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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当会社は、平成 18 年 10 月 31 日開催の取締役会において、平成 18 年１１月 30 日開催予定の臨時株主

総会に、下記のとおり定款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．変更の理由 

（１）業務の効率化ならびに経費の削減を行うため、本社を神奈川県横浜市に移転することに伴い、本店

の所在地の変更を行うものであります。（変更案第 3 条） 

（２）現行定款第 36 条（営業年度および決算期）について、現状において売上高比率が高い時期と決算

期末が重なることを避け、業務の効率化を図ることを目的として、営業年度の末日を１月 31 日から３

月 31 日に変更するものであります。（変更案第 54 条） 

（３）発行可能株式数と定款変更後に発行を予定しております優先株式の発行ならびに優先株式が将来

普通株式に転換することに備えるため、39,375 千株を普通株式、625 千株を優先株式とするもので

あります。（変更案第６条） 

（４）構造改革、新規出店及び新規業態開発に係る費用の原資を確保するため、優先株式を発行するこ

とを可能といたしたく、Ａ種優先株式乃至Ｃ種優先株式に係る規定を新設するものであります。（変更

案第９条、第 13 条から第 19 条及び第 27 条） 

（５）取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を充分に発揮できるよう、取締役及び監

査役の責任を合理的な範囲にとどめるため、取締役及び監査役の責任免除に関する規定を新設す

るものであります。（変更案第 39 条第 1 項、変更案第 50 条第 1 項） 

  また、社外取締役として有能な人材を迎え、経営の透明性及び健全性の確保を更に推進できるよう、

職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が無いことを条件として、社外取締役との間で責任限定契

約を締結することができる制度を導入するため、当該規定を新設するものであります。（変更案第 39

条第２項） 

（６）会社法（平成 17 年法律第 86 号）及び「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）及び「会社法施行規則」（平成 18 年法務省令第 12 号）が平成 18 年５月１日

に施行されたことに伴い、以下の変更を行うものであります。 

①当社定款には取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるとみなされるこ

とから、当該規定を新設するものであります。（変更案第４条） 
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②上記①により、会計監査人の章及び規定を新設するものであります。（変更案第６章） 

③当社定款には株式に係る株券を発行する旨の定めがあるとみなされることから、当該規定を新設

するものであります。（変更案第７条） 

④単元未満株主の権利を明確にする旨の規定を新設するものであります。（変更案第 10 条） 

⑤現行定款の「名義書換代理人」は「株主名簿管理人」に名称が改められ、また当社定款には株主

名簿管理人を置く旨の定めがあるとみなされることから、所要の変更を行うものであります。（変更

案第 11 条） 

⑥インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い株主総会参考書類等をインター

ネット開示をもって株主に提供したものとみなすことができるようにするため、当該規定を新設する

ものであります。（変更案第 23 条） 

⑦株主総会に出席して議決権の代理行使を行う代理人の員数を明確にするために、所定の変更を

行うものであります。（変更案第 25 条） 

⑧取締役会において、いわゆる書面決議が認められることになりますので、経営判断をより機動的、

効率的に行えるようにするため、当該規定を新設するものであります。（変更案第 35 条第 2 項） 

⑨定款の定めにより、社外監査役について責任限定契約締結が可能となったことから、優秀な人材

を確保し、監査体制の一層の充実を図るため、当該規定を新設するものであります。（変更案第50

条第２項） 

⑩以上のほか、表記及び参照条文等を会社法に準拠させるための所要の変更を行うものでありま

す。 

（７）以上の変更に伴い、所要の条数変更等を行うものであります。 

 

 

２．変更の内容 

 定款変更内容は、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 11 月 30 日（木曜日） 

  定款変更の効力発生日           平成 18 年 11 月 30 日（木曜日） 

以 上 



４．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現 行 定 款 変 更 案

第１章　総則 第１章　総則

（商号） （商号）

第１条　当会社は株式会社ベリテと称す

る。英文では、Vérité Co.,Ltd.と表示す

る。

第１条　当会社は、株式会社ベリテと称

し、英文では、Vérité Co.,Ltd.と表示す

る。

第２条　　（条文省略） 第２条　　（現行どおり）

（本店の所在地） （本店の所在地）

第３条　当会社は、本店を東京都渋谷区に

置く。

第３条　当会社は、本店を神奈川県横浜市

に置く。

（新　設） （機関）

第４条　当会社は、株主総会及び取締役の

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、電子公告により

行う。ただし、電子公告によることが出

来ない事故その他のやむを得ない事由が

生じたときは、日本経済新聞に掲載して

行う。

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、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） （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、

40,000,000株とする。ただし、株式の消

却が行われた場合には、これに相当する

株式数を減じる。

第６条　当会社の発行可能株式総数は、

40,000千株とし、39,375千株は普通株式

の発行可能株式数、375千株はＡ種優先株

式の発行可能株式数、125千株はＢ種優先

株式の発行可能株式数、125千株はＣ種優

先株式の発行可能株式数とする。

（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。

（自己株式の取得） （自己の株式の取得）

第６条　当会社は、商法第211条ノ３第１項

第２号の規定により、取締役会の決議を

もって自己株式を買い受けることができ

る。

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。
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現 行 定 款 変 更 案

（１単元の株式数） （単元株式数及び単元未満株券の不発行）

第７条　当会社の１単元の株式の数は、

1,000株とする。

第９条　当会社の単元株式数は、普通株

式、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ

種優先株式共に1千株とする。

（新　設） 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、株式取扱規程に定めるところに

ついてはこの限りでない。

（単元未満株券の不発行） （削　除）

第８条　当会社は、１単元の株式数に満た

ない株式に係る株券を発行しない。

（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

の割当て及び募集新株予約権の割当てを

受ける権利

（基準日） （削　除）

第９条　当会社は、毎決算期における最終

の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下

同じ）に記載または記録されている株主

（実質株主を含む。以下同じ）をもって､

その決算期に関する定時株主総会におい

て権利を行使すべき株主とする。

２　前項および定款に別段の定めある場合

を除き必要があるときは、取締役会の決

議により、あらかじめ公告のうえ一定の

日を定め、その日の最終の株主名簿に記

載または記録されている株主または登録

質権者をもって、その権利を行使すべき

株主または質権者とすることができる。
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現 行 定 款 変 更 案

（名義書換代理人） （株主名簿管理人）

第10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　名義書換代理人およびその事務取扱場

所は、取締役会の決議によって選定し、

これを公告する。

２　株主名簿管理人及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　当会社の株主名簿および株券喪失登録

簿は名義書換代理人の事務取扱場所に備

え置き、株式の名義書換、実質株主名

簿・株券喪失登録簿への記載または記

録、単元未満株式の買取り、その他株式

に関する事務は、名義書換代理人に取扱

わせ、当会社においてはこれを取扱わな

い。

３　当会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）、新株予約権原簿及び

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、新株予約権原簿及び株

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

を取り扱わない。

（株式取扱規程） （株式取扱規程）

第11条　当会社の株券の種類、株式の名義

書換、実質株主名簿・株券喪失登録簿へ

の記載または記録、単元未満株式の買取

り、その他株式に関する取扱いおよび手

数料については、取締役会において定め

る株式取扱規程による。

第12条　当会社の株式及び新株予約権に関

する取扱い及び手数料は、法令または本

定款のほか、取締役会において定める株

式取扱規程による。

（新　設） 第２章－２　優先株式

（剰余金の配当）

第13条　当会社はＡ種優先株式を有する株

主（以下「Ａ種優先株主」という。）、

Ａ種優先株式の登録株式質権者（以下

「Ａ種優先登録株式質権者」とい

う。）、Ｂ種優先株式を有する株主（以

下「Ｂ種優先株主」という。）、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。）、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「Ａ種、Ｂ種及びＣ種優

先株主」という。）及び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種優先登録質権者とあわせて

「Ａ種、Ｂ種及びＣ種優先登録株式質権

者」という。）に対して、剰余金の配当

は行わない。
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現 行 定 款 変 更 案

（残余財産の分配）

第14条　当会社は、残余財産の分配をする

場合には、以下の順序で行う。

　(1) 第一に、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2,400円（以下「Ａ種残余財

産分配額相当額」という。）を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。）及びＣ種優先株式を

有する株主（以下「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」

という。）と同順位にて支払う。

(2)上記(1)に基づく残余財産の配分後、

さらに残余がある場合には、Ａ種優先株

主またはＡ種優先登録株式質権者、Ａ種

優先株式と同順位の種類株式の株主また

は当該種類株式の登録株式質権者、普通

株主または普通登録株式質権者に対し

て、Ａ種優先株式及び他の種類株式につ

いては、当該時点において取得請求権が

行使されたと仮定した場合に当該株式の

株主が取得することができる普通株式の

数を基準として、普通株式を有する株主

または普通株式の登録株式質権者、Ｂ種

優先株主またはＢ種優先登録株式質権者

及びＣ種優先株主またはＣ種優先登録株

式質権者と同順位にて支払う。 

(3)Ａ種残余財産分配額相当額は、Ａ種優

先株式について株式分割、株式併合、そ

の他合理的に必要とされる事由が発生し

た場合に、取締役会の定めるところによ

り適切に調整されるものとする。ただ

し、かかる調整は、上記事項が行われる

直前のＡ種優先株式の経済的価値を維持

するものでなければならない。
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現 行 定 款 変 更 案

　２．(1) 第一に、Ｂ種優先株主またはＢ

種優先登録株式質権者に対して、Ｂ種優

先株式１株につき2,400円（以下「Ｂ種残

余財産分配額相当額」という。）を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

登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株

式質権者」という。）及びＣ種優先株式

を有する株主（以下「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」という。）と同順位にて支払う。

(2)上記(1)に基づく残余財産の配分後、

さらに残余がある場合には、Ｂ種優先株

主またはＢ種優先登録株式質権者、Ｂ種

優先株式と同順位の種類株式の株主また

は当該種類株式の登録株式質権者、普通

株主または普通登録株式質権者に対し

て、Ｂ種優先株式及び他の種類株式につ

いては、当該時点において取得請求権が

行使されたと仮定した場合に当該株式の

株主が取得することができる普通株式の

数を基準として、普通株式を有する株主

または普通株式の登録株式質権者、Ａ種

優先株主またはＡ種優先登録株式質権者

及びＣ種優先株主またはＣ種優先登録株

式質権者と同順位にて支払う。 

(3)Ｂ種残余財産分配額相当額は、Ｂ種優

先株式について株式分割、株式併合、そ

の他合理的に必要とされる事由が発生し

た場合に、取締役会の定めるところによ

り適切に調整されるものとする。ただ

し、かかる調整は、上記事項が行われる

直前のＢ種優先株式の経済的価値を維持

するものでなければならない。
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現 行 定 款 変 更 案

　３．(1) 第一に、Ｃ種優先株主またはＣ

種優先登録株式質権者に対して、Ｃ種優

先株式１株につき2,400円（以下「Ｃ種残

余財産分配額相当額」という。）を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

登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株

式質権者」という。）及び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。）と同順位にて支払う。

(2)上記(1)に基づく残余財産の配分後、

さらに残余がある場合には、Ｃ種優先株

主またはＣ種優先登録株式質権者、Ｃ種

優先株式と同順位の種類株式の株主また

は当該種類株式の登録株式質権者、普通

株主または普通登録株式質権者に対し

て、Ｃ種優先株式及び他の種類株式につ

いては、当該時点において取得請求権が

行使されたと仮定した場合に当該株式の

株主が取得することができる普通株式の

数を基準として、普通株式を有する株主

または普通株式の登録株式質権者、Ａ種

優先株主またはＡ種優先登録株式質権者

及びＢ種優先株主またはＢ種優先登録株

式質権者と同順位にて支払う。 

(3)Ｃ種残余財産分配額相当額は、Ｃ種優

先株式について株式分割、株式併合、そ

の他合理的に必要とされる事由が発生し

た場合に、取締役会の定めるところによ

り適切に調整されるものとする。ただ

し、かかる調整は、上記事項が行われる

直前のＣ種優先株式の経済的価値を維持

するものでなければならない。
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（議決権）

第15条　Ａ種、Ｂ種及びＣ種優先株主は、

株主総会において議決権を有する。

（取得請求権）

第16条　Ａ種、Ｂ種及びＣ種優先株主は、

払込期日の翌日以降平成38年12月６日ま

でに、以下に定める条件によりそれぞれ

Ａ種、Ｂ種及びＣ種優先株式を取得しこ

れと引換えに当会社普通株式を交付する

ことを請求することができる。

(1) 交付すべき普通株式の数

Ａ種、Ｂ種及びＣ種優先株式の取得と

引換えに交付すべき普通株式の数の算定

方法は、次のとおりとする。

交付すべき普

通 株 式 の 数
＝

Ａ種、Ｂ種及びＣ種優先株主が取得請

求のために提出したＡ種、Ｂ種及びＣ

種優先株式の払込金額の総額

交付価額

なお、交付すべき普通株式の数に１株

未満の端数が生じた場合には当該端数を

切り捨てるものとする。かかる場合、会

社法第167条第３項に定める金銭の交付は

行わない。

(2) 交付価額

①　当初交付価額

１株当たり　　金240円

－ 9 －



現 行 定 款 変 更 案

②　交付価額の調整

以下に掲げる事由が発生した場合に

は、それぞれ以下のとおり交付価額を

調整する。

(ⅰ) 株式の分割により当会社の普通株

式を発行する場合、以下の算式によ

り交付価額を調整する。ただし、以

下の算式における「発行済普通株式

数」には、当会社の有する当会社の

普通株式の数及び株式の分割により

当会社の有する当会社の普通株式に

割り当てられる株式の数を含まない

ものとする。
調整後交

付 価 額
＝

調整前交

付 価 額
×

株式分割前発行済普通株式数

株式分割後発行済普通株式数

調整後の交付価額は、株式の分割

のための基準日の翌日以降これを適

用する。

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式併合を行

うときは、株式併合の効力を生ずる

日をもって以下の算式により、交付

価額を調整する。ただし、以下の算

式における「発行済普通株式数」に

は、当会社の有する当会社の普通株

式の数は含まないものとする。
調整後交

付 価 額
＝

調整前交

付 価 額
×

株式併合前発行済普通株式数

株式併合後発行済普通株式数
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(ⅲ) 当会社は、Ａ種、Ｂ種及びＣ種優

先株式の発行後、下記(b) に挙げる

各事由により当会社普通株式数に変

更を生じる場合又は変更を生ずる可

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。

調整後交

付 価 額
＝

調整前交

付 価 額
×

既発行普

通株式数
＋

発行・交

付普通株

式 数

×
１株当たり

の払込金額

１株当たり時価

既発行普通株式数＋発行・交付普通

株式数

(a) 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

下記(b) ⅰ) 乃至ⅲ) 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

有する当会社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「１株当たりの払込金

額」は、下記(b) ⅱ) 及びⅲ) の

場合は下記(b) ⅳ) で定める対価

の額とする。

(b) 交付価額調整式によりＡ種、Ｂ

種及びＣ種優先株式の交付価額の

調整を行う場合及びその調整後の

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。
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ⅰ) 下記(c) に定める時価を下回

る払込金額をもって当会社普通

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、取得請求権付株式若しくは

取得条項付新株予約権の取得と

引換えに交付する場合又は当会

社普通株式の交付を請求できる

新株予約権その他の証券若しく

は権利の転換、交換又は行使に

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。）又は

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、

当会社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

又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) 取得請求権付株式であって、

その取得と引換えに下記(c) に

定める時価を下回る対価（以下

に定義される。）をもって当会

社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。）、又は下

記(c) に定める時価を下回る対

価をもって当会社普通株式の交

付を請求できる新株予約権その

他の証券若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、Ａ種優先株

式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先

株式について、同時に発行され

る他の種類株式の発行を除

く。）
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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

権その他の証券又は権利（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、交換又は行使され当会社普

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）

又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

えるため又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

又は行使に際して交付される当

会社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

換又は行使され当会社普通株式

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。
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ⅲ) 当会社の発行した取得条項付

株式又は取得条項付新株予約権

の取得と引換えに下記(c) に定

める時価を下回る対価をもって

当会社普通株式を交付する場合

調整後の交付価額は、取得日の

翌日以降これを適用する。上記

にかかわらず、上記取得条項付

株式又は取得条項付新株予約権

に関して当該調整前にⅱ) 又は

ⅴ) による交付価額の調整が行

われている場合には、（あ）上

記交付が行われた後の上記(a) 

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

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、（い）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ⅲ) の調整は行わない

ものとする。

ⅳ) 上記ⅱ) 及びⅲ) における対

価とは、当該株式又は新株予約

権その他の証券若しくは権利の

発行に際して払込みがなされた

額（上記ⅱ）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

又は行使に際して当該株式又は

新株予約権その他の証券若しく

は権利の所持人に交付される当

会社普通株式以外の財産の価額

を控除した金額を、その取得又

は行使に際して交付される当会

社普通株式の数で除した金額を

いう。
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ⅴ) 上記ⅰ) 及びⅱ) 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

総会又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) 及びⅱ) 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、Ａ種、Ｂ種及

びＣ種優先株式の取得と引換え

に当会社普通株式を交付する取

得請求権の行使をなした者に対

しては、次の算出方法により、

当会社普通株式を交付するもの

とする。

株式数 ＝

（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

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

の交付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。

(c) 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、上記(b) ⅴ) の場合

は基準日）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。）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。
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③　上記②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又は一部の承

継、又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) その他当会社普通株式数の変更又

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、Ａ種優先株式、Ｂ種

優先株式及びＣ種優先株式につい

て、他の種類の種類株式の交付価額

の調整の場合を除く。）。

(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。

④　交付価額の調整に際して計算が必要

な場合は、円位未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を四捨五入する。

⑤　交付価額の調整に際し計算を行った

結果、調整後交付価額と調整前交付価

額との差額が１円未満にとどまるとき

は、交付価額の調整はこれを行わな

い。ただし、その後交付価額の調整を

必要とする事由が発生し、交付価額を

算出する場合には、調整前交付価額は

この差額を差引いた（上記②（ⅱ) に

あっては加算した）額とする。
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⑥　上記②乃至④により交付価額の調整

を行うときは、当会社は、予め書面に

よりその旨並びにその事由、調整前の

交付価額、調整後の交付価額及びその

適用の日その他必要な事項を株主名簿

に記載された各Ａ種、Ｂ種及びＣ種優

先株主に通知する。ただし、上記②

(ⅲ)(b) ⅴ) 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。

(3) 取得請求の効力の発生

取得請求の効力は、取得請求に要する

書類及びＡ種、Ｂ種及びＣ種優先株式の

株券が当会社の定める取得請求受付場所

に到着したときに発生する。ただし、Ａ

種、Ｂ種及びＣ種優先株式の株券が発行

されていないときは、株券の提出を要し

ない。

（取得条項）

第17条　当会社は、Ｂ種優先株式の全部又

は一部を、払込期日の翌日以降いつで

も、当会社の取締役会が別に定める日を

もって、Ｂ種優先株式１株につき、2,800

円（以下「Ｂ種優先株式取得対価」とい

う。）を支払うことにより、Ｂ種優先株

主又はＢ種優先登録株式質権者の意思に

かかわらず、Ｂ種優先株主又はＢ種優先

登録株式質権者に対して金銭を支払うこ

とと引換えに取得することができる。一

部を取得するときは、抽選又は按分比例

の方法により行う。

２．当会社は、取締役会決議に基づいて、

Ｃ種優先株式の全部又は一部を、いつで

も、Ｃ種優先株式１株につき、3,050円

（以下「Ｃ種優先株式取得対価」とい

う。）を支払うことにより、Ｃ種優先株

主又はＣ種優先登録株式質権者の意思に

かかわらず、Ｃ種優先株主又はＣ種優先

登録株式質権者に対して金銭を支払うこ

とと引換えに取得することができる。

－ 17 －



現 行 定 款 変 更 案

３．Ｂ種優先株式取得対価及びＣ種優先株

式取得対価は、それぞれＢ種優先株式及

びＣ種優先株式について株式分割、株式

併合、その他合理的に必要とされる事由

が発生した場合に、取締役会の定めると

ころにより適切に調整されるものとす

る。ただし、かかる調整は、それぞれ上

記事項が行われる直前のＢ種優先株式及

びＣ種優先株式の経済的価値を維持する

ものでなければならない。

（株式の分割又は併合、募集株式の割当を

受ける権利等）

第18条　当会社は、法令に定める場合を除

き、Ａ種、Ｂ種及びＣ種優先株式につい

ての株式の分割又は併合を行わない。当

会社は、Ａ種、Ｂ種及びＣ種優先株主に

対しては、募集株式又は募集新株予約権

の割当てを受ける権利を与えず、また株

式無償割当て又は新株予約権無償割当て

は行わない。

（優先順位）

第19条　Ａ種、Ｂ種及びＣ種優先株式相互

の残余財産の分配の順位は同順位とす

る。

第３章　株主総会 第３章　株主総会

（招集の時期） （招集）

第12条　当会社の定時株主総会は、毎年４

月に招集し、臨時株主総会は、必要ある

場合にこれを招集する。

第20条　当会社の定時株主総会は、毎年６

月にこれを招集し、臨時株主総会は、必

要ある場合に随時これを招集する。

（新　設） （定時株主総会の基準日）

第21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。

－ 18 －



現 行 定 款 変 更 案

（招集者および議長） （招集権者及び議長）

第13条　株主総会は、法令に別段の定めあ

る場合を除き、取締役会の決議によりそ

の日時、場所および会議の目的たる事項

を定め取締役社長がこれを招集しその議

長となる。取締役社長に事故ある場合

は、あらかじめ取締役会が定めた順序に

したがい、他の取締役がこれに代わる。

第22条　株主総会は、取締役社長がこれを

招集し、議長となる。

２　取締役社長に事故があるときは、取締

役会においてあらかじめ定めた順序に従

い、他の取締役が株主総会を招集し、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23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

及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｡

（決議の方法） （決議の方法）

第14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

た株主の議決権の過半数をもってこれを

行う。

第24条　株主総会の決議は、法令または本

定款に別段の定めがある場合を除き、出

席した議決権を行使することができる株

主の議決権の過半数をもって行う。

２　商法第343条の定める特別決議は、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

もってこれを行う。

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。

（議決権の代理行使） （議決権の代理行使）

第15条　株主は、当会社の議決権を有する

他の株主を代理人として、その議決権を

行使することができる。

第25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。

２　前項の場合、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。

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。
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（株主総会の議事録） （議事録）

第16条　株主総会における議事の経過要領

およびその結果は議事録に記載または記

録し、議長ならびに出席した取締役がこ

れに記名捺印または電子署名する。

第26条　株主総会における議事について

は、法令で定めるところにより、議事録

を作成する。

（新　設） （種類株主総会への準用）

第27条　第22条、第23条、第25条及び第26

条の規定は、種類株主総会にこれを準用

する。

２　第21条の規定は、定時株主総会におい

て決議する事項が、当該決議のほか、種

類株主総会の決議を必要とする場合にお

ける当該種類株主総会にこれを準用す

る。

３　第24条第１項の規定は、会社法第324条

第１項の規定によるべき種類株主総会の

決議にこれを準用する。

４　第24条第２項の規定は、会社法第324条

第２項に定める種類株主総会の決議にこ

れを準用する。

第４章　取締役および取締役会 第４章　取締役及び取締役会

（取締役の員数） （員数）

第17条　当会社の取締役は、８名以内とす

る。

第28条　当会社の取締役は、８名以内とす

る。

（取締役の選任） （選任方法）

第18条　取締役は、株主総会において選任

する。

第29条　取締役は、株主総会において選任

する。

２　取締役の選任については、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これを

行う。

２　取締役の選任決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決権

の過半数をもって行う。

３　取締役の選任決議は、累積投票によら

ない。

３　取締役の選任決議は、累積投票によら

ないものとする。

（取締役の任期） （任期）

第19条　取締役の任期は、就任後１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　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の終結の時までとす

る。

（代表取締役） （代表取締役及び役付取締役）

第20条　当会社を代表する取締役は、取締

役会の決議により選任する。

第31条　取締役会は、その決議によって代

表取締役を選定する。
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２　代表取締役は、取締役会の決議に基づ

き、当会社を代表し業務を執行する。

２　取締役会は、その決議によって取締役

会長、取締役社長各１名、取締役副社

長、専務取締役、常務取締役各若干名を

定めることができる。

（新　設） （取締役会）

第32条　取締役会は、法令または本定款で

定める事項のほか、当会社の業務に関す

る重要な事項を決定する。

（役付取締役および相談役） （削　除）

第21条　当会社は、取締役会の決議により､

取締役社長１名を選任し、また必要に応

じ取締役会長、取締役副会長、取締役副

社長各１名および専務取締役、常務取締

役各若干名を置くことができる。

２　取締役会の決議により、取締役相談役

を置くことができる。

（取締役会の招集権者及び議長） （招集権者及び議長）

第22条　取締役会は、法令に別段の定めあ

る場合を除き、取締役会長がこれを招集

し、その議長となる。

第33条　取締役会は、法令に別段の定めあ

る場合を除き、取締役社長がこれを招集

し、議長となる。

２　取締役会長を置かない場合または取締

役会長に事故ある場合は取締役社長がこ

れに当たり、取締役社長に事故ある場合

はあらかじめ取締役会が定めた順序にし

たがい、他の取締役がこれに代わる。

２　取締役社長に事故があるときは、取締

役会においてあらかじめ定めた順序に従

い、他の取締役が取締役会を招集し、議

長となる。

３　取締役会の招集通知は各取締役および

各監査役に対して会日の３日前までに発

するものとする。ただし、緊急の場合に

はこの期間を短縮することができる。

（削　除）

（新　設） （招集通知）

第34条　取締役会の招集通知は、会日の３

日前までに各取締役及び各監査役に対し

て発する。ただし、緊急の必要があると

きは、この期間を短縮することができる｡

 ２　取締役及び監査役の全員の同意がある

ときは、招集の手続きを経ないで取締役

会を開催することができる。

（取締役会の決議の方法） （決議方法）

第23条　取締役会の決議は、取締役の過半

数が出席し、その出席取締役の過半数を

もってこれを行う。

第35条　取締役会の決議は、議決に加わる

ことができる取締役の過半数が出席し、

出席した取締役の過半数をもって行う。

－ 21 －



現 行 定 款 変 更 案

（新　設） ２　当会社は、会社法第370条の要件を満た

す場合は、取締役会の決議の目的である

事項につき、取締役会の決議があったも

のとみなす。

（取締役会規程） （取締役会規程）

第24条　取締役会の運営については、法令

または定款に別段の定めある場合を除

き、取締役会の定める取締役会規程によ

る。

第36条　取締役会に関する事項は、法令ま

たは本定款のほか、取締役会において定

める取締役会規程による。

（取締役会の議事録） （議事録）

第25条　取締役会における議事の経過の要

領およびその結果は、議事録に記載また

は記録し、出席した取締役および監査役

がこれに記名捺印または電子署名する。

第37条　取締役会における議事について

は、法令で定めるところにより、議事録

を作成し、出席した取締役及び監査役

は、これに記名押印または電子署名を行

う。

（取締役の報酬および退職慰労金） （報酬等）

第26条　取締役の報酬および退職慰労金

は、株主総会の決議により定める。

第38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、株主総会の決議によって定める。

（新　設） （取締役の責任免除）

第39条　当会社は、会社法第426条第１項の

規定により、任務を怠ったことによる取

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。

 ２　当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、社外取締役との間に、任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。ただし､

当該契約に基づく責任の限度額は、法令

が規定する額とする。

第５章　監査役および監査役会 第５章　監査役及び監査役会

（監査役の員数） （員数）

第27条　当会社の監査役は、４名以内とす

る。

第40条　当会社の監査役は、４名以内とす

る。

（監査役の選任） （選任方法）

第28条　監査役は、株主総会において選任

する。

第41条　監査役は、株主総会において選任

する。
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２　監査役の選任については、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これを

行う。

２　監査役の選任決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決権

の過半数をもって行う。

（監査役の任期） （任期）

第29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42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　補欠により選任された監査役の任期

は、前任者の残任期間と同一とする。

２　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。

（新　設） （監査役会）

第43条　監査役会は、法令または本定款で

定める事項のほか、当会社における監査

の方針、業務及び財産の状況の調査の方

法その他の監査役の職務の執行に関する

事項を決定する。

（常勤監査役） （常勤の監査役）

第30条　監査役は、互選により常勤監査役

を選任する。

第44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。

（監査役会の招集通知） （招集通知）

第31条　監査役会の招集通知は、各監査役

に対して会日の３日前までに発するもの

とする。ただし、緊急の場合にはこの期

間を短縮することができる。

第45条　監査役会の招集通知は、会日の３

日前までに各監査役に対して発する。た

だし、緊急の必要があるときは、この期

間を短縮することができる。

（新　設） ２　監査役全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ないで監査役会を開催する

ことができる。

（監査役会の決議の方法） （決議方法）

第32条　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

もってこれを行う。

第46条　監査役会の決議は、法令に別段の

定めがある場合を除き、監査役の過半数

をもってこれを行う。

（監査役会規程） （監査役会規程）

第33条　監査役会の運営については、法令

または定款に別段の定めある場合を除

き、監査役会の定める監査役会規程によ

る。

第47条　監査役会に関する事項は、法令ま

たは本定款のほか、監査役会において定

める監査役会規程による。
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（監査役会の議事録） （議事録）

第34条　監査役会における議事の経過の要

領およびその結果は、議事録に記載また

は記録し、出席した監査役がこれに記名

捺印または電子署名する。

第48条　監査役会における議事について

は、法令で定めるところにより、議事録

を作成し、出席した監査役は、これに記

名押印または電子署名を行う。

（監査役の報酬および退職慰労金） （報酬等）

第35条　監査役の報酬および退職慰労金

は、株主総会の決議により定める。

第49条　監査役の報酬等は、株主総会の決

議によって定める。

（新　設） （監査役の責任免除）

第50条　当会社は、会社法第426条第１項の

規定により、任務を怠ったことによる監

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。

 ２　当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、社外監査役との間に、任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。ただし､

当該契約に基づく責任の限度額は、法令

が規定する額とする。

（新　設） 第６章　会計監査人

 （選任方法）

第51条　会計監査人は、株主総会において

選任する。

 （任期）

第52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

のに関する定時株主総会の終結の時まで

とする。

 ２　前項の定時株主総会において別段の決

議がなされないときは、当該定時株主総

会において再任されたものとする。

 （報酬等）

第53条　会計監査人の報酬等は、代表取締

役が監査役会の同意を得て定める。

第６章　計算 第７章　計算

（営業年度および決算期） （事業年度）

第36条　当会社の営業年度は、毎年２月１

日から翌年１月31日までとし、毎営業年

度の末日を決算期とする。

第54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。
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（利益配当金） （剰余金の配当の基準日）

第37条　当会社の利益配当金は、毎決算期

における株主名簿に記載または記録され

た最終の株主または登録質権者に対して

これを支払う。

第55条　当会社の期末配当の基準日は、毎

年３月31日とする。

（中間配当） （中間配当）

第38条　当会社は、取締役会の決議によ

り、毎年７月31日の株主名簿に記載また

は記録された最終の株主または登録質権

者に対して、商法第293条ノ５の規定に基

づく金銭の分配（以下中間配当という）

をすることができる。

第56条　当会社は、取締役会の決議によ

り、毎年９月30日を基準日として中間配

当をすることができる。

（配当金の除斥期間） （配当金の除斥期間）

第39条　利益配当金および中間配当金が、

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

払義務を免れるものとする。

第57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

なお受領されないときは、当会社はその

支払義務を免れるものとする。

２　未払の利益配当金および中間配当金に

対しては、利息をつけない。

２　前項の金銭には利息をつけない。

（新　設） （附則）

第１条　第20条の規定にかかわらず、第62

期事業年度の定時株主総会の招集につい

ては平成19年４月とする。

第63期事業年度の定時株主総会の招集に

ついては平成20年１月とする。

２　第21条の規定にかかわらず、第62期事

業年度の定時株主総会の議決権の基準日

については平成19年１月31日とする。第

63期事業年度の定時株主総会の議決権の

基準日については平成19年10月31日とす

る。

３　第54条の規定にかかわらず、第62期事

業年度については平成18年２月１日から

平成19年１月31日までの12ヶ月とする。

第63期事業年度は平成19年２月１日から

平成19年10月31日までの９ヶ月とし、第

64期事業年度は平成19年11月１日から平

成20年３月31日までの５ヶ月とする。
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４　第55条の規定にかかわらず、第62期事

業年度の剰余金の配当の基準日について

は平成19年１月31日とする。第63期事業

年度の剰余金の配当の基準日については

平成19年10月31日とする。

５　第56条の規定にかかわらず、第63期事

業年度の中間配当の基準日については平

成19年７月31日とする。

６　本条附則は期日経過後これを削除する｡

第２条　第３条の変更は、臨時株主総会終

結後開催される取締役会において決定す

る本店移転日をもって効力を生ずる。な

お本条附則は、効力発生日経過後これを

削除する。
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