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定款の一部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、本年6月26日開催予定の第185回定時株主総会に定款の一

部変更議案を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します。 

 

記 

1．定款変更の目的 

（1）種類株式について 

当社は、会社法等の施行以前より種類株式（優先株式および劣後株式）に関する規定を定款

に設けておりましたが、このうち、旧商法に基づく種類株式の強制償還条項、普通株式への一

斉転換条項および転換予約権条項について、この内容の種類株式を発行する場合、会社法上の

取得条項付株式または取得請求権付株式とみなされることとなったことに伴い、優先株式に関

する第17条、第19条および第20条ならびに劣後株式に関する第26条、第28条および第29条につ

いて、それぞれ文言の修正を行うものであります。 

（2）株主総会決議による買収防衛策の導入等について 

  当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。 

この基本方針に照らし不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されることを

防止するための取組み（買収防衛策）の導入等につきまして、株主の皆様の意思を反映させる

ため、株主総会で決議できるものとする規定を新設し、これに伴う条数の変更等を行うもので

あります。 

 

2．定款変更の内容 

  別紙1および別紙2のとおりです。 

 

3．日 程 

  定款変更のための株主総会開催日 平成19年6月26日（火曜日） 

  定款変更の効力発生日      平成19年6月26日（火曜日） 

以 上  

会 社 名 古河電気工業株式会社 

代 表 者 名 取締役社長 石原 廣司 

コード番号 5801（東証・大証・名証第一部） 

問 合 せ 先 常務取締役ＣＦＯ 櫻 日出雄 

電 話 ０３－３２８６－３０５０ 
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〔別紙１〕 定款変更の内容 

（1）種類株式について 

 

 （下線は変更部分） 

現行定款 変更案 
第１章  総 則 

（条文記載省略） 

 
第２章  株 式 

（条文記載省略） 

 
第３章  優先株式 

第12条 

∫  （条文記載省略） 

第16条 
 
（優先株式の強制償還） 
第17条 当会社は、法令に別段の定めある場合

を除き、優先株式の発行後いつでも、残
存する優先株式の全部または一部を、そ
の発行に際して取締役会の決議で定め
る時期および償還価額その他の条件に
より強制償還することができる。ただし、
残存する優先株式の一部を強制償還す
るときは、抽選その他の方法に従う。 

 

第１章  総 則 

（現行どおり） 

 
第２章  株 式 

（現行どおり） 

 
第３章  優先株式 

第12条 

∫  （現行どおり） 

第16条 
 
（優先株式の取得） 
第17条 当会社は、法令に別段の定めある場合

を除き、優先株式の発行後いつでも、残
存する優先株式の全部または一部を、そ
の発行に際して取締役会の決議で定め
る時期および価額その他の条件により取
得することができる。ただし、残存する優
先株式の一部を取得するときは、抽選そ
の他の方法に従う。 
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現行定款 変更案 

第18条 （条文記載省略） 
 
（普通株式への転換） 

第19条  優先株主は、発行に際して取締役会の
決議で定める普通株式への転換を請求し
得べき期間（以下本章において「転換請求
期間」という。）中、当該決議で定める条件
により、優先株式の普通株式への転換を
請求することができる。 

 
（普通株式への一斉転換） 
第20条 前条の転換請求期間中に転換請求のな

かった優先株式は、同期間の末日の翌日
（以下本章において「一斉転換基準日」とい
う。）をもって、優先株式1株の発行価額相
当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に転換される。ただ
し、平均値の計算にあたっては、円位未満
小数第1位まで算出し、その小数第1位を切
り上げる。 

２．前項において、当該平均値が、優先株式
発行に際して取締役会の決議で定める上限
転換価額を上回るときは、優先株式1株の
発行価額相当額を当該上限転換価額で除
して得られる数の普通株式に転換し、当該
取締役会の決議で定める下限転換価額を
下回るときは、優先株式1株の発行価額相
当額を当該下限転換価額で除して得られる
数の普通株式に転換する。 

３．（条文記載省略） 

 
第４章  劣後株式 

第21条 

∫  （条文記載省略） 

第25条 
 
（劣後株式の強制償還） 
第26条 当会社は、法令に別段の定めある場合

を除き、劣後株式の発行後いつでも、残存
する劣後株式の全部または一部を、その発
行に際して取締役会の決議で定める時期お
よび償還価額その他の条件により強制償還
することができる。ただし、残存する劣後株
式の一部を強制償還するときは、抽選その
他の方法に従う。 

第18条 （現行どおり） 
 

（優先株式の取得請求権） 
第19条 優先株主は、発行に際して取締役会の

決議で定める優先株式の取得を請求する
ことができる期間（以下本章において「取
得請求期間」という。）中、当会社が当該優
先株式を取得するのと引換えに当該決議
で定める条件により普通株式を交付する
ことを請求することができる。 

（優先株式の一斉取得） 
第20条 当会社は、前条の取得請求期間中に転

換請求のなかった優先株式を同期間の末
日の翌日（以下本章において「一斉取得基
準日」という。）をもって取得し、優先株式1
株の発行価額相当額を一斉取得基準日
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
にあたっては、円位未満小数第1位まで算
出し、その小数第1位を切り上げる。 

２．前項において、当該平均値が、優先株式
発行に際して取締役会の決議で定める上
限価額を上回るときは、優先株式1株の発
行価額相当額を当該上限価額で除して得ら
れる数の普通株式を交付し、当該取締役会
の決議で定める下限価額を下回るときは、
優先株式1株の発行価額相当額を当該下
限価額で除して得られる数の普通株式を交
付する。 

３．（現行どおり） 

 
第４章  劣後株式 

第21条 

∫  （現行どおり） 

第25条 
 
（劣後株式の取得） 
第26条 当会社は、法令に別段の定めある場合

を除き、劣後株式の発行後いつでも、残存
する劣後株式の全部または一部を、その
発行に際して取締役会の決議で定める時
期および価額その他の条件により取得す
ることができる。ただし、残存する劣後株
式の一部を取得するときは、抽選その他
の方法に従う。 
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現行定款 変更案 

第27条  （条文記載省略） 

 

（普通株式への転換） 

第28条 劣後株主は、発行に際して取締役会の

決議で定める普通株式への転換を請求し

得べき期間（以下本章において「転換請求

期間」という。）中、当該決議で定める条件

により、劣後株式の普通株式への転換を

請求することができる。 
 
（普通株式への一斉転換） 
第29条 前条の転換請求期間中に転換請求のな

かった劣後株式は、同期間の末日の翌日

（以下本章において「一斉転換基準日」と

いう。）をもって、劣後株式1株の発行価額

相当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に転換さ

れる。ただし、平均値の計算は円位未満

小数第1位まで算出し、その小数第1位を

切り上げる。 
２．前項において、当該平均値が、劣後株式

発行に際して取締役会の決議で定める上限
転換価額を上回るときは、劣後株式1株の
発行価額相当額を当該上限転換価額で除
して得られる数の普通株式に転換し、当該
取締役会の決議で定める下限転換価額を
下回るときは、劣後株式1株の発行価額相
当額を当該下限転換価額で除して得られる
数の普通株式に転換する。 

３．（条文記載省略） 
 

第５章  株主総会 
（条文記載省略） 
 

第６章  取締役および取締役会 
（条文記載省略） 
 

第７章  監査役および監査役会 
（条文記載省略） 
 

第８章  計 算 
（条文記載省略） 

第27条  （現行どおり） 

 

（劣後株式の取得請求権） 

第28条 劣後株主は、発行に際して取締役会の

決議で定める劣後株式の取得を請求する

ことができる期間（以下本章において「取

得請求期間」という。）中、当会社が当該劣

後株式を取得するのと引換えに当該決議

で定める条件により普通株式を交付する

ことを請求することができる。 
（劣後株式の一斉取得） 

第29条 当会社は、前条の転換請求期間中に転

換請求のなかった劣後株式を同期間の末

日の翌日（以下本章において「一斉転換基

準日」という。）をもって取得し、劣後株式1
株の発行価額相当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1位まで算出し、その小

数第1位を切り上げる。 
２．前項において、当該平均値が、劣後株式

発行に際して取締役会の決議で定める上
限価額を上回るときは、劣後株式1株の発
行価額相当額を当該上限価額で除して得ら
れる数の普通株式を交付し、当該取締役会
の決議で定める下限価額を下回るときは、
劣後株式1株の発行価額相当額を当該下
限価額で除して得られる数の普通株式を交
付する。 

３．（現行どおり） 
 

第５章  株主総会 
（現行どおり） 
 

第６章  取締役および取締役会 
（現行どおり） 
 

第７章  監査役および監査役会 
（現行どおり） 
 

第８章  計 算 
（現行どおり） 
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〔別紙2〕 定款変更の内容 

（2） 株主総会決議による買収防衛策の導入等について 

 

 （下線は変更部分） 

現行定款 変更案 
第１章  総 則 

（条文記載省略） 

 
第２章  株 式 

（条文記載省略） 

 
第３章  優先株式 

（優先配当金） 

第12条 当会社は、第56条に基づく剰余金の配

当を行うときは、優先株式を有する株主

（以下「優先株主」という。）または優先株式

の登録株式質権者（以下「優先登録株式

質権者」という。）に対し、普通株式を有す

る株主（以下「普通株主」という。）または普

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。）ならびに劣後株式

を有する株主（以下「劣後株主」という。）ま

たは劣後株式の登録株式質権者（以下「劣

後登録株式質権者」という。）に先立ち、１

株につき年100円を限度として、当該優先

株式の発行に際して取締役会の決議で定

める額の剰余金の配当（以下「優先配当

金」という。）を行う。 

   ２．（条文記載省略） 

   ３．（条文記載省略） 

 
 

第１章  総 則 

（現行どおり） 

 
第２章  株 式 

（現行どおり） 

 
第３章  優先株式 

（優先配当金） 

第12条 当会社は、第57条に基づく剰余金の配

当を行うときは、優先株式を有する株主

（以下「優先株主」という。）または優先株式

の登録株式質権者（以下「優先登録株式質

権者」という。）に対し、普通株式を有する

株主（以下「普通株主」という。）または普通

株式の登録株式質権者（以下「普通登録株

式質権者」という。）ならびに劣後株式を有

する株主（以下「劣後株主」という。）または

劣後株式の登録株式質権者（以下「劣後登

録株式質権者」という。）に先立ち、１株に

つき年100円を限度として、当該優先株式

の発行に際して取締役会の決議で定める

額の剰余金の配当（以下「優先配当金」と

いう。）を行う。 

   ２．（現行どおり） 

   ３．（現行どおり） 
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現行定款 変更案 

（優先中間配当） 

第13条 当会社は、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、前条に定める額

の2分の1を上限として、第57条に定める中

間配当を行うことができる。 

（優先配当金の除斥期間） 

第14条 優先配当金の支払について、第58条の

規定を準用する。 

 

第15条 

∫  （条文記載省略） 

第20条 

第４章  劣後株式 

（劣後配当金） 

第21条 当会社は、普通株主または普通登録株

式質権者に対する第56条に基づく剰余金

の配当の額が１株につき年10円以下の場

合、劣後株主または劣後登録株式質権者

に対し、剰余金の配当を行うことができな

い。 

   ２．（条文記載省略） 

   ３．（条文記載省略） 

（劣後中間配当金） 

第22条 当会社は、劣後株主または劣後登録株

式質権者に対し、第57条に定める中間配

当を行わない。 

（劣後配当金の除斥期間） 

第23条 劣後配当金の支払について、第58条の

規定を準用する。 

 

第24条 

∫  （条文記載省略） 

第29条 

 
 第５章  株主総会 

第30条 

∫  （条文記載省略） 

第37条 

 

（優先中間配当） 

第13条 当会社は、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、前条に定める額

の2分の1を上限として、第58条に定める中

間配当を行うことができる。 

（優先配当金の除斥期間） 

第14条 優先配当金の支払について、第59条の

規定を準用する 

 

第15条 

∫  （現行どおり） 

第20条 

第４章  劣後株式 

（劣後配当金） 

第21条 当会社は、普通株主または普通登録株

式質権者に対する第57条に基づく剰余金

の配当の額が１株につき年10円以下の場

合、劣後株主または劣後登録株式質権者

に対し、剰余金の配当を行うことができな

い。 

２．（現行どおり） 

   ３．（現行どおり） 

（劣後中間配当金） 

第22条 当会社は、劣後株主または劣後登録株

式質権者に対し、第58条に定める中間配

当を行わない。 

（劣後配当金の除斥期間） 

第23条 劣後配当金の支払について、第59条の

規定を準用する。 

 

第24条 

∫  （現行どおり） 

第29条 

    
第５章  株主総会 

第30条 

∫  （現行どおり） 

第37条 
 



 

 6 

 
現行定款 変更案 

  

  （新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（種類株主総会） 

第38条 第31条、第33条から第35条および第37

条の規定は、種類株主総会にこれを準用

する。 

    ２．（条文記載省略） 

 

第６章 取締役および取締役会 

第39条 

∫  （条文記載省略） 

第47条 

 

第７章 監査役および監査役会 

第48条 

∫  （条文記載省略） 

第54条 

 

第８章 計 算 

第55条 

∫  （条文記載省略） 

第58条 

 

 
（買収防衛策の導入等） 
第38条 株主総会は、当社株式の大規模買付行

為への対応策（以下「買収防衛策」とい
う。）の導入、変更または廃止を決議する
ことができる。 

   ２．前項に定める買収防衛策とは、当社の
財務および事業の方針の決定を支配する
者のあり方に関する基本方針に照らして
不適切な者によって支配されることを防止
するための取組みとして、事前に定める一
定の手続きおよび基準等をいう。 

（種類株主総会） 

第39条 第31条、第33条から第35条および第38

条の規定は、種類株主総会にこれを準用

する。 

    ２．（現行どおり） 
 

第６章 取締役および取締役会 

第40条 

∫  （現行どおり） 

第48条 

 

第７章 監査役および監査役会 

第49条 

∫  （現行どおり） 

第55条 
 

第８章 計 算 

第56条 

∫  （現行どおり） 

第59条 
 
 

 


