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平成１９年３月３０日 

各  位 

コード番号  ８２３６ 東証第一部 

会 社 名 丸善株式会社 

代 表 者 名 取締役社長 村 田 誠 四 郎 

開 示 窓 口 コーポレート・ガバナンス室 

            室 長  田 中 孝 久 

電 話 番 号 ０３－３２７２－７０３２ 

 

 

定款の変更に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において、平成19年4月26日開催予定の第198期定時株主総会に、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. 変更の理由 

(1) 将来の人材の派遣事業の展開に備えるため、当社事業の目的に労働者派遣事業を追加するもので

あります。(変更案第２条) 

(2) 代理人による議決権行使について、議決権を行使する当社株主さまの人数に関する規定が無かった

ため、その規定を追加するものであります。(変更案第19条) 

(3) ｢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。以下「整備法」という）が平成18年５月１日に施行されたことに伴い、｢会社法」及

び「整備法」に基づき、当社現行定款につき、次のとおり所要の変更を行うものであります。 

① 単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株式の権利を限定するための規定を新設

するものであります。(変更案第10条) 

② 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

ーネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設するものであります。

(変更案第17条) 

③ 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役の書面又は電磁的記録による意思表示に基づき取

締役会の決議があったものとみなすことを可能にするための規定を新設するものであります。(変

更案第27条) 

④ 社外監査役が期待された役割を十分に発揮できるように、社外監査役との間で、会社法第427条

の定める社外監査役の責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。

（変更案第38条） 

⑤ ｢整備法」に定める経過措置の規定により定款にその定めがあるとみなされる事項に関し、規定の

新設及び所要の変更を行うものです。 

1) 当会社に、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を置く旨の定め（変更案第４条） 

2) 当会社は株券を発行する旨の定め（変更案第７条） 

3) 当会社は株主名簿管理人を置く旨の定め（変更案第11条） 

(4) 上記の変更等に伴い、見出しの追加、句読点の追加、構成の整理、文言の修正、追加、削除を行うとと

もに、条数及び条項等の調整を行うなど規定の整備を図るものであります。 

 



2. 変更の内容 

    変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

3．日程 

    定款変更のための株主総会開催日   平成19年4月26日（木曜日） 

定款変更の効力発生日        平成19年4月26日（木曜日） 

 

 

■上記についてのお問合せは、以下までお願いいたします。 

 
【お問い合わせ先】 

丸善株式会社 コーポレート・ガバナンス室 田中、栗原   ℡03－3272－7032 
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別 紙 
（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 
 
第１条 当会社は丸善株式会社と称し
Maruzen Company, Limitedと英訳する 

(商号) 
第１条 当会社は、丸善株式会社と称し、英
文ではMaruzen Company, Limitedと表示する
｡

 
第２条 当会社は次の業務を営むことを目
的とする 

(目的) 
第２条 当会社は、次の業務を営むことを目
的とする｡

1.～18.   (省略） 1.～18.  （現行どおり） 
（新設） 

19. 以上各号に付帯する一切の業務 
  

19. 労働者派遣事業 
20. 以上各号に付帯する一切の業務 

 
第３条 当会社は本店を東京都中央区に置
く 

(本店の所在地) 
第３条 当会社は、本店を東京都中央区に置
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

 
第４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 

(公告方法) 
第５条 当会社の公告方法は、電子公告とす
る。ただし、事故その他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 
 
第５条 当会社の発行する株式の総数は３
億株とし、このうち２億9990万株は普通株
式、10万株は優先株式とする 
優先株式のうち11,120株は第１回Ａ種優先
株式、11,120株は第１回Ｂ種優先株式、
11,120株は第１回Ｃ種優先株式、11,120株
は第１回Ｄ種優先株式、7,410株は第１回Ｅ
種優先株式、7,410株は第１回Ｆ種優先株
式、7,410株は第１回Ｇ種優先株式、7,410
株は第１回Ｈ種優先株式とする 
但し普通株式の消却又は優先株式の消却
もしくは普通株式への転換が行なわれた場
合にはこれに相当する株式数を減ずる

(発行可能株式総数) 
第６条 当会社の発行可能株式総数は３億株
とし、当会社の普通株式、第１回Ａ種優先株
式、第１回Ｂ種優先株式、第１回Ｃ種優先株
式、第１回Ｄ種優先株式、第１回Ｅ種優先株
式、第１回Ｆ種優先株式、第１回Ｇ種優先株
式、第１回Ｈ種優先株式の発行可能種類株
式総数は、それぞれ、299,900,000株、11,120
株、11,120株、11,120株、11,120株、7,410
株、7,410株、7,410株、7,410株とする｡ 
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現 行 定 款 変  更  案 

（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｡

 

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

自己株式を買受けることができる 

(自己の株式の取得) 

第８条 当会社は、会社法第165条第2項の規

定により、取締役会の決議をもって自己の

株式を取得することができる。

第７条 当会社の１単元の株式の数は、普通株式

については1,000株、優先株式については１

株とする 

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 但し「株式取扱規定」に定め

るところについてはこの限りではない 

(単元株式数及び単元未満株券の不発行) 

第９条 当会社の単元株式数は、普通株式

については1,000株、優先株式については1

株とする｡

2  当会社は、第７条の規定にかかわら

ず、単元未満株式に係わる株券を発

行しない。但し「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｡

（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

第８条 当会社の発行する株券の種類、株式

の名義書換、質権の登録、株券の再発行、

株券喪失登録の手続き、単元未満株式の買

取りその他株式に関する取扱については定

款に定めるもののほか取締役会の定める「株

式取扱規定」 による 

（第12条に移設） 
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現 行 定 款 変  更  案 

 

第９条 当会社は株式につき名義書換代理人を

置く 

名義書換代理人及びその事務取扱場所は取

締役会の決議により選定しこれを公告する 当

会社の株主名簿及び実質株主名簿並びに株

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

及び信託財産の表示又はこれらの抹消、株券

喪失登録の手続き、単元未満株式の買取り、株

券の交付、届出の受理、実質株主通知の受理

その他株式に関する事務は名義書換代理人に

取扱わせ当会社においてはこれを取扱わない 

(株主名簿管理人) 

第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く｡

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（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並びに備置

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、これを株主名簿管理人に委託し、

当会社においては取り扱わない｡

（第８条を移設） (株式取扱規定) 

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、法令又は本定

款のほか、取締役会において定める「株式

取扱規定」による｡

第10条 株主（実質株主を含む、以下同じ）及び

登録質権者又はその法定代理人はその氏名、

住所及び印鑑を当会社の名義書換代理人に

届け出なければならない これを変更したときも

亦同様である

(削除) 

第11条 株主、株主名簿に記載された質権者又

はその法定代理人であって日本国内に住所又

は居所を有しないものは日本国内に仮住所を

設け又は日本国内に住所若しくは居所を有す

る代理人を定めこれを当会社の名義書換代理

人に届け出なければならない その変更があっ

たときも亦同様である

(削除) 

第12条 当会社は毎年１月31日の最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載又は記録された議

決権を有する株主を以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 

本定款に定めるもののほか必要があるときは取

締役会の決議により予め公告して一定の日現

在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は

記録された株主又は登録質権者を以てその権

利を行使すべき株主又は登録質権者とする

（第15条に移設） 
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現 行 定 款 変  更  案 

第２章の２  優先株式 第２章の２  優先株式 

第13条 当会社の発行する第１回Ａ種優先株式

の内容は、次の通りとする 

第13条 当会社の発行する第１回Ａ種優先

株式の内容は、次の通りとする｡

1. 当会社は、利益配当を行なうときは、各決

算期日最終の株主名簿に記載又は記録

された第１回Ａ種優先株式を有する株主

（以下「第１回Ａ種優先株主」という）又は

第１回Ａ種優先株式の登録質権者 (以下

「第１回Ａ種優先登録質権者」という)に対

し、各決算期日最終の株主名簿に記載又

は記録された当会社普通株式を有する株

主 (以下「普通株主」という)及び当会社普

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、第１回Ａ種優先株

式１株につき下記に定める額の利益配当

金（以下「第１回Ａ種優先配当金」という）

を支払う 但し、平成18年１月31日に終了

する営業年度及び平成19年１月31日に終

了する営業年度における第１回Ａ種優先

配当金の支払いは行なわない 

1. 当会社は、剰余金の配当を行うとき

は、各事業年度末日最終の株主名簿

に記載又は記録された第１回Ａ種優

先株式を有する株主（以下「第１回Ａ

種優先株主」という｡）又は第１回Ａ種

優先株式の登録株式質権者 (以下

「第１回Ａ種優先登録株式質権者」と

いう｡)に対し、各事業年度末日最終の

株主名簿に記載又は記録された当会

社普通株式を有する株主（以下「普通

株主」という｡） 及び当会社普通株式

の登録株式質権者 (以下「普通登録

株式質権者」という｡) に先立ち、第１

回Ａ種優先株式１株につき下記に定

める額の配当（以下「第１回Ａ種優先

配当金」という｡）を行う｡ 但し、平成18

年１月31日に終了する事業年度及び

平成19年１月31日に終了する事業年

度における第１回Ａ種優先配当金の

支払いは行わない｡

(2) 第１回Ａ種優先配当金の額は、第１回Ａ種

優先株式の発行価額 (135,000円）に、そ

れぞれの営業年度毎に下記の配当年率

（以下 ｢第１回Ａ種優先配当年率」という）

を乗じて算出した額とする 第１回Ａ種優

先配当金は、円位未満小数第４位まで算

出し、その小数第４位を四捨五入する 

(2) 第１回Ａ種優先配当金の額は、第１回

Ａ種優先株式の払込金額 (135,000

円）に、それぞれの事業年度毎に下

記の配当年率（以下 ｢第１回Ａ種優

先配当年率」という｡) を乗じて算出し

た額とする｡ 第１回Ａ種優先配当金

は、円位未満小数第４位まで算出し、

その小数第４位を四捨五入する｡

② 第１回Ａ種優先配当年率は、平成19年

２月１日以降、次回配当年率修正日（下

記④に定義される）の前日までの各営

業年度について、以下の算式によりそ

れぞれ計算される年率とする 

② 第１回Ａ種優先配当年率は、平成

19年２月１日以降、次回配当年率

修正日（下記④に定義される｡）の

前日までの各事業年度について、

以下の算式によりそれぞれ計算さ

れる年率とする｡
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現 行 定 款 変  更  案 

平成20年１月31日に終了する営業年

度 

第１回Ａ種優先配当年率＝日本円

TIBOR（６ヶ月物）＋3.00％ 

平成21年１月31日に終了する営業年

度 

第１回Ａ種優先配当年率＝日本円

TIBOR（６ヶ月物）＋3.50％ 

平成22年１月31日に終了する営業年

度 

第１回Ａ種優先配当年率＝日本円

TIBOR（６ヶ月物）＋4.00％ 

平成23年１月31日に終了する営業年

度 

第１回Ａ種優先配当年率＝日本円

TIBOR（６ヶ月物）＋4.50％ 

平成24年１月31日に終了する営業年

度から平成28年１月31日に終了する営

業年度まで 

第１回Ａ種優先配当年率＝日本円

TIBOR（６ヶ月物）＋7.50％ 

平成29年１月31日に終了する営業年

度以降 

第１回Ａ種優先配当年率＝日本円

TIBOR（６ヶ月物）＋10.00％ 

平成20年１月31日に終了する事業

年度 

第１回Ａ種優先配当年率＝日本

円TIBOR（６ヶ月物）＋3.00％ 

平成21年１月31日に終了する事業

年度 

第１回Ａ種優先配当年率＝日本

円TIBOR（６ヶ月物）＋3.50％ 

平成22年１月31日に終了する事業

年度 

第１回Ａ種優先配当年率＝日本

円TIBOR（６ヶ月物）＋4.00％ 

平成23年１月31日に終了する事業

年度 

第１回Ａ種優先配当年率＝日本

円TIBOR（６ヶ月物）＋4.50％ 

平成24年１月31日に終了する事業

年度から平成28年１月31日に終了

する事業年度まで 

第１回Ａ種優先配当年率＝日本

円TIBOR（６ヶ月物）＋7.50％ 

平成29年１月31日に終了する事業

年度以降 

第１回Ａ種優先配当年率＝日本

円TIBOR（６ヶ月物）＋10.00％ 

③ 第１回Ａ種優先配当年率は、％未満小

数第４位まで算出し、その小数第４位を

四捨五入する 

③ 第１回Ａ種優先配当年率は、％未

満小数第４位まで算出し、その小

数第４位を四捨五入する｡

④ ｢配当年率修正日｣は、平成20年２月１

日及び、以降毎年２月１日とする 当日

が銀行休業日の場合は前営業日を配

当年率修正日とする 

④ ｢配当年率修正日」は、平成20年２

月１日及び、以降毎年２月１日とす

る。当日が銀行休業日の場合は前

営業日を配当年率修正日とする｡
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現 行 定 款 変  更  案 

⑤ ｢日本円TIBOR（６ヶ月物)｣ は、平成

19年２月１日又は各配当年率修正日

及びその直後の８月１日（当日が銀行

休業日の場合は前営業日）の２時点

（以下第13条においてそれぞれ「優先

配当決定基準日」という）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 当該平均値の算出にあ

たり、優先配当決定基準日に日本円６

ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オ

ファード・レートが公表されない場合、

これに代えて、同日（当日がロンドンに

おける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又はこれに準

ずるものと認められるものを用いるもの

とする 

⑤ ｢日本円TIBOR（６ヶ月物）｣ は、平成

19年２月１日又は各配当年率修正日

及びその直後の８月１日（当日が銀

行休業日の場合は前営業日）の２時

点（以下第13条においてそれぞれ

「優先配当決定基準日」という。）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｡ 当該

平均値の算出にあたり、優先配当決

定基準日に日本円６ヶ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レー

トが公表されない場合、これに代え

て、同日（当日がロンドンにおける銀

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又はこれに準ず

るものと認められるものを用いるものと

する｡

(3) 当会社は、ある営業年度において第１回

Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録

質権者に対し、第１回Ａ種優先配当金の

一部又は全部が支払われないときは、そ

の不足額を翌営業年度以降に累積し、

累積した不足額（以下「第１回Ａ種優先

株式累積未払配当金」という) について

は、第１回Ａ種優先配当金に先立ってこ

れを第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種

優先登録質権者に支払う 

(3)当会社は、ある事業年度において第１回

Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録

株式質権者に対し、第１回Ａ種優先配

当金の一部又は全部が支払われないと

きは、その不足額を翌事業年度以降に

累積し、累積した不足額（以下「第１回

Ａ種優先株式累積未払配当金」という。

） については、第１回Ａ種優先配当金

に先立ってこれを第１回Ａ種優先株主

又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に

支払う｡

(4) 第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先

登録質権者に対しては、第１回Ａ種優先

配当金を超えて配当は行なわない 

(4) 第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優

先登録株式質権者に対しては、第１回

Ａ種優先配当金を超えて配当は行わな

い｡
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現 行 定 款 変  更  案 

2. 当会社の残余財産を分配するときは、第
１回Ａ種優先株主又は第１回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、第１回Ａ種優先株式
１株につき135,000円及び第１回Ａ種優先
株式累積未払配当金相当額の合計額
（以下「第１回Ａ種優先残余財産分配金」
という）を支払う 

2. 当会社の残余財産を分配するときは、
第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優
先登録株式質権者に対し、普通株主及
び普通登録株式質権者に先立ち、第１
回Ａ種優先株式１株につき135,000円及
び第１回Ａ種優先株式累積未払配当金
相当額の合計額（以下「第１回Ａ種優先
残余財産分配金」という｡）を支払う｡

(2) 第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先
登録質権者に対しては、第１回Ａ種優先
残余財産分配金のほか、残余財産の分
配は行なわない 

(2) 第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優
先登録株式質権者に対しては、第１回
Ａ種優先残余財産分配金のほか、残余
財産の分配は行わない｡

3. 第１回Ａ種優先株主及び第１回Ａ種優先
登録質権者は、平成19年以降の毎年定
時株主総会開催日（同日を含む）から毎
同年12月末日 (同日を含む)までの期間
において、当会社の前営業年度の配当
可能利益から、当該前営業年度に関する
定時株主総会において利益から配当し又
は支払うものと定めた額を控除した額を、
償還請求日が属する営業年度における
償還の上限として、第１回Ａ種優先株式
の全部又は一部の償還請求を行なうこと
ができ、当会社は、当該償還請求のあっ
た日から１ヶ月以内に、法令の定めに従
い償還手続きを行なうものとする 

3. 第１回Ａ種優先株主及び第１回Ａ種優
先登録株式質権者は、平成19年以降
の毎年定時株主総会開催日（同日を含
む。）から毎同年12月末日 (同日を含
む。)までの期間において、当会社の前
事業年度の分配可能額から、当該前事
業年度に関する定時株主総会におい
て剰余金として配当し又は支払うものと
定めた額を控除した額を、償還（以下で
定義される。）請求日が属する事業年度
における償還の上限として、第１回Ａ種
優先株式の全部又は一部を取得し、こ
れと引換えに金銭を交付すること（以
下、優先株式の全部又は一部の取得と
引換えに金銭を交付することを「償還」
という。）の請求を行うことができ、当会
社は、当該償還請求のあった日から１ヶ
月以内に、法令の定めに従い償還手続
きを行うものとする｡

(2) 同日において、上記の上限額を超えて各
種優先株式を有する株主及び登録質権
者からの償還請求があった場合、上記の
限度額を償還請求があった各種優先株
式の発行価額総額に応じて按分比例した
金額を当該優先株式の償還限度額とし、
償還すべき第１回Ａ種優先株式は当該償
還限度額の範囲内で抽選その他の方法
により決定する 

(2) 同日において、上記の上限額を超えて
各種優先株式を有する株主及び登録
株式質権者からの償還請求があった場
合、上記の限度額を償還請求があった
各種優先株式の払込金額総額に応じ
て按分比例した金額を当該優先株式の
償還限度額とし、償還すべき第１回Ａ種
優先株式は当該償還限度額の範囲内
で抽選又は按分比例の方法により決定
する｡
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現 行 定 款 変  更  案 

(3) 当会社は、第１回Ａ種優先株主及び第

１回Ａ種優先登録質権者に対し、償還

の対価として、１株当たり金135,000円

に、償還日の属する営業年度における

第１回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（小数第３位まで算出し、

その小数第３位を四捨五入する）並びに

第１回Ａ種優先株式累積未払配当金相

当額の合計額を加算した額を支払うも

のとする 

(3) 当会社は、第１回Ａ種優先株主及び第

１回Ａ種優先登録株式質権者に対し、

償還の対価として、 １株当たり金

135,000円に、償還日の属する事業年

度における第１回Ａ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（初日及び償還日

を含む。）で日割計算した額（小数第３

位まで算出し、その小数第３位を四捨

五入する。）並びに第１回Ａ種優先株

式累積未払配当金相当額の合計額を

加算した額を支払うものとする｡

4. 当会社はいつでも株主に配当すべき利

益をもって第１回Ａ種優先株式を買い受

け、さらにこれを消却することができる

（削除） 

(2) 当会社が優先株式を買い受け又は消

却する場合、一又は複数の種類の優先

株式について、その全部又は一部の買

い受け又は消却を行なうことができる

（削除） 

5. 当会社は、平成22年以降の毎年定時株

主総会開催日（同日を含む) から毎同

年５月31日（同日を含む）までの期間に

おいて、第１回Ａ種優先株式の全部又

は一部を強制償還することができる 

4. 当会社は、平成22年以降の毎年定時

株主総会開催日（同日を含む。） から

毎同年５月31日（同日を含む。）までの

期間において、第１回Ａ種優先株式の

全部又は一部を取得し、これと引換え

に金銭を交付すること（以下、「強制償

還」という。）ができる｡

(2) 償還価額は、１株につき、金139,050円

に、償還日の属する営業年度における

第１回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（小数第３位まで算出し、

その小数第３位を四捨五入する）並びに

第１回Ａ種優先株式累積未払配当金相

当額の合計額を加算した額とする 

(2) 償還価額は、１株につき、金139,050円

に、償還日の属する事業年度における

第１回Ａ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 (初日及び償還日を含む。

)で日割計算した額（小数第３位まで算

出し、その小数第３位を四捨五入する

。）並びに第１回Ａ種優先株式累積未

払配当金相当額の合計額を加算した

額とする｡

(3) 一部償還するときは、抽選その他の方

法により行なう 

(3) 一部償還するときは、抽選その他の方

法により行う｡
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現 行 定 款 変  更  案 

6. 当会社は、法令に定める場合を除き、

第１回Ａ種優先株式について株式の併

合又は分割は行なわない 

5. 当会社は、法令に定める場合を除き、

第１回Ａ種優先株式について株式の

併合又は分割は行わず、また株式無

償割当て又は新株予約権無償割当て

を行わない｡

(2) 当会社は、第１回Ａ種優先株主には、

新株の引受権又は新株予約権若しくは

新株予約権付社債の引受権を与えな

い 

(2) 当会社は、第１回Ａ種優先株主には、

募集株式の割当てを受ける権利又は

募集新株予約権の割当てを受ける権

利若しくは新株予約権付社債の割当

てを受ける権利を与えない｡

7. 第１回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、その有する第１回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 

6. 第１回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（以下で

定義される）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

する第１回Ａ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｡

8. 平成32年１月30日までに転換請求のな

かった第１回Ａ種優先株式は、平成32

年１月31日（以下「一斉転換日」という）

をもって、第１回Ａ種優先株式１株の払

込金相当額及び当該第１回Ａ種優先

株式に係わる第１回Ａ種優先株式累積

未払配当金相当額の合計額を、135円

（以下「一斉転換価額」という）で除して

得られる数の当会社の普通株式に転

換（以下第13条において「一斉転換」と

いう）される 但し、転換価額が一斉転

換日までに調整された場合には、一斉

転換価額についても同様の調整を行な

うものとする 上記の普通株式数の算

出にあたって１株に満たない端数が生

じたときは、商法に定める１株に満たな

い端数に関する処置に準じてこれを取

り扱う 

7. 平成32年１月30日までに転換請求の

なかった第１回Ａ種優先株式は、平成

32年１月31日（以下「一斉転換日」とい

う｡）をもって、当会社が取得する。な

お、当会社は取得の対価として、第１

回Ａ種優先株式１株の払込金相当額

及び当該第１回Ａ種優先株式に係わる

第１回Ａ種優先株式累積未払配当金

相当額の合計額を、135円（以下「一斉

転換価額」という｡）で除して得られる数

の当会社の普通株式を交付する。但

し、転換価額が一斉転換日までに調整

された場合には、一斉転換価額につ

いても同様の調整を行うものとする。上

記の普通株式数の算出にあたって１株

に満たない端数が生じたときは、会社

法に定める１株に満たない端数に関す

る処置に準じてこれを取り扱う｡
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現 行 定 款 変  更  案 

9.  第１回Ａ種優先株主は、株主総

会において議決権を有しない 但し、第１

回Ａ種優先株主は、以下に定める場合に

おいては議決権を有する なお、第１回Ｂ

種優先株式、第１回Ｃ種優先株式又は第

１回Ｄ種優先株式に関し、第２号又は第３

号と同様の事由が生じた場合において

も、第１回Ａ種優先株主は議決権を有す

るものとする 

8.  第１回Ａ種優先株主は、株主

総会において議決権を有しない。但

し、第１回Ａ種優先株主は、以下に定

める場合においては議決権を有する。

なお、第１回Ｂ種優先株式、第１回Ｃ種

優先株式又は第１回Ｄ種優先株式に

関し、第２号又は第３号と同様の事由

が生じた場合においても、第１回Ａ種

優先株主は議決権を有するものとする

｡

(2) 第１回Ａ種優先株主に対して第１回Ａ種

優先配当金及び第１回Ａ種優先株式累

積未払配当金相当額全額を支払う旨の

議案が前営業年度に係わる定時株主総

会に提出されない場合は当該定時株主

総会より、又はその議案が当該定時株主

総会において否決された場合は当該定

時株主総会の終結の時より、第１回Ａ種

優先株主に対して第１回Ａ種優先配当金

及び第１回Ａ種優先株式累積未払配当

金相当額全額を支払う旨の決議がなされ

た定時株主総会の終結の時まで、議決

権を有する 

(2) 第１回Ａ種優先株主に対して第１回Ａ

種優先配当金及び第１回Ａ種優先株

式累積未払配当金相当額全額を支払

う旨の議案が前事業年度に係わる定

時株主総会に提出されない場合は当

該定時株主総会より、又はその議案が

当該定時株主総会において否決され

た場合は当該定時株主総会の終結の

時より、第１回Ａ種優先株主に対して

第１回Ａ種優先配当金及び第１回Ａ種

優先株式累積未払配当金相当額全額

を支払う旨の決議がなされた定時株主

総会の終結の時まで、議決権を有する

｡

(3) 当会社が、償還請求のあった第１回Ａ種

優先株式について償還に応じることがで

きなかった場合には、未償還の第１回Ａ

種優先株式に係わる第１回Ａ種優先株主

は、その後の当会社株主総会において

議決権を有する 

(3) 当会社が、償還請求のあった第１回Ａ

種優先株式について償還に応じること

ができなかった場合には、未償還の第

１回Ａ種優先株式に係わる第１回Ａ種

優先株主は、その後の当会社株主総

会において議決権を有する｡

(4) 平成19年１月31日に終了する営業年度

以降のある営業年度末日における当会

社の連結損益計算書上の営業利益が

1,500,000,000円未満となった場合には、

当該営業年度に係わる定時株主総会か

ら、その後初めに当会社の連結損益計

算書上の営業利益が1,500,000,000円以

上となる営業年度に係わる定時株主総会

の終結の時まで、第１回Ａ種優先株主は

議決権を有する 

(4) 平成19年１月31日に終了する事業年

度以降のある事業年度末日における

当会社の連結損益計算書上の営業利

益が1,500,000,000円未満となった場

合には、当該事業年度に係わる定時

株主総会から、その後初めに当会社の

連結損益計算書上の営業利益が

1,500,000,000円以上となる事業年度

に係わる定時株主総会の終結の時ま

で、第１回Ａ種優先株主は議決権を有

する｡

10． 第38条の規定は、第１回Ａ種優先配当金

の支払いについて準用する 

9． 第42条の規定は、第１回Ａ種優先配当

金の支払いについて準用する｡
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現 行 定 款 変  更  案 

第13条の２ 当会社の発行する第１回Ｂ種優先

株式の内容は、次の通りとする 

第13条の２ 当会社の発行する第１回Ｂ種優

先株式の内容は、次の通りとする｡

1. 第１回Ｂ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない 但し、第１回Ｂ種優

先株主は、以下に定める場合においては

議決権を有する なお、第１回Ａ種優先

株式、第１回Ｃ種優先株式又は第１回Ｄ

種優先株式に関し、第２号又は第３号と

同様の事由が生じた場合においても、第

１回Ｂ種優先株主は議決権を有するもの

とする 

1. 第１回Ｂ種優先株主は、株主総会にお

いて議決権を有しない。但し、第１回Ｂ

種優先株主は、以下に定める場合にお

いては議決権を有する。なお、第１回Ａ

種優先株式、第１回Ｃ種優先株式又は

第１回Ｄ種優先株式に関し、第２号又は

第３号と同様の事由が生じた場合にお

いても、第１回Ｂ種優先株主は議決権を

有するものとする｡

(2) 第１回Ｂ種優先株主に対して第１回Ｂ種

優先配当金及び第１回Ｂ種優先株式累

積未払配当金相当額全額を支払う旨の

議案が前営業年度に係わる定時株主総

会に提出されない場合は当該定時株主

総会より、又はその議案が当該定時株主

総会において否決された場合は当該定

時株主総会の終結の時より、第１回Ｂ種

優先株主に対して第１回Ｂ種優先配当金

及び第１回Ｂ種優先株式累積未払配当

金相当額全額を支払う旨の決議がなされ

た定時株主総会の終結の時まで、議決

権を有する 

(2) 第１回Ｂ種優先株主に対して第１回Ｂ種

優先配当金及び第１回Ｂ種優先株式累

積未払配当金相当額全額を支払う旨の

議案が前事業年度に係わる定時株主総

会に提出されない場合は当該定時株主

総会より、又はその議案が当該定時株

主総会において否決された場合は当該

定時株主総会の終結の時より、第１回Ｂ

種優先株主に対して第１回Ｂ種優先配

当金及び第１回Ｂ種優先株式累積未払

配当金相当額全額を支払う旨の決議が

なされた定時株主総会の終結の時ま

で、議決権を有する｡

(3) 当会社が、償還請求のあった第１回Ｂ種

優先株式について償還に応じることがで

きなかった場合には、未償還の第１回Ｂ

種優先株式に係わる第１回Ｂ種優先株主

は、その後の当会社株主総会において

議決権を有する 

(3) 当会社が、償還請求のあった第１回Ｂ種

優先株式について償還に応じることがで

きなかった場合には、未償還の第１回Ｂ

種優先株式に係わる第１回Ｂ種優先株

主は、その後の当会社株主総会におい

て議決権を有する｡

(4) 平成19年１月31日に終了する営業年度

以降のある営業年度末日における当会

社の連結損益計算書上の営業利益が

1,500,000,000円未満となった場合には、

当該営業年度に係わる定時株主総会か

ら、その後初めに当会社の連結損益計

算書上の営業利益が1,500,000,000円以

上となる営業年度に係わる定時株主総会

の終結の時まで、第１回Ｂ種優先株主は

議決権を有する 

(4) 平成19年１月31日に終了する事業年度

以降のある事業年度末日における当会

社の連結損益計算書上の営業利益が

1,500,000,000円未満となった場合に

は、当該事業年度に係わる定時株主総

会から、その後初めに当会社の連結損

益 計 算 書 上 の 営 業 利 益 が

1,500,000,000円以上となる事業年度に

係わる定時株主総会の終結の時まで、

第１回Ｂ種優先株主は議決権を有する｡
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現 行 定 款 変  更  案 

2. 第13条第１項、第２項、第３項、第４項、

第５項、第６項、第７項、第８項及び第10

項の規定は、第１回Ｂ種優先株式にこれ

を準用する この場合において、｢第１回

Ａ種優先株式｣とあるのは「第１回Ｂ種優

先株式」と、｢第１回Ａ種優先株主｣とある

のは「第１回Ｂ種優先株主」と、｢第１回Ａ

種登録質権者｣とあるのは「第１回Ｂ種登

録質権者」と、｢第１回Ａ種優先配当｣と

あるのは「第１回Ｂ種優先配当」と、｢平成

19年以降｣とあるのは「平成20年以降」と

読み替えるものとする 

2. 第13条第１項、第２項、第３項、第４項、

第５項、第６項、第７項及び第９項の規

定は、第１回Ｂ種優先株式にこれを準

用する。この場合において、｢第１回Ａ

種優先株式」とあるのは「第１回Ｂ種優

先株式」と、｢第１回Ａ種優先株主」とあ

るのは「第１回Ｂ種優先株主」と、｢第１

回Ａ種登録株式質権者」とあるのは「第

１回Ｂ種登録株式質権者」と、｢第１回Ａ

種優先配当」とあるのは「第１回Ｂ種優

先配当」と、｢平成19年以降」とあるのは

「平成20年以降」と読み替えるものとす

る｡

第13条の３ 当会社の発行する第１回Ｃ種優

先株式の内容は、次の通りとする 

第13条の３ 当会社の発行する第１回Ｃ種優

先株式の内容は、次の通りとする｡

1. 第１回Ｃ種優先株主は、株主総会にお

いて議決権を有しない 但し、第１回Ｃ

種優先株主は、以下に定める場合にお

いては議決権を有する なお、第１回Ａ

種優先株式、第１回Ｂ種優先株式又は

第１回Ｄ種優先株式に関し、第２号又は

第３号と同様の事由が生じた場合にお

いても、第１回Ｃ種優先株主は議決権を

有するものとする 

1. 第１回Ｃ種優先株主は、株主総会にお

いて議決権を有しない。但し、第１回Ｃ

種優先株主は、以下に定める場合に

おいては議決権を有する。なお、第１

回Ａ種優先株式、第１回Ｂ種優先株式

又は第１回Ｄ種優先株式に関し、第２

号又は第３号と同様の事由が生じた場

合においても、第１回Ｃ種優先株主は

議決権を有するものとする｡

(2) 第１回Ｃ種優先株主に対して第１回Ｃ種

優先配当金及び第１回Ｃ種優先株式累

積未払配当金相当額全額を支払う旨の

議案が前営業年度に係わる定時株主総

会に提出されない場合は当該定時株主

総会より、又はその議案が当該定時株

主総会において否決された場合は当該

定時株主総会の終結の時より、第１回Ｃ

種優先株主に対して第１回Ｃ種優先配

当金及び第１回Ｃ種優先株式累積未払

配当金相当額全額を支払う旨の決議が

なされた定時株主総会の終結の時ま

で、議決権を有する 

(2) 第１回Ｃ種優先株主に対して第１回Ｃ

種優先配当金及び第１回Ｃ種優先株

式累積未払配当金相当額全額を支払

う旨の議案が前事業年度に係わる定時

株主総会に提出されない場合は当該

定時株主総会より、又はその議案が当

該定時株主総会において否決された

場合は当該定時株主総会の終結の時

より、第１回Ｃ種優先株主に対して第１

回Ｃ種優先配当金及び第１回Ｃ種優先

株式累積未払配当金相当額全額を支

払う旨の決議がなされた定時株主総会

の終結の時まで、議決権を有する｡
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現 行 定 款 変  更  案 

(3) 当会社が、償還請求のあった第１回Ｃ種

優先株式について償還に応じることが

できなかった場合には、未償還の第１回

Ｃ種優先株式に係わる第１回Ｃ種優先

株主は、その後の当会社株主総会にお

いて議決権を有する 

(3) 当会社が、償還請求のあった第１回Ｃ

種優先株式について償還に応じること

ができなかった場合には、未償還の第

１回Ｃ種優先株式に係わる第１回Ｃ種

優先株主は、その後の当会社株主総

会において議決権を有する｡

(4) 平成19年１月31日に終了する営業年度

以降のある営業年度末日における当会

社の連結損益計算書上の営業利益が

1,500,000,000円未満となった場合に

は、当該営業年度に係わる定時株主総

会から、その後初めに当会社の連結損

益 計 算 書 上 の 営 業 利 益 が

1,500,000,000円以上となる営業年度に

係わる定時株主総会の終結の時まで、

第１回Ｃ種優先株主は議決権を有する 

(4) 平成19年１月31日に終了する事業年

度以降のある事業年度末日における

当会社の連結損益計算書上の営業利

益が1,500,000,000円未満となった場

合には、当該事業年度に係わる定時

株主総会から、その後初めに当会社の

連結損益計算書上の営業利益が

1,500,000,000円以上となる事業年度

に係わる定時株主総会の終結の時ま

で、第１回Ｃ種優先株主は議決権を有

する｡

2. 第13条第１項、第２項、第３項、第４項、

第５項、第６項、第７項、第８項及び第10

項の規定は、第１回Ｃ種優先株式にこ

れを準用する この場合において、｢第１

回Ａ種優先株式」とあるのは「第１回Ｃ種

優先株式」と、｢第１回Ａ種優先株主」と

あるのは「第１回Ｃ種優先株主」と、｢第１

回Ａ種登録質権者」とあるのは「第１回Ｃ

種登録質権者」と、｢第１回Ａ種優先配

当」とあるのは「第１回Ｃ種優先配当」と、

｢平成19年以降」とあるのは「平成21年

以降」と読み替えるものとする 

2. 第13条第１項、第２項、第３項、第４

項、第５項、第６項、第７項及び第９項

の規定は、第１回Ｃ種優先株式にこれ

を準用する。この場合において、｢第１

回Ａ種優先株式」とあるのは「第１回Ｃ

種優先株式」と、｢第１回Ａ種優先株

主」とあるのは「第１回Ｃ種優先株主」

と、｢第１回Ａ種登録株式質権者」とある

のは「第１回Ｃ種登録株式質権者」と、

｢第１回Ａ種優先配当」とあるのは「第１

回Ｃ種優先配当」と、｢平成19年以降」

とあるのは「平成21年以降」と読み替え

るものとする｡

第13条の４ 当会社の発行する第１回Ｄ種優

先株式の内容は、次の通りとする 

第13条の４ 当会社の発行する第１回Ｄ種

優先株式の内容は、次の通りとする｡
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現 行 定 款 変  更  案 

1. 第１回Ｄ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない 但し、第１回Ｄ種優

先株主は、以下に定める場合においては

議決権を有する なお、第１回Ａ種優先

株式、第１回Ｂ種優先株式又は第１回Ｃ

種優先株式に関し、第２号又は第３号と

同様の事由が生じた場合においても、第

１回Ｄ種優先株主は議決権を有するもの

とする 

1. 第１回Ｄ種優先株主は、株主総会にお

いて議決権を有しない。但し、第１回Ｄ

種優先株主は、以下に定める場合にお

いては議決権を有する。なお、第１回Ａ

種優先株式、第１回Ｂ種優先株式又は

第１回Ｃ種優先株式に関し、第２号又は

第３号と同様の事由が生じた場合にお

いても、第１回Ｄ種優先株主は議決権を

有するものとする｡

(2) 第１回Ｄ種優先株主に対して第１回Ｄ種

優先配当金及び第１回Ｄ種優先株式累

積未払配当金相当額全額を支払う旨の

議案が前営業年度に係わる定時株主総

会に提出されない場合は当該定時株主

総会より、又はその議案が当該定時株主

総会において否決された場合は当該定

時株主総会の終結の時より、第１回Ｄ種

優先株主に対して第１回Ｄ種優先配当金

及び第１回Ｄ種優先株式累積未払配当

金相当額全額を支払う旨の決議がなされ

た定時株主総会の終結の時まで、議決

権を有する 

(2) 第１回Ｄ種優先株主に対して第１回Ｄ種

優先配当金及び第１回Ｄ種優先株式累

積未払配当金相当額全額を支払う旨の

議案が前事業年度に係わる定時株主

総会に提出されない場合は当該定時株

主総会より、又はその議案が当該定時

株主総会において否決された場合は当

該定時株主総会の終結の時より、第１回

Ｄ種優先株主に対して第１回Ｄ種優先

配当金及び第１回Ｄ種優先株式累積未

払配当金相当額全額を支払う旨の決議

がなされた定時株主総会の終結の時ま

で、議決権を有する｡

(3) 当会社が、償還請求のあった第１回Ｄ種

優先株式について償還に応じることがで

きなかった場合には、未償還の第１回Ｄ

種優先株式に係わる第１回Ｄ種優先株

主は、その後の当会社株主総会におい

て議決権を有する 

(3) 当会社が、償還請求のあった第１回Ｄ種

優先株式について償還に応じることが

できなかった場合には、未償還の第１回

Ｄ種優先株式に係わる第１回Ｄ種優先

株主は、その後の当会社株主総会にお

いて議決権を有する｡

(4) 平成19年１月31日に終了する営業年度

以降のある営業年度末日における当会

社の連結損益計算書上の営業利益が

1,500,000,000円未満となった場合には、

当該営業年度に係わる定時株主総会か

ら、その後初めに当会社の連結損益計

算書上の営業利益が1,500,000,000円以

上となる営業年度に係わる定時株主総会

の終結の時まで、第１回Ｄ種優先株主は

議決権を有する 

(4) 平成19年１月31日に終了する事業年度

以降のある事業年度末日における当会

社の連結損益計算書上の営業利益が

1,500,000,000円未満となった場合に

は、当該事業年度に係わる定時株主総

会から、その後初めに当会社の連結損

益 計 算 書 上 の 営 業 利 益 が

1,500,000,000円以上となる事業年度に

係わる定時株主総会の終結の時まで、

第１回Ｄ種優先株主は議決権を有する｡
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現 行 定 款 変  更  案 

2. 第13条第１項、第２項、第３項、第４

項、第５項、第６項、第７項、第８項及

び第10項の規定は、第１回Ｄ種優先株

式にこれを準用する この場合におい

て、｢第１回Ａ種優先株式」とあるのは

「第１回Ｄ種優先株式」と、｢第１回Ａ種

優先株主」とあるのは「第１回Ｄ種優先

株主」と、｢第１回Ａ種登録質権者」とあ

るのは「第１回Ｄ種登録質権者」と、｢第

１回Ａ種優先配当」とあるのは「第１回

Ｄ種優先配当」と、｢平成19年以降」と

あるのは「平成22年以降」と読み替える

ものとする 

2. 第13条第１項、第２項、第３項、第４

項、第５項、第６項、第７項及び第９項

の規定は、第１回Ｄ種優先株式にこれ

を準用する。この場合において、｢第１

回Ａ種優先株式」とあるのは「第１回Ｄ

種優先株式」と、｢第１回Ａ種優先株

主」とあるのは「第１回Ｄ種優先株主」

と、｢第１回Ａ種登録株式質権者」とある

のは「第１回Ｄ種登録株式質権者」と、

｢第１回Ａ種優先配当」とあるのは「第１

回Ｄ種優先配当」と、｢平成19年以降」

とあるのは「平成22年以降」と読み替え

るものとする｡

第13条の５ 当会社の発行する第１回Ｅ種

優先株式の内容は、次の通りとする 

第13条の５ 当会社の発行する第１回Ｅ種優

先株式の内容は、次の通りとする｡

1. 第１回Ｅ種優先株主は、株主総会にお

いて議決権を有する 

1. 第１回Ｅ種優先株主は、株主総会にお

いて議決権を有する｡

2. 第13条第１項、第２項、第４項、第５

項、第６項、第７項、第８項及び第10項

の規定は、第１回Ｅ種優先株式にこれ

を準用する この場合において、｢第１

回Ａ種優先株式」とあるのは「第１回Ｅ

種優先株式」と、｢第１回Ａ種優先株

主」とあるのは「第１回Ｅ種優先株主」

と、｢第１回Ａ種登録質権者」とあるのは

「第１回Ｅ種登録質権者」と、｢第１回Ａ

種優先配当」とあるのは「第１回Ｅ種優

先配当」と、｢平成22年以降」とあるの

は「平成19年以降」と読み替えるものと

する 

2. 第13条第１項、第２項、第４項、第５

項、第６項、第７項及び第９項の規定

は、第１回Ｅ種優先株式にこれを準用

する。この場合において、｢第１回Ａ種

優先株式」とあるのは「第１回Ｅ種優先

株式」と、｢第１回Ａ種優先株主」とある

のは「第１回Ｅ種優先株主」と、｢第１回

Ａ種登録株式質権者」とあるのは「第１

回Ｅ種登録株式質権者」と、｢第１回Ａ

種優先配当」とあるのは「第１回Ｅ種優

先配当」と、｢平成22年以降」とあるのは

「平成19年以降」と読み替えるものとす

る｡
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現 行 定 款 変  更  案 

第13条の６ 当会社の発行する第１回Ｆ種優

先株式の内容については、第13条第１項、

第２項、第４項、第５項、第６項、第７項、第８

項及び第10項並びに第13条の５第１項の規

定を準用する  この場合において、｢第１回

Ａ種優先株式」とあるのは「第１回Ｆ種優先

株式」と、｢第１回Ａ種優先株主」とあるのは

「第１回Ｆ種優先株主」と、｢第１回Ａ種登録

質権者」とあるのは ｢第１回Ｆ種登録質権

者」と、｢第１回Ａ種優先配当」とあるのは「第

１回Ｆ種優先配当」と、｢平成22年以降」とあ

るのは「平成20年以降」と読み替えるものと

する 

第13条の６ 当会社の発行する第１回Ｆ種優

先株式の内容については、第13条第１項、第

２項、第４項、第５項、第６項、第７項及び第９

項並びに第13条の５第１項の規定を準用する

。この場合において、｢第１回Ａ種優先株式」と

あるのは「第１回Ｆ種優先株式」と、｢第１回Ａ

種優先株主｣ とあるのは「第１回Ｆ種優先株

主｣ と、｢第１回Ａ種登録株式質権者」とある

のは「第１回Ｆ種登録株式質権者」と、｢第１回

Ａ種優先配当」とあるのは ｢第１回Ｆ種優先配

当」と、｢平成22年以降」とあるのは「平成20年

以降」 と読み替えるものとする｡

第13条の７ 当会社の発行する第１回Ｇ種優

先株式の内容については、第13条第１項、

第２項、第４項、第５項、第６項、第７項、第８

項及び第10項並びに第13条の５第１項の規

定を準用する この場合において、｢第１回

Ａ種優先株式｣とあるのは「第１回Ｇ種優先

株式」と、｢第１回Ａ種優先株主｣とあるのは

「第１回Ｇ種優先株主」と、｢第１回Ａ種登録

質権者｣とあるのは ｢第１回Ｇ種登録質権

者｣と、｢第１回Ａ種優先配当｣とあるのは「第

１回Ｇ種優先配当」と、｢平成22年以降｣とあ

るのは「平成21年以降」と読み替えるものと

する 

第13条の７ 当会社の発行する第１回Ｇ種優

先株式の内容については、第13条第１項、第

２項、第４項、第５項、第６項、第７項及び第９

項並びに第13条の５第１項の規定を準用する

。この場合において、｢第１回Ａ種優先株式」と

あるのは「第１回Ｇ種優先株式」と、｢第１回Ａ

種優先株主｣ とあるのは「第１回Ｇ種優先株

主｣ と、｢第１回Ａ種登録株式質権者」とある

のは「第１回Ｇ種登録株式質権者」と、｢第１回

Ａ種優先配当」とあるのは ｢第１回Ｇ種優先配

当」と、｢平成22年以降」とあるのは「平成21年

以降」と読み替えるものとする｡

第13条の８ 当会社の発行する第１回Ｈ種優

先株式の内容については、第13条第１項、

第２項、第４項、第５項、第６項、第７項、第８

項及び第10項並びに第13条の５第１項の規

定を準用する この場合において、｢第１回

Ａ種優先株式」とあるのは「第１回Ｈ種優先

株式」と、｢第１回Ａ種優先株主」とあるのは

「第１回Ｈ種優先株主」と、｢第１回Ａ種登録

質権者」とあるのは ｢第１回Ｈ種登録質権

者」と、｢第１回Ａ種優先配当」とあるのは「第

１回Ｈ種優先配当」と読み替えるものとする 

第13条の８ 当会社の発行する第１回Ｈ種優

先株式の内容については、第13条第１項、第

２項、第４項、第５項、第６項、第７項及び第９

項並びに第13条の５第１項の規定を準用する

。この場合において、｢第１回Ａ種優先株式」と

あるのは「第１回Ｈ種優先株式」と、｢第１回Ａ

種優先株主｣ とあるのは「第１回Ｈ種優先株

主｣ と、｢第１回Ａ種登録株式質権者」とある

のは「第１回Ｈ種登録株式質権者」と、｢第１回

Ａ種優先配当」とあるのは ｢第１回Ｈ種優先

配当」と読み替えるものとする｡
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現 行 定 款 変  更  案 

第13条の９ 当会社の発行する各種の優先

株式の優先配当金及び累積未払配当金並

びに残余財産の分配の支払順位は同順位

とする 

第13条の９ 当会社の発行する各種の優先

株式の優先配当金及び累積未払配当金並

びに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 

 

第14条 定時株主総会は毎年４月に臨時株

主総会は必要ある場合に法令に別段の定

めがある場合を除き取締役会の決議により

取締役社長がこれを招集する 但し取締役

社長に事故あるときは取締役会の決議によ

り予め定めた順序に従い他の取締役がこれ

に代る

(招集) 

第14条 当会社の定時株主総会は、毎年４

月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要

あるときに随時これを招集する｡

（第12条から移設） (定時株主総会の基準日) 

第15条 当会社の定時株主総会の議決権の

基準日は、毎年１月31日とする｡

 

第15条 株主総会の議長は取締役社長がこ

れに当り取締役社長に事故あるときは取締

役会の決議により予め定めた順序に従い他

の取締役がこれに代る

(招集権者及び議長) 

第16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

役会において予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

及び連結計算書類に記載又は表示をすべ

き事項に係わる情報を、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｡

 

第16条 総会の決議は法令又は定款に別段

の定めがある場合を除き出席した株主の議

決権の過半数によって決する

商法第343条に定める決議は、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以上によって決す

る

(決議の方法) 

第18条 株主総会の決議は、法令又は本定

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 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｡
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現 行 定 款 変  更  案 

 

第17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 但しこの場合株主又は代理人は

代理権を証する書面を当会社に提出しなけ

ればならない 

(議決権の代理行使) 

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｡

2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理

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18条 総会の議事の経過の要領及びその

結果はそれを議事録に記載又は記録して議

長並びに出席した取締役がこれに記名捺印

し、又は電子署名する

（削除） 

 

 

第19条 第12条、第14条、第15条、第16条、

第17条及び第18条の規定は、種類株主総会

にこれを準用する 

(種類株主総会) 

第20条 第14条、第15条、第16条、第18条及

び第19条の規定は、種類株主総会にこれを

準用する｡

 

第４章  取締役及び取締役会 

 

第４章  取締役及び取締役会 

 

第20条 当会社に取締役10名以内を置く

(員数) 

第21条 当会社の取締役は、10名以内とする｡

 

第21条 取締役は株主総会において選任する 

(選任方法) 

第22条 取締役は、株主総会において選任す

る｡

取締役の選任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

の過半数を以てこれを行なう取締役の選任

決議は累積投票によらないものとする 

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

ないものとする｡

 

第22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 

(任期) 

第23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｡

第23条 取締役会は当会社の重要な業務執

行を決定する 

取締役会に関しては法令又は定款に定める

ものの外取締役会において定める ｢取締役

会規則｣による 

（第28条に移設） 
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現 行 定 款 変  更  案 

 

第24条 会社を代表すべき取締役（代表取

締役）は取締役会の決議を以て定める

(代表取締役及び役付取締役) 

第24条 取締役会は、その決議によって代表

取締役を選定する｡

 

取締役会は取締役会長１名、取締役社長１

名、取締役副社長１名、専務取締役２名、

常務取締役若干名を定めることができる 

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｡

 

第25条 取締役会は法令に別段の定めがあ

る場合を除き取締役社長がこれを招集しそ

の通知は会日の３日前迄に発する 但し緊

急の必要あるときはこの期間を短縮すること

ができる

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以てこれを決

する

(取締役会の招集権者及び議長) 

第25条 取締役会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役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、他の取締役が取締役会を招集し、

議長となる｡

（新設） 

 

(取締役会の招集通知) 

第26条 取締役会の招集通知は、会日の３日

前迄に各取締役及び各監査役に対して発す

る。但し、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、招集の手続を経ないで取締役

会を開催することができる｡

（新設） 

 

(取締役会の決議の省略) 

第27条 当会社は、会社法第370条の要件を

満たしたときは、取締役会の決議があったも

のとみなす｡

（第23条を移設） (取締役会規則) 

第28条 取締役会に関する事項は、法令又は

本定款のほか、取締役会において定める「取

締役会規則」による｡
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現 行 定 款 変  更  案 

 

第26条 取締役の報酬は株主総会において

これを定める 

 

(報酬等) 

第29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｡

 

第27条  当会社は、商法第266条第19

項の規定により、社外取締役との間で、同条

第１項第５号の行為による賠償責任に関し、

同条第19項各号に定める金額の合計額を

限度とする旨の契約を締結することができる 

(社外取締役の責任限定契約) 

第30条 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。但し、当該契

約に基づく責任の限度は、法令が規定する

最低責任限度額とする｡

 

第５章  監査役及び監査役会 

 

第５章  監査役及び監査役会 

 

第28条 当会社は監査役４名以内を置く

(員数)

第31条 当会社の監査役は、４名以内とす

る｡

 

第29条 監査役は株主総会において選任す

る 

監査役の選任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

権の過半数を以てこれを行なう 

(選任方法) 

第32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｡

 

第30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の終結

の時までとする 

任期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

の任期が満了すべき時までとする 

(任期) 

第33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 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｡

 

第31条 監査役は互選により常勤の監査役を

定める

(常勤の監査役) 

第34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｡
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現 行 定 款 変  更  案 

（第34条を移設） (監査役会の招集通知) 

第35条 監査役会の招集通知は、会日の３日

前迄に各監査役に対して発する｡ 但し、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 監査役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｡

（第33条を移設） (監査役会規則) 

第36条 監査役会に関する事項は、法令又は

本定款のほか、監査役会において定める「監

査役会規則」による｡

 

第32条 監査役の報酬は株主総会において

これを定める 

(報酬等) 

第37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） (社外監査役の責任限定契約) 

第38条 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。但し、当該契約に基

づく責任の限度は、法令が規定する最低責

任限度額とする｡

第33条 監査役会は法令又はこの定款に定

めるもの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

監査役会に関するその他の事項は監査役

会において定める「監査役会規則」 による 

（第36条に移設） 

 

第34条 監査役会は各監査役がこれを招集

しその通知は会日の３日前迄に発する 但

し緊急の必要あるときはこの期間を短縮する

ことができる 

監査役会の決議は監査役の過半数を以て

これを決する

（第35条に移設） 

 

 

第６章  計  算 

 

第６章  計  算 

 

第35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末に決

算を行なう

(事業年度) 

第39条 当会社の事業年度は、毎年２月１日か

ら翌年１月31日までの１年とする｡
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現 行 定 款 変  更  案 

 

第36条 当会社の利益配当金は毎決算期の

最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載

又は記録の株主又は登録質権者に対し支

払う 

 

 

第37条 当会社は取締役会の決議により７月

31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載又は記録された株主又は登録質権

者に対し商法第293条の５の規定に従い金

銭の分配（中間配当という）をすることができ

る 

(剰余金の配当の基準日) 

第40条 当会社は、株主総会の決議によって、

毎年１月31日の最終の株主名簿に記載又は

記録された株主又は登録株式質権者に対し

金銭による剰余金の配当をする｡ 

（中間配当） 

第41条 当会社は、取締役会の決議によって、

毎年７月31日の最終の株主名簿に記載又は

記録された株主又は登録株式質権者に対し、

会社法第454条第５項に定める剰余金の配当

をすることができる｡

 

第38条 第36条の利益配当金並びに前条の

中間配当金は支払開始の日から満３年の経

過により当会社は支払の義務をまぬがれる

ものとする

(配当金の除斥期間) 

第42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｡

第39条 転換社債の転換により発行された株

式に対する最初の利益配当金又は中間配

当金は、転換の請求が２月１日から７月31日

までになされたときは２月１日に、８月１日か

ら翌年１月31日までになされたときは８月１

日に、それぞれ転換があったものとみなして

支払うものとする 

 

平成18年５月１日 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成19年4月26日 

 

以上 以上 

 


