１２月の第３金曜日以降の日であり、かつ直近

３ヶ月における（修正決定日の属する月を含

む。）各月の第３金曜日を最終日とする５連続取

引日（終値のない日は除き、修正決定日が取引

日でない場合には、修正決定日の直前の取引日

までの５連続取引日とする。）の毎日の終値（気

配表示を含む。）の平均値（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。）

の、平均値（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。）が発行決議日

の終値の１２０％に相当する金額（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。）以上となる場合に限り、上記修正を行

うものとする。また、修正後の交付価額は、修

正決定日価額の９０％に相当する金額（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。）が、下限交付価額（以下に定義さ

れる。ただし、第４項による調整を受ける。）を

下回る場合は下限交付価額とする。 

③「下限交付価額」とは、(i) Ｄ種優先株式の

払込期日以降、平成１８年１２月１５日までは発

行決議日の終値の５０％、(ii) 平成１８年１２

月１８日以降平成１９年３月１６日までは発行

決議日の終値の４０％、(iii) 平成１９年３月１

９日以降は発行決議日の終値の３０％に相当す

る金額（(i)ないし(iii)の各場合において、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。ただし、(iii)の場合のみ、当

該金額が７０円を下回る場合は７０円とし、９

 
注意：この文書は、当社の財務施策に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず 
一切の投資勧誘を目的として作成されたものではありません 

10 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０円を上回る場合は９０円とする。）とする。 

④当会社は、Ｄ種優先株式の発行後、第 6 項に

掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる

場合または変更を生ずる可能性がある場合は、

次に定める算式(以下「交付価額調整式」とい

う。)をもって交付価額を調整する。 

 

交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」

は、普通株主に第６項(i)ないし(v)の各取引に

係る基準日が定められている場合はその日、ま

た当該基準日が定められていない場合は、調整

後の交付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普通株式数を控除したもの

とする。交付価額調整式で使用する「交付普通

株式数」は、普通株式の株式の分割が行われる

場合には、株式の分割により増加する普通株式

数（基準日における当会社の有する普通株式に

係り増加した普通株式数を含まない。）とし、普

通株式の併合が行なわれる場合には、株式の併

合により減少する普通株式数（効力発生日にお

ける当会社の有する普通株式に係り減少した普

通株式数を含まない。）を負の値で表示して使用

するものとする。交付価額調整式で使用する「１

株あたりの払込金額」は、第６項(ii)および(iv)

の場合は０円とし、第６項(iii)および(v)の場

合は第６項(vi)で定める対価の額とする。交付

価額調整式の計算については、円位未満小数第

２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

⑤交付価額調整式で使用する時価は、調整後の

交付価額を適用する日（ただし、第６項(vii)の

場合は基準日）に先立つ４５取引日目に始まる

交付普通株式数

×１株あたりの

払込金額

既発行普通

株式数
＋

１株あたり時価

調整後

交付価

額

＝

調整前

交付価

額

×

既発行普通株式数＋交付普通株

式数
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３０取引日の毎日の終値（気配表示を含む。）の

平均値（終値のない日数を除く。）とする。この

場合、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位を切り捨てる。 

⑥交付価額調整式によりＤ種優先株式の交付価

額の調整を行う場合およびその調整後の交付価

額の適用時期については、次に定めるところに

よる。 

(i) 第５項に定める時価を下回る払込金額

をもって普通株式を交付する場合（無償割

当ての場合を含む。）（ただし、当会社の発

行した取得条項付株式、取得請求権付株式

もしくは取得条項付新株予約権の取得と引

換えに交付する場合または普通株式の交付

を請求できる新株予約権その他の証券もし

くは権利の転換、交換または行使により交

付する場合を除く。） 

調整後の交付価額は、払込期日（募集に際

して払込期間が設けられたときは当該払込

期間の最終日とする。以下同じ｡）または無

償割当ての効力発生日の翌日以降これを適

用する。ただし、普通株主に募集株式の割

当てを受ける権利を与えるためまたは無償

割当て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)普通株式の株式分割をする場合 

調整後の交付価額は、普通株式の株式分割

のための基準日の翌日以降これを適用す

る。 

(iii)取得請求権付株式であって、その取得

と引換えに第５項に定める時価を下回る対

価（以下に定義される。）をもって普通株式

を交付する定めがあるものを発行する場合

（無償割当ての場合を含む。）、または第５

項に定める時価を下回る対価をもって普通

株式の交付を請求できる新株予約権その他
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の証券もしくは権利を発行する場合（無償

割当ての場合を含む。）（ただし、Ｄ種優先

株式と同時に発行されるダイア建設株式会

社第１回新株予約権（以下「第１回新株予

約権」という。）の発行を除く。） 

調整後の交付価額は、発行される取得請求

権付株式、新株予約権その他の証券または

権利(以下「取得請求権付株式等」という。)

の全てが当初の条件で転換、交換または行

使され普通株式が交付されたものとみなし

て交付価額調整式を準用して算出するもの

とし、払込期日（新株予約権の場合は割当

日）または無償割当ての効力発生日の翌日

以降これを適用する。ただし、普通株主に

取得請求権付株式等の割当てを受ける権利

を与えるためまたは無償割当てのための基

準日がある場合は、その日の翌日以降これ

を適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換または行使

に際して交付される普通株式の対価が上記

の時点で確定していない場合は、調整後の

交付価額は、当該対価の確定時点で発行さ

れている取得請求権付株式等の全てが当該

対価の確定時点の条件で転換、交換または

行使され普通株式が交付されたものとみな

して交付価額調整式を準用して算出するも

のとし、当該対価が確定した日の翌日以降

これを適用する。 

(iv)普通株式の併合をする場合 

調整後の交付価額は、株式の併合の効力発

生日以降これを適用する。 

(v) 当会社の発行した取得条項付株式また

は取得条項付新株予約権の取得と引換えに

第５項に定める時価を下回る対価をもって

普通株式を交付する場合 

調整後の交付価額は、取得日の翌日以降こ
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れを適用する。上記にかかわらず、上記取

得条項付株式または取得条項付新株予約権

に関して当該調整前に(iii)または(vii)に

よる交付価額の調整が行われている場合に

は、①上記交付が行われた後の第４項に定

める既発行普通株式数が、上記交付の直前

の既発行普通株式数を超えるときに限り、

調整後の交付価額は、超過する株式数を交

付価額調整式の「交付普通株式数」とみな

して、交付価額調整式を準用して算出する

ものとし、②上記交付の直前の既発行普通

株式数を超えない場合は、本(v)の調整は行

わないものとする。 

(vi)上記(iii)および(v)における対価と

は、当該株式または新株予約権その他の証

券もしくは権利の発行に際して払込みがな

された額（上記(iii)における新株予約権の

場合には、その行使に際して出資される財

産の価額を加えた額とする。）から、その取

得または行使に際して当該株式または新株

予約権その他の証券もしくは権利の所持人

に交付される普通株式以外の財産の価額を

控除した金額を、その取得または行使に際

して交付される普通株式の数で除した金額

をいう。 

(vii)上記(i)ないし(iv)の各取引におい

て、各取引に係る基準日が設定され、かつ、

各取引の効力の発生が当該基準日以降の株

主総会または取締役会その他当会社の機関

の承認を条件としているときには、上記(i)

ないし(iv)にかかわらず、調整後の交付価

額は、当該承認があった日の翌日以降これ

を適用するものとする。この場合において、

当該基準日の翌日から当該取引の承認があ

った日までに、本優先株式の取得と引換え

に普通株式を交付する取得請求権の行使を
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なした者に対しては、次の算出方法により、

普通株式を交付するものとする。 

 

（調整

前交付

価額

－

調 整 後

交 付 価

額）

×

調整前交付価額に

より当該期間内に

交付された株式数

株

式

数

＝

調 整 後 交 付 価 額

この場合に１株未満の端数を生じたとき

は、その端数に調整後の転換価額を乗じた

金額を支払う。ただし、１円未満の端数は

これを切り捨てるものとする。 

⑦第６項に定める交付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、当会社は、

必要な交付価額の調整を行う。 

(i)当会社を存続会社とする合併、他の会社

が行う吸収分割による当該会社の権利義務

の全部または一部の承継、または他の株式

会社が行う株式交換による当該株式会社の

発行済株式の全部の取得のために交付価額

の調整を必要とするとき。 

(ii)その他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交付価額

の調整を必要とするとき（ただし、第１回

新株予約権の行使価額の修正および調整の

場合を除く。）。 

(iii)交付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

整後の交付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。 

⑧交付価額調整式により算出された調整後交付

価額と調整前交付価額との差額が１円未満の場

合は、交付価額の調整は行なわないものとする。

ただし、本項により不要とされた調整は繰り越

されて、その後の調整の計算において斟酌され
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る。 

⑨第４項乃至第７項により交付価額の調整を行

うときは、当会社は、あらかじめ書面によりそ

の旨ならびにその事由、調整前の交付価額、調

整後の交付価額およびその適用の日その他必要

な事項を株主名簿に記載された各優先株主に通

知する。ただし、第６項(vii)の場合その他適用

の日の前日までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

 

 

第 10 条の 17 （取得条項） 

当会社は、平成２８年９月２１日までに取得請求

が行われなかったＤ種優先株式については、平

成２８年９月２１日の翌営業日以降の日で取締

役会が別に定める日（以下「一斉取得日」とい

う。）をもって、そのすべてを取得するものとす

る。当会社は、Ｄ種優先株式を取得するのと引

換えに、当該Ｄ種優先株式の優先株主に対して、

Ｄ種優先株主の有するＤ種優先株式の払込金相

当額を、一斉取得日に先立つ４５取引日目に始

まる３０取引日の毎日の終値(気配表示を含

む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、

そ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。)で除して得られ

る数の普通株式を交付するものとする。ただし、

当該平均値が、下限交付価額を下回るときは、

各Ｄ種優先株主の有するＤ種優先株式の払込金

相当額を当該下限交付価額で除して得られる数

の普通株式となる。 

②上記の普通株式の数の算出にあたって１株未

満の端数が生じたときは、会社法第２３４条の

規定に基づきその端数に応じた金銭を交付す

る。 

 

第 10 条の 18 （優先順位） 
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第 11 条～第 41 条（省略） 

Ｄ種優先株式に係る優先配当金および優先中間

配当金ならびに残余財産の分配の順位はＡ種、

Ｂ種およびＣ種優先株式と同順位とする。 

 

第 10 条の 19 （株式の併合または分割、募

集株式の割当て等） 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｄ種優先

株式について株式の併合または分割を行わな

い。当会社は、Ｄ種優先株主に対しては、募集

株式または募集新株予約権の割当てを受ける権

利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予

約権無償割当ては行わない。 

 

第 10 条の 20 （優先株式配当金の除斥期

間） 

第４１条の規定は、Ｄ種優先株式配当金および

Ｄ種優先中間配当金の支払について、これを準

用する。 

 

第 11 条～第 41 条（現行どおり） 

 

以 上 
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