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平成１９年６月５日 
各 位 

上場会社名 株 式 会 社 伊   藤   園 
代表者の  
役職氏名 代表取締役社長 本 庄 八 郎 
（コード番号 ２５９３ 東証第一部） 
問合せ先 専務取締役 財務経理本部長 

渡 辺    實 
電話番号 ０３－５３７１－７２０５ 

 
               定款一部変更に関するお知らせ 
  
 当社は、平成１９年６月５日に開催いたしました取締役会におきまして、定款一部変更に関する

議案を、平成１９年７月２６日に開催予定の第４２回定時株主総会に提案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．変更の理由 

（１）当社は、「常に新しい食文化を創造し、世界に広げる伊藤園」を掲げ、２０１２年４月期に

おける連結売上高５,０００億円を目標として事業を展開しております。また、「製品市場戦

略」「営業基盤の強化」「総コストの削減」「海外展開の本格化」といった施策を通じて目標を

達成すると共に、連結業績に応じた利益配分を基本として株主の皆様に還元してまいります。    

今般、上記施策を実現するための資金調達手段の選択肢を広げ、成長機会を的確に捉えて

機動的な資金調達を行うことを目的として、新たな種類の株式（無議決権優先株式）（以下「本

優先株式」といいます。）を発行することができるよう、現行定款第５条に定める会社の発行

する株式の種類を変更するとともに変更案第３章優先株式を新設することといたします。ま

た、本優先株式につき、普通株式と同じ単元株式数を設けるため、現行定款第８条第１項を

変更いたします。 

本優先株式においては、議決権に代えて「優先配当」が行われる設計としております。よ

り高い配当を求める投資家の皆様は本優先株式に、議決権の行使を通じて当社の企業価値を

高めたいと考える投資家の皆様は普通株式に、といった当社に対する多様な投資機会を投資

家の皆様に提供できると考えております。  

また、優先配当が行われる本優先株式の商品性は、当社の主な顧客層でもある一般消費者

の皆様の選好にあったものと考えており、一般消費者の皆様に本優先株式に投資していただ

くことによって、より多くの方に「伊藤園」に対する親しみを持っていただくことも期待で

きると考えております。 

なお、本優先株式においては、２年間連続で、所定の優先配当を行う旨の決議がなされな

い場合には、優先配当（定款に規定する一定の方法により累積された過去の不足額の配当を

含みます。）が全額支払われるまでの間、議決権が付与されるよう設計されております。これ

は、本優先株式は「本優先株式の株主は、議決権の行使をとおして経営陣に対して直接権限

を行使する代わりに、投資時点での経営陣に経営を付託し、経営陣は優先株主から付託され

た資本を有効に活用することにより収益をあげ、普通株式の株主に優先して配当を行う」と

いう考えに基づいて発行するものであるため、この前提条件を満たさない状態が続く場合に
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は、議決権を付与することにより、本優先株式の株主の皆様にも、経営陣に対して、直接、

適切な権限を行使することを可能とするものです。 

 

（２）株主の皆様へのサービス拡充の観点から、単元未満株式の買増制度を導入するため、変更

案第１０条として、その旨の規定を新設し、合わせて、単元未満株主の権利を規定する変更

案第１２条を変更するものであります。 

 

（３）変更案第３章及び第１０条の新設に伴い、章及び条数を変更いたします。 

 
  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７月２６日（木曜日） 
   定款変更の効力発生日        平成１９年７月２６日（木曜日） 
 

以 上 
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【別 紙】 
 
                           （下線＿は変更部分であります。）  

現 行 定 款           変 更 案           

第２章  株 式 

第５条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、20,000万株

とする。 

 

 

 

 

 

第８条（単元株式数及び単元未満株券の不発行）

  当会社の単元株式数は100株とする。 

 

２．当会社は、第６条の規定にかかわらず、単

元株式数に満たない数の株式（以下「単元未

満株式」という。）については株券を発行しな

い。 

第９条（株主名簿管理人） 

  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選定し、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。）、株券喪失登録簿及び新株予約権

原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備

え置き、株主名簿、株券喪失登録簿及び新株

予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式

の買取り、その他の株式並びに新株予約権に

関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、

当会社においてはこれを取扱わない。 

 

（新  設） 

 

 

 

 

第10条（株式取扱規程） 

  当会社が発行する株券の種類、並びに株主

名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿へ

の記載、又は記録、単元未満株式の買取り、

その他株式又は新株予約権に関する取扱及び

手数料については、法令又は本定款に定める

もののほか、取締役会において定める株式取

扱規程による。 

第11条（単元未満株主の権利） 

  当会社の株主（実質株主含む。以下同じ。）

は、その有する単元未満株式について次に掲

第２章  株 式 

第５条（発行可能株式総数及び発行可能優先株

式総数） 

当会社が発行することができる株式の総数

は、20,000万株とし、当会社が発行すること

のできる各種の株式の総数は、次のとおりと

する。 

普通株式      20,000万株 

第１種優先株式   20,000万株 

第８条（単元株式数及び単元未満株券の不発行）

当会社の普通株式及び第1種優先株式の単

元株式数は、それぞれ100株とする。 

２．当会社は、第６条の規定にかかわらず、単

元株式数に満たない数の株式（以下「単元未

満株式」という。）については株券を発行しな

い。 

第９条（株主名簿管理人） 

  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選定し、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。）、株券喪失登録簿及び新株予約権

原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備

え置き、株主名簿、株券喪失登録簿及び新株

予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式

の買取り、単元未満株式の買増し、その他の

株式並びに新株予約権に関する事務は、株主

名簿管理人に取扱わせ、当会社においてはこ

れを取扱わない。 

第10条（単元未満株式の買増し） 

  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の数と併せて単

元株式数となる当会社の株式を売り渡すこと

を当会社に請求することができる。 

第11条（株式取扱規程） 

  当会社が発行する株券の種類、並びに株主

名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿へ

の記載、又は記録、単元未満株式の買取り、単

元未満株式の買増し、その他株式又は新株予

約権に関する取扱及び手数料については、法

令又は本定款に定めるもののほか、取締役会

において定める株式取扱規程による。 

第12条（単元未満株主の権利） 

  当会社の株主（実質株主含む。以下同じ。）

は、その有する単元未満株式について次に掲
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げる権利及び本定款に定める権利以外の権利

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 

（新  設） 

第12条（基準日） 

        （条文省略） 

（新  設） 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

げる権利及び本定款に定める権利以外の権利

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 

（４）第10条に定める請求をする権利 

第13条（基準日） 

        （条文省略） 

第３章 優先株式 

第14条（第１種優先配当） 

当会社は、普通株式を有する株主（以下「普

通株主」という。）又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。）

に対して剰余金の配当（配当財産が金銭の場

合に限る。）を行うときは、当該配当に係る基

準日の最終の株主名簿に記載又は記録された

第１種優先株式の株主（以下「第１種優先株

主」という。）又は第１種優先株式の登録株式

質権者（以下「第１種優先登録株式質権者」

という。）に対し、当該配当に先立ち、第１種

優先株式１株につき、当該配当において普通

株式１株に対して交付する金銭の額に、第１

種優先株式の発行に先立って取締役会の決議

で定める一定率（100パーセントを下限とし、

130 パーセントを上限とする）を乗じた額(小

数部分が生じる場合、当該小数部分について

は、第１種優先株式の発行に先立って取締役

会が定める額とする）の剰余金の配当（以下

「第１種優先配当」という。）を行う。 

２．当会社は、毎事業年度の末日、毎年10月31

日その他の取締役会が定める日の最終の株主名

簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録

株式質権者に対して剰余金の配当（配当財産が

金銭の場合に限る。）を行わないときは、当該株

主名簿に記載又は記録された第１種優先株主又

は第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優

先株式１株につき、第１種優先株式の発行に先

立って取締役会の決議で定める額の剰余金の配

当（以下「第１種無配時優先配当」という。）を

行う。 

３．第１種優先配当又は第 1 種無配時優先配当

の全部又は一部が行われなかったときは、当会

社は、その不足額を累積し、第１項又は第２項

に規定するときにおいて、当該配当に係る基準

日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１

種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対

し、第１種優先配当又は第１種無配時優先配当

に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当（以
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（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

下「第１種累積未払配当」という。）を行う。 

４．当会社は、第１種優先株主又は第１種優先

登録株式質権者に対し、第１種優先配当、第１

種無配時優先配当及び第１種累積未払配当以外

の金銭を配当財産とする剰余金の配当を行わな

い。 

第15条（第１種優先株主に対する残余財産の分

 配） 

当会社の残余財産を分配するときは、第１種

優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対

して、普通株主又は普通登録株式質権者に先

立って、前条第３項に規定する不足額を支払

う。 

２．当会社は、前項に規定する場合には、第１

種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対

して、前項の規定による支払いのほか、普通株

主又は普通登録株式質権者に対して交付する残

余財産の価額に相当する金銭を支払 う。 

第16条（議決権） 

  第１種優先株主は、全部の事項につき株主

総会において議決権を行使することができな

い。但し、過去２年間において、法令及び本

定款に従って第１種優先配当又は第１種無配

時優先配当を行う旨の決議が行われなかった

ときは、第１種優先配当又は第１種無配時優

先配当の支払いが行われるまでの間は、この

限りでない。 

第17条（種類株主総会の決議） 

  当会社が、会社法第 322 条第１項各号に掲

げる行為をする場合においては、法令に別段

の定めがある場合を除くほか、第１種優先株

主を構成員とする種類株主総会の決議を要し

ない。 

２．第13条第１項の規定は、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

類株主総会に準用する。 

３．第21条、第22条及び第24条の規定は、種

類株主総会にこれを準用する。 

４．第23条第２項の規定は、会社法第324条第

２項の規定による種類株主総会の決議にこれを

準用する。 

第18条（普通株式を対価とする取得条項） 

  当会社は、次の各号のいずれかに該当する

場合、当該各号に定める日（取締役会が、そ

れ以前の日を定めたときは、その日）の到来

をもって、その日に残存する第１種優先株式

の全部を取得し、当会社はこれと引換えに、

第１種優先株式１株につき当会社の普通株式

１株を第１種優先株主に交付する。 

（１）当会社が消滅会社となる合併、完全子会
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（新  設） 

 

 

 

 

第３章 株主総会 

第13条～第18条（条文省略） 

第４章 取締役及び取締役会 

第19条～第30条（条文省略） 

第５章 監査役及び監査役会 

第31条～第39条（条文省略） 

第６章 会計監査人 

第40条～第43条（条文省略） 

第７章 計算 

第44条～第47条（条文省略） 

（新  設） 

 

 

 

 

社となる株式交換又は株式移転（当会社の単独

による株式移転を除く。）に係る議案が全ての当

事会社の株主総会（株主総会の決議を要しない

場合は取締役会）で承認された場合、 当該合

併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日 

（２）当会社の普通株式の株券を対象とする公

開買付けが実施された結果、公開買付者の株券

等所有割合（証券取引法第27条の２第８項に規

定される意味を有する。以下同じ。）が 50 パー

セント超となった場合、当該株券等所有割合が

記載された公開買付報告書が提出された日から

90日目の日 

２．当会社は、株式会社東京証券取引所が、当

会社の第１種優先株式を上場廃止とする旨の発

表をした場合には、取締役会が定める日の到来

をもって、その日に残存する第１種優先株式の

全部を取得し、当会社はこれと引換えに、第１

種優先株式１株につき当会社の普通株式１株を

第１種優先株主に交付する。 

第19条（その他の事項） 
 当会社は、前５条に定めるほか、第１種優先

株式に関する事項について、これを第１種優先

株式の発行に先立って取締役会の決議で定め

る。 

第４章 株主総会 

第20条～第25条（条文省略） 

第５章 取締役及び取締役会 

第26条～第37条（条文省略） 

第６章 監査役及び監査役会 

第38条～第46条（条文省略） 

第７章 会計監査人 

第47条～第50条（条文省略） 

第８章 計算 

第51条～第54条（条文省略） 

附則 

第１条 

 第18条第１項第２号中「証券取引法」とある

のは、証券取引法等の一部を改正する法律（平

成18 年法律第65 号）の施行日の到来をもって

「金融商品取引法」に変更する。なお、本附則

は、かかる変更の効力発生後に削除する。 

以  上 


