
 
 

 

1 

各 位                                平成２０年５月１６日 
 

会 社 名   プ リ マ ハ ム 株 式 会 社 
代表者名   代表取締役社長 貴納 順二 

(コード番号:２２８１) 
問合せ先 財経部分掌常務取締役 西村 仁 

(電話番号 03-6386-1800) 
 

 
 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 
 
 
 当社は、平成２０年５月１６日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び「定款一部追
加変更の件」を第61回定時株主総会および普通株主様による種類株主総会(平成２０年６月２７日開催
予定)に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いたします。 
 
 

記 
１.定款一部変更について 
(定款一部変更の理由) 

 種類株主に分配する配当の負担を解消し、資本政策を円滑に遂行するため、平成20年中にA号種類 
株式、Ｂ号種類株式およびＣ号種類株式の各株主が保有する種類株式の全株式を取得し、自己株式 
となった発行済のＡ号種類株式、Ｂ号種類株式およびＣ号種類株式の全株式を消却するために、現 
行定款につき次のとおり所定の変更を行うものであります。 

 
    ・Ａ号種類株式、Ｂ号種類株式およびＣ号種類株式について金銭を対価とする取得請求権に

関して当会社が取得できる各種類株式の数の制限を緩和するものであります（変更案第12
条の2 (3)、第12条の3 (3) 、第12条の4 (3)）。 

    ・Ａ号種類株式、Ｂ号種類株式およびＣ号種類株式について当会社の普通株式を対価とする
取得請求に関して取得を請求することができる期間の末日を平成30年10月31日から平成20
年11月30日に短縮するものであります（変更案第12条の2 (6)、第12条の3 (6) 、第12条の
4 (6)）。なお、同変更の結果、Ａ号種類株式、Ｂ号種類株式、Ｃ号種類株式について当会
社の普通株式を対価とする一斉取得に関して一斉取得日が平成30年11月1日から平成20年12
月1日に変更されることとなります。 

 
 
(変更内容) 
 変更内容は(別表①)のとおりであります。 
 
(日  程) 

定款変更のための株主総会開催日   平成２０年６月２７日(金曜日) 
定款変更の効力発生日        平成２０年６月２７日(金曜日) 
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２．定款一部追加変更について 
(定款一部追加変更の理由) 

上記「定款一部変更」に係る変更後の定款規定に基づき、Ａ号種類株式、Ｂ号種類株式およびＣ 
号種類株式の発行済みの全ての株式を当社が取得し、当該株式の消却が終了することを条件に、Ａ
号種類株式、Ｂ号種類株式およびＣ号種類株式に関する規定を削除するために所定の変更をするも
のであります。 
なお、本定款一部追加変更が効力を生じる日は、Ａ号種類株式、Ｂ号種類株式およびＣ号種類株

式の発行済みの全ての株式が消却される日といたします。 
 
 
(変更内容) 
 変更内容は(別表②)のとおりであります。 
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定款一部変更の内容(別表①) 
 

（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条から第5条まで 
 （条文省略） 
 

第1章 総 則 
第1条から第5条まで 
 （現行どおり） 

第2章 株 式 
第6条から第12条まで 
 （条文省略） 
 

第2章 株 式 
第6条から第12条まで 
 （現行どおり） 

（A号種類株式） 
第12条の2 当会社の発行するA号種類株式の

内容は、本定款の他の規定にお
いて定めるほか、次のとおりと
する。 

 
（A号優先配当金） 
(1) （条文省略） 
 
（残余財産の分配） 
(2) （条文省略） 
 
（取得請求権） 
(3) ①  （条文省略） 
 

② 上記①の規定に従って、取得請求可
能期間中に請求されたA号種類株式の
数が、取得請求可能期間末日時点に
おけるA号種類株式の発行済株式（当
会社の保有する自己のA号種類株式を
含む。）の数と取得請求可能期間末
日までに既に消却したA号種類株式の
株式数の和の16.0％にあたる数（1株
に満たないものは切り捨てる。）
（以下「A号取得可能株式数」とい
う。）を超えるときは、本号に従っ
て当会社が取得できるA号種類株式の
数は、A号取得可能株式数に限定され
る。 

 
 
 
 
 
 

（A号種類株式） 
第12条の2 当会社の発行するA号種類株式の

内容は、本定款の他の規定にお
いて定めるほか、次のとおりと
する。 

 
（A号優先配当金） 
(1) （現行どおり） 
 
（残余財産の分配） 
(2) （現行どおり） 
 
（取得請求権） 
(3) ①  （現行どおり） 
 

② 上記①の規定に従って、取得請求可
能期間中に請求されたA号種類株式の
数が、取得請求可能期間末日時点に
おけるA号種類株式の発行済株式（当
会社の保有する自己のA号種類株式を
含む。）の数と取得請求可能期間末
日までに既に消却したA号種類株式の
株式数の和の16.0％にあたる数（1株
に満たないものは切り捨てる。）
（以下「A号取得可能株式数」とい
う。）を超えるときは、本号に従っ
て当会社が取得できるA号種類株式の
数は、A号取得可能株式数に限定され
る。ただし、上記①の規定に従って
平成20年7月中の取得請求可能期間中
に取得請求されたA号種類株式数につ
いては、本号に従って当会社が取得
できるA号種類株式の数の限定を行わ
ない。 
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③ 取得必要資金総額（以下に定義す
る。）が、取得可能資金額（以下に
定義する。）を超えるときは、本号
に従って当会社が取得できるA号種
類株式の数は、さらに、下記④で定
めるA号特別取得可能株式数に限定
される。 
取得必要資金総額とは、取得請求可
能期間において取得請求された数
（ただし、その期間において、A号
取得可能株式数を超える数の取得請
求があった場合には、A号取得可能
株式数とする。）のA号種類株式を
取得するために必要な資金の額（以
下「A号取得必要資金額」とい
う。）、取得請求可能期間において
取得請求された数（ただし、その期
間において、第12条の3第3号②に定
義されるB号取得可能株式数を超え
る数の取得請求があった場合には、
B号取得可能株式数とする。）のB号
種類株式を取得するために必要な資
金の額（以下「B号取得必要資金
額」という。）および取得請求可能
期間において取得請求された数（た
だし、その期間において、第12条の
4第3号②に定義されるC号取得可能
株式数を超える数の取得請求があっ
た場合には、C号取得可能株式数と
する。）のC号種類株式を取得する
ために必要な資金の額（以下「C号
取得必要資金額」という。）の合計
額をいう。 
取得可能資金額とは、取得請求可能
期間の末日における分配可能額から
(a)取得請求可能期間の直前の定時
株主総会において全種類株式の取得
請求のため決議した額および(b)5億
円の合計額を控除した額をいう。 
 

 
 
 
 
 

④から⑦まで（条文省略） 
          

③ 取得必要資金総額（以下に定義す
る。）が、取得可能資金額（以下に
定義する。）を超えるときは、本号
に従って当会社が取得できるA号種
類株式の数は、さらに、下記④で定
めるA号特別取得可能株式数に限定
される。 
取得必要資金総額とは、取得請求可
能期間において取得請求された数
（ただし、その期間（ただし、平成
20年7月中の取得請求可能期間を除
く。）において、A号取得可能株式
数を超える数の取得請求があった場
合には、A号取得可能株式数とす
る。）のA号種類株式を取得するた
めに必要な資金の額（以下「A号取
得必要資金額」という。）、取得請
求可能期間において取得請求された
数（ただし、その期間（ただし、平
成20年7月中の取得請求可能期間を
除く。）において、第12条の3第3号
②に定義されるB号取得可能株式数
を超える数の取得請求があった場合
には、B号取得可能株式数とす
る。）のB号種類株式を取得するた
めに必要な資金の額（以下「B号取
得必要資金額」という。）および取
得請求可能期間において取得請求さ
れた数（ただし、その期間（ただ
し、平成20年7月中の取得請求可能
期間を除く。）において、第12条の
4第3号②に定義されるC号取得可能
株式数を超える数の取得請求があっ
た場合には、C号取得可能株式数と
する。）のC号種類株式を取得する
ために必要な資金の額（以下「C号
取得必要資金額」という。）の合計
額をいう。 
取得可能資金額とは、取得請求可能
期間の末日における分配可能額から
(a)取得請求可能期間の直前の定時
株主総会において全種類株式の取得
請求のため決議した額および(b)5億
円の合計額を控除した額をいう。 

 
④から⑦まで （現行どおり） 
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（取得条項） 
(4) （条文省略） 
 
（議決権） 
(5) （条文省略） 
 
（当会社の普通株式を対価とする取得請求） 
(6) A号種類株主は、下記の条件に従って、

その保有するA号種類株式を当会社が取
得するのと引換えに普通株式を交付する
ことを請求することができる。 
 
① 取得を請求することができる期間 

平成18年11月1日から平成30年10月
31日まで 

 
② 取得条件 

(a) 当初基準価額 
104円 
 

(b) 基準価額の修正 
基準価額は、平成18年11月1日
から平成30年10月31日まで、毎
年11月1日（以下本(6)号におい
てそれぞれ｢基準価額修正日｣と
いう。）に、各基準価額修正日
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の平均値
（その計算においては、円位未
満小数第3位まで算出し、その
小数第3位を四捨五入する。)
が、当該基準価額修正日におい
て有効な基準価額を下回る場
合、当該平均値に修正される
（なお、上記45取引日の間に下
記(c)に定められる基準価額の
調整をもたらす事由が生じた場
合においては、基準価額は、下
記(c)に準じて取締役会が適当
と 判 断 す る 値 に 調 整 さ れ
る。）。ただし、上記の計算の
結果得られた修正後基準価額が
上記(a)に定められる当初基準
価額の80％に相当する金額に相
当する金額（円位未満小数第3

（取得条項） 
(4) （現行どおり） 
 
（議決権） 
(5) （現行どおり） 
 
（当会社の普通株式を対価とする取得請求） 
(6) A号種類株主は、下記の条件に従って、

その保有するA号種類株式を当会社が取
得するのと引換えに普通株式を交付す
ることを請求することができる。 
 
① 取得を請求することができる期間 

平成18年11月1日から平成20年11月
30日まで 
 

② 取得条件 
(a) 当初基準価額 

104円 
 

(b) 基準価額の修正 
基準価額は、平成18年11月1日
から平成20年11月30日まで、毎
年11月1日（以下本(6)号におい
てそれぞれ｢基準価額修正日｣と
いう。）に、各基準価額修正日
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の平均値
（その計算においては、円位未
満小数第3位まで算出し、その
小数第3位を四捨五入する。）
が、当該基準価額修正日におい
て有効な基準価額を下回る場
合、当該平均値に修正される
（なお、上記45取引日の間に下
記(c)に定められる基準価額の
調整をもたらす事由が生じた場
合においては、基準価額は、下
記(c)に準じて取締役会が適当
と 判 断 す る 値 に 調 整 さ れ
る。）。ただし、上記の計算の
結果得られた修正後基準価額が
上記(a)に定められる当初基準
価額の80％に相当する金額に相
当する金額（円位未満小数第3
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位まで算出し、その小数第3位
を四捨五入する。以下本(6)号
において「下限基準価額」とい
う。ただし、下記(c)により調
整される。）を下回る場合には
下限基準価額をもって修正後基
準価額とする。 

 
(c)から(f)まで 

 （条文省略） 
 

（当会社の普通株式を対価とする一斉取得） 
(7) （条文省略） 
 

位まで算出し、その小数第3位
を四捨五入する。以下本(6)号
において「下限基準価額」とい
う。ただし、下記(c)により調
整される。）を下回る場合には
下限基準価額をもって修正後基
準価額とする。 
 

(c)から(f)まで 
 （現行どおり） 

 
（当会社の普通株式を対価とする一斉取得） 
(7) （現行どおり） 
 

（B号種類株式） 
第12条の3 当会社の発行するB号種類株式の

内容は、本定款の他の規定にお
いて定めるほか、次のとおりと
する。 

 
（B号優先配当金） 
(1) （条文省略） 
 
（残余財産の分配） 
(2) （条文省略） 

 
（取得請求権） 
(3) ①  （条文省略） 
 

② 上記①の規定に従って、取得請求可
能期間中に請求されたB号種類株式
の数が、取得請求可能期間末日時点
におけるB号種類株式の発行済株式
（当会社の保有する自己のB号種類
株式を含む。）の数と取得請求可能
期間末日までに既に消却したB号種
類株式の株式数の和の16.5％にあた
る数（1株に満たないものは切り捨
てる。）（以下「B号取得可能株式
数」という。）を超えるときは、本
号に従って当会社が取得できるB号
種類株式の数は、B号取得可能株式
数に限定される。 

 
 
 
 

（B号種類株式） 
第12条の3 当会社の発行するB号種類株式の

内容は、本定款の他の規定にお
いて定めるほか、次のとおりと
する。 

 
（B号優先配当金） 
(1) （現行どおり） 
 
（残余財産の分配） 
(2) （現行どおり） 
 
（取得請求権） 
(3) ①  （現行どおり） 
 

② 上記①の規定に従って、取得請求可
能期間中に請求されたB号種類株式
の数が、取得請求可能期間末日時点
におけるB号種類株式の発行済株式
（当会社の保有する自己のB号種類
株式を含む。）の数と取得請求可能
期間末日までに既に消却したB号種
類株式の株式数の和の16.5％にあた
る数（1株に満たないものは切り捨
てる。）（以下「B号取得可能株式
数」という。）を超えるときは、本
号に従って当会社が取得できるB号
種類株式の数は、B号取得可能株式
数に限定される。ただし、上記①の
規定に従って平成20年7月中の取得
請求可能期間中に取得請求されたB
号種類株式数については、本号に
従って当会社が取得できるB号種類
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③から⑦まで（条文省略） 
 
（取得条項） 
(4) （条文省略） 
 
（議決権） 
(5) （条文省略） 
 
（当会社の普通株式を対価とする取得請求） 
(6) B号種類株主は、下記の条件に従って、

その保有するB号種類株式を当会社が取
得するのと引換えに普通株式を交付する
ことを請求することができる。 

 
① 取得を請求することができる期間 

平成19年11月1日から平成30年10月
31日まで 
 

② 取得条件 
(a) 当初基準価額 

104円 
 

(b) 基準価額の修正 
基準価額は、平成19年11月1日
から平成30年10月31日まで、毎
年11月1日（以下本(6)号におい
てそれぞれ｢基準価額修正日｣と
いう。）に、各基準価額修正日
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の平均値
（その計算においては、円位未
満小数第3位まで算出し、その
小数第3位を四捨五入する。)
が、当該基準価額修正日におい
て有効な基準価額を下回る場
合、当該平均値に修正される
（なお、上記45取引日の間に下
記(c)に定められる基準価額の
調整をもたらす事由が生じた場
合においては、基準価額は、下
記(c)に準じて取締役会が適当
と 判 断 す る 値 に 調 整 さ れ
る。）。ただし、上記の計算の

株式の数の限定を行わない。 
 

③から⑦まで（現行どおり） 
 
（取得条項） 
(4) （現行どおり） 
 
（議決権） 
(5) （現行どおり） 
 
（当会社の普通株式を対価とする取得請求） 
(6) B号種類株主は、下記の条件に従って、

その保有するB号種類株式を当会社が取
得するのと引換えに普通株式を交付す
ることを請求することができる。 

 
① 取得を請求することができる期間 

平成19年11月1日から平成20年11月
30日まで 
 

② 取得条件 
(a) 当初基準価額 

104円 
 

(b) 基準価額の修正 
基準価額は、平成19年11月1日
から平成20年11月30日まで、毎
年11月1日（以下本(6)号におい
てそれぞれ｢基準価額修正日｣と
いう。）に、各基準価額修正日
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の平均値
（その計算においては、円位未
満小数第3位まで算出し、その
小数第3位を四捨五入する。)
が、当該基準価額修正日におい
て有効な基準価額を下回る場
合、当該平均値に修正される
（なお、上記45取引日の間に下
記(c)に定められる基準価額の
調整をもたらす事由が生じた場
合においては、基準価額は、下
記(c)に準じて取締役会が適当
と 判 断 す る 値 に 調 整 さ れ
る。）。ただし、上記の計算の
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結果得られた修正後基準価額が
上記(a)に定められる当初基準
価額の80％に相当する金額に相
当する金額（円位未満小数第3
位まで算出し、その小数第3位
を四捨五入する。以下本(6)号
において「下限基準価額」とい
う。ただし、下記(c)により調
整される。）を下回る場合には
下限基準価額をもって修正後基
準価額とする。 

 
(c)から(f)まで 

 （条文省略） 
 

（当会社の普通株式を対価とする一斉取得） 
(7) （条文省略） 
 

結果得られた修正後基準価額が
上記(a)に定められる当初基準
価額の80％に相当する金額に相
当する金額（円位未満小数第3
位まで算出し、その小数第3位
を四捨五入する。以下本(6)号
において「下限基準価額」とい
う。ただし、下記(c)により調
整される。）を下回る場合には
下限基準価額をもって修正後基
準価額とする。 

 
(c)から(f)まで 

 （現行どおり） 
 

（当会社の普通株式を対価とする一斉取得） 
(7) （現行どおり） 

（C号種類株式） 
第12条の4 当会社の発行するC号種類株式の

内容は、本定款の他の規定にお
いて定めるほか、次のとおりと
する。 

 
（C号優先配当金） 
(1) （条文省略） 
 
（残余財産の分配） 
(2) （条文省略） 
 
（取得請求権） 
(3) ①  （条文省略） 
 

② 上記①の規定に従って、取得請求可
能期間中に請求されたC号種類株式
の数が、取得請求可能期間末日時点
におけるC号種類株式の発行済株式
（当会社の保有する自己のC号種類
株式を含む。）の数と取得請求可能
期間末日までに既に消却したC号種
類株式の株式数の和の17.0％にあた
る数（1株に満たないものは切り捨
てる。）（以下「C号取得可能株式
数」という。）を超えるときは、本
号に従って当会社が取得できるC号
種類株式の数は、C号取得可能株式
数に限定される。 

（C号種類株式） 
第12条の4 当会社の発行するC号種類株式の

内容は、本定款の他の規定にお
いて定めるほか、次のとおりと
する。 

 
（C号優先配当金） 
(1) （現行どおり） 
 
（残余財産の分配） 
(2) （現行どおり） 
 
（取得請求権） 
(3) ①  （現行どおり） 
 

② 上記①の規定に従って、取得請求可
能期間中に請求されたC号種類株式
の数が、取得請求可能期間末日時点
におけるC号種類株式の発行済株式
（当会社の保有する自己のC号種類
株式を含む。）の数と取得請求可能
期間末日までに既に消却したC号種
類株式の株式数の和の17.0％にあた
る数（1株に満たないものは切り捨
てる。）（以下「C号取得可能株式
数」という。）を超えるときは、本
号に従って当会社が取得できるC号
種類株式の数は、C号取得可能株式
数に限定される。ただし、上記①の
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③から⑦まで（条文省略） 
 
（取得条項） 
(4) （条文省略） 
 
（議決権） 
(5) （条文省略） 
 
（当会社の普通株式を対価とする取得請求） 
（6）C号種類株主は、下記の条件に従って、

その保有するC号種類株式を当会社が取
得するのと引換えに普通株式を交付する
ことを請求することができる。 
 
① 取得を請求することができる期間 

平成20年11月1日から平成30年10月
31日まで 
 

② 取得条件 
(a) 当初基準価額 

104円 
 

(b) 基準価額の修正 
基準価額は、平成20年11月1日
から平成30年10月31日まで、毎
年11月1日（以下本(6)号におい
てそれぞれ｢基準価額修正日｣と
いう。）に、各基準価額修正日
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の平均値
（その計算においては、円位未
満小数第3位まで算出し、その
小数第3位を四捨五入する。)
が、当該基準価額修正日におい
て有効な基準価額を下回る場
合、当該平均値に修正される
（なお、上記45取引日の間に下
記(c)に定められる基準価額の
調整をもたらす事由が生じた場

規定に従って平成20年7月中の取得
請求可能期間中に取得請求されたC
号種類株式数については、本号に
従って当会社が取得できるC号種類
株式の数の限定を行わない。 

 
③から⑦まで（現行どおり） 

 
（取得条項） 
(4) （現行どおり） 
 
（議決権） 
(5) （現行どおり） 
 
（当会社の普通株式を対価とする取得請求） 
（6）C号種類株主は、下記の条件に従って、

その保有するC号種類株式を当会社が取
得するのと引換えに普通株式を交付す
ることを請求することができる。 

 
① 取得を請求することができる期間 

平成20年11月1日から平成20年11月
30日まで 
 

② 取得条件 
(a) 当初基準価額 

104円 
 

(b) 基準価額の修正 
基準価額は、平成20年11月1日
から平成20年11月30日まで、同
年11月1日（以下本(6)号におい
て｢基準価額日｣という。）に、
基準価額日に先立つ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
値の平均値（その計算において
は、円位未満小数第3位まで算
出し、その小数第3位を四捨五
入する。)が、上記(a)に定めら
れる当初基準価額を下回る場
合、当該平均値に修正される
（なお、上記45取引日の間に下
記(c)に定められる基準価額の
調整をもたらす事由が生じた場
合においては、基準価額は、下
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合においては、基準価額は、下
記(c)に準じて取締役会が適当
と 判 断 す る 値 に 調 整 さ れ
る。）。ただし、上記の計算の
結果得られた修正後基準価額が
上記(a)に定められる当初基準
価額の80％に相当する金額に相
当する金額（円位未満小数第3
位まで算出し、その小数第3位
を四捨五入する。以下本(6)号
において「下限基準価額」とい
う。ただし、下記(c)により調
整される。）を下回る場合には
下限基準価額をもって修正後基
準価額とする。 

 
(c)から(f)まで 

（条文省略） 
 
（当会社の普通株式を対価とする一斉取得） 
(7) （条文省略） 
 

記(c)に準じて取締役会が適当
と 判 断 す る 値 に 調 整 さ れ
る。）。ただし、上記の計算の
結果得られた修正後基準価額が
上記(a)に定められる当初基準
価額の80％に相当する金額に相
当する金額（円位未満小数第3
位まで算出し、その小数第3位
を四捨五入する。以下本(6)号
において「下限基準価額」とい
う。ただし、下記(c)により調
整される。）を下回る場合には
下限基準価額をもって修正後基
準価額とする。 

 
 

(c)から(f)まで 
（現行どおり） 
 

（当会社の普通株式を対価とする一斉取得） 
(7) （現行どおり） 

 
第12条の5から第12条の6まで 
 （条文省略） 
 

第12条の5から第12条の6まで 
 （現行どおり） 

第3章 株主総会 
第13条から第18条の2まで 
 （条文省略） 
 

第3章 株主総会 
第13条から第18条の2まで 
 （現行どおり） 

第4章 取締役および取締役会 
第19条から第26条まで 
 （条文省略） 
 

第4章 取締役および取締役会 
第19条から第26条まで 
 （現行どおり） 

第5章 監査役および監査役会 
第27条から第33条まで 
 （条文省略） 
 

第5章 監査役および監査役会 
第27条から第33条まで 
 （現行どおり） 

第6章 計 算 
第34条から第36条まで 
 （条文省略） 

以 上 
 

第6章 計 算 
第34条から第36条まで 
 （現行どおり） 

以 上 
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定款一部追加変更の内容(別表②) 
 

（下線は変更部分を示します。） 

 変更案 追加変更案 

第1章 総 則 
第1条から第5条まで 
 （条文省略） 
 

第1章 総 則 
第1条から第5条まで 
 （現行どおり） 

第2章 株 式 
（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

5,000万株とし、このうち3億2,600万
株は普通株式、480万株はA号種類株
式、960万株はB号種類株式、960万株
はC号種類株式とする。 

 

第2章 株 式 
（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

5,000万株とする。 

第7条から第8条まで 
 （条文省略） 
 

第7条から第8条まで 
 （現行どおり） 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 
第9条 当会社の普通株式の単元株式数は、

1,000株とし、A号種類株式、B号種類
株式およびC号種類株式の単元株式数
は、それぞれ250株とする。 

 
2.  （条文省略） 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 
第9条 当会社の普通株式の単元株式数は、

1,000株とする。 
 

 
 

2.  （現行どおり） 
 

第10条から第12条まで 
 （条文省略） 

第10条から第12条まで 
 （現行どおり） 
 

（A号種類株式） 
第12条の2 （条文省略） 
 

 
 （削る） 
 

（B号種類株式） 
第12条の3 （条文省略） 
 

 
 （削る） 

（C号種類株式） 
第12条の4 （条文省略） 
 

 
 （削る） 

（当社種類株式の併合、分割または募集株式
の割当てを受ける権利等） 
第12条の5 （条文省略） 
 

 
 
 （削る） 

（残余財産分配の優先順位） 
第12条の6 （条文省略） 
 

 
 （削る） 
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第3章 株主総会 
第13条から第18条まで 
 （条文省略） 
 

第3章 株主総会 
第13条から第18条まで 
 （現行どおり） 

（種類株主総会） 
第18条の2 （条文省略） 
 

 
 （削る） 

第4章 取締役および取締役会 
第19条から第26条まで 
 （条文省略） 
 

第4章 取締役および取締役会 
第19条から第26条まで 
 （現行どおり） 

第5章 監査役および監査役会 
第27条から第33条まで 
 （条文省略） 
 

第5章 監査役および監査役会 
第27条から第33条まで 
 （現行どおり） 

第6章 計 算 
第34条から第36条まで 
 （条文省略） 

以 上 
 

第6章 計 算 
第34条から第36条まで 
 （現行どおり） 

以 上 

 
 

附則 
第1条 上記変更は、A号種類株式、B号種類株

式およびC号種類株式をすべて消却し
た日に効力を有する。 

 
以上 


