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                                           (財)財務会計基準機構会員                

 
平成 20年 5月 26日 

各 位 
                   

会 社 名 ＮＥＣトーキン株式会社 
                  代表者名 代表取締役執行役員社長    岡 部 政 和 

 （コード番号 6759 東証第一部） 
                 問合せ先 広 報 室 長          矢 崎 正 晴 

 （TEL 03-3515-9118） 
          

 
定款一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成 20年 5月 26日開催の取締役会において、定款一部変更の件につき平成 20年 6
月 27日開催予定の第 99回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。 

 
記 

１．変更の理由 
当社グループは、事業ポートフォリオの強化に向けた取り組みと生産性の改善等によるコス

ト低減活動の推進により、当社グループの業績と信頼の早期回復および今後の安定的かつ持続

的な成長を目指しております。このたびの定款変更は、当社グループのかかる取り組みと推進

に必要となる資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の一つとして、各種の優先株式の

発行による資金調達を可能とすべく、第２章の２（優先株式）および第 19条（種類株主総会）
の規定を新設するものであります。なお、当社現行定款第６条（発行可能株式総数）および第

８条（単元株式数及び単元未満株券の不発行）などにも所要の変更を行います。 
定款変更により発行が可能となる第 1種優先株式および第 2種優先株式は、普通株式への転
換が可能となる優先株式を、第 3種優先株式は、普通株式への転換がなされない優先株式をそ
れぞれ想定しておりますが、当社グループの経営環境および経営戦略に基づき、資金調達の多

様化を図りながら、適切な資本政策を実行し、当社グループの企業価値の最大化ならびに株主

の皆様の利益の最大化を最優先課題として取り組んでいく所存です。 
 
２．変更の内容 
  変更の内容は別紙のとおりです。 

 
３．日 程 
  定款変更のための株主総会開催日  平成 20年 6月 27日（金） 
  定款変更の効力発生日       平成 20年 6月 27日（金） 

 
４．その他 
定款変更により発行が可能となる各種優先株式は、いずれも譲渡制限株式であり、現時点で

は、東京証券取引所その他の金融商品取引所への上場は予定しておりません。 
以 上 
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    （別 紙） 

  

定款変更案                 

                          (下線は変更部分を示します｡) 
  

現 行 定 款 変 更 案 

第１条 

 ～     （記載省略） 

第５条 

第１条 

 ～     （現行どおり） 

第５条 

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、２

億株とする。 

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、４

億５，０００万株とし、当会社の普

通株式の発行可能種類株式総数は４

億５，０００万株、第１種優先株式

の発行可能種類株式総数は２億２，

５００万株、第２種優先株式の発行

可能種類株式総数は２億２，５００

万株、第３種優先株式の発行可能種

類株式総数は２億２，５００万株と

する。 

第７条   （記載省略） 第７条   （現行どおり） 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行）

第８条 当会社の単元株式数は、１，００

０株とする。 

 

 

② 当会社は、前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、株式取扱規則に定

めるところについてはこの限りでな

い。 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第８条 当会社の普通株式、第１種優先株

式、第２種優先株式及び第３種優先

株式の単元株式数は、いずれも１，

０００株とする。 

② 当会社は、前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、株式取扱規則に定

めるところについてはこの限りでな

い。 

第９条 

 ～     （記載省略） 

第12条 

第９条 

 ～     （現行どおり） 

第12条 

（新 設） 第２章の２ 優先株式 

（第１種優先株式に対する剰余金の配当） 

第12条の２の１  当会社は、剰余金の配当

をするときは、当該剰余金の配当に

係る基準日の株主名簿に記載または

記録された第１種優先株式を有する

株主（以下、第１種優先株主という。）

または第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、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。）に先立ち、かつ、第12条の５

に定める支払順位に従い、第１種優

先株式１株あたり、第１種優先株式

１株あたりの払込金額相当額に第１

種優先株式の発行に先立って取締役

会の決議によって定める方法により

算定される配当率を乗じて算出した

額の金銭（１円未満を切り捨てる。）

（ただし、当該剰余金の配当に係る

基準日の属する事業年度中の日を基

準日として第１種優先株主または第

１種優先登録株式質権者に対して剰 
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現 行 定 款 変 更 案 

 

 

余金の配当をしたときは、第１種優

先株式１株につき行ったかかる剰余

金の配当の額を控除した額（ただし、

ゼロを下回る場合はゼロ）の金銭。）

（以下、第１種優先配当金という。）

の配当をする。配当率は、(i)固定配

当率の場合は年10パーセントを上限

とし、(ii)変動配当率の場合は第１

種優先株式の発行に先立って取締役

会の決議によって定める金利指標

（ただし、ロンドン・インターバン

ク・オファード・レート（LIBOR）、

トウキョウ・インターバンク・オフ

ァード・レート（TIBOR）、スワップ

レートその他証券市場において一般

的に用いられている金利指標に限

る。）を基準金利とし、かかる基準

金利に当該決議によって定める一定

の率（ただし、一定の率は年５パー

セントを上限とする。）を加えた率

とする。 

（新 設） ②  ある事業年度において第１種優先

株主または第１種優先登録株式質権

者に対してする剰余金の配当の額が

第１種優先配当金の額に達しないと

きは、その不足額は翌事業年度以降

に累積しない。 

（新 設） ③  第１種優先株主または第１種優先

登録株式質権者に対しては、第１種

優先配当金を超えて剰余金の配当は

行わない。 

（新 設） （第１種優先株式に対する残余財産の分

配） 

第12条の２の２  当会社は、残余財産の分

配をするときは、第１種優先株主ま

たは第１種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、かつ、第12条の５に

定める支払順位に従い、第１種優先

株式１株につき、第１種優先株式１

株あたりの払込金額相当額の金銭を

支払う。 

（新 設） ②  第１種優先株主または第１種優先

登録株式質権者に対しては、前項の

ほか、残余財産の分配は行わない。 

（新 設） （第１種優先株主の議決権） 

第12条の２の３  第１種優先株主は、全て

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。ただ

し、第１種優先株主は、第１種優先

株式の発行に先立って取締役会の決

議によって定める期間（当該期間は

事業年度単位で定められるものと

し、10事業年度を上限とする。）連

続して当該期間に属する事業年度中

の日を基準日として第１種優先配当

金の全額を支払う旨の株主総会決議

または取締役会決議がなされないと 
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現 行 定 款 変 更 案 

 きは、当該期間終了後最初に開催さ

れる定時株主総会より（ただし、当

該定時株主総会にその対象となる事

業年度に係る第１種優先配当金の全

額を支払う旨の議案が提出されたと

きを除くものとするが、当該議案が

否決されたときは、当該定時株主総

会の終結の時より）、その対象とな

る事業年度に係る第１種優先配当金

の全額を支払う旨の株主総会決議ま

たは取締役会決議がある時までの

間、株主総会において議決権を行使

することができる。 

（新 設） （第１種優先株主を構成員とする種類株主

総会） 

第12条の２の４ 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

合には、法令に別段の定めがある場

合を除き、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。 

（新 設） （第１種優先株式の譲渡制限） 

第12条の２の５ 譲渡による第１種優先株

式の取得については、当会社の取締

役会の承認を要するものとする。 

（新 設） （第１種優先株式の普通株式を対価とする

取得請求権） 

第12条の２の６ 第１種優先株主は、次項

に定める取得を請求することができ

る期間中、当会社に対して自己の有

する第１種優先株式を取得すること

を請求することができる。かかる取

得の請求があった場合、当会社は第

１種優先株主がかかる取得の請求を

した第１種優先株式を取得するのと

引換えに、第３項に定める財産を当

該第１種優先株主に対して交付する

ものとする。 

（新 設） ②  取得を請求することができる期間 

第１種優先株式の発行に先立って取

締役会の決議によって定める１もし

くは２以上の日または期間とする。 

（新 設） ③ 取得と引換えに交付する財産 

当会社は、第１種優先株式の取得と

引換えに、第１種優先株主が取得の

請求をした第１種優先株式数に第１

種優先株式１株あたりの払込金額相

当額を乗じた額を次項に定める取得

価額で除した数の普通株式を交付す

る。なお、第１種優先株式の取得と

引換えに交付すべき普通株式の数に

１株に満たない端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。この

場合、当会社は、会社法第167条第３

項に定める金銭の交付を行わない。 

（新 設） ④ 取得価額 

取得価額は、当初、第１種優先株式

の発行に先立って取締役会の決議に 
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現 行 定 款 変 更 案 

 よって定める第１種優先株式の発行

時における当会社の普通株式の時価

を下回らない額とし、当該決議によ

り取得価額の修正及び調整の方法を

定めることができるものとする。当

会社は、当該決議により取得価額の

修正を定める場合、修正される額の

下限を定めるものとし、取得価額が

下限として定める額を下回った場

合、取得価額は下限として定める額

に修正されるものとする。 

（新 設） （第１種優先株式の金銭を対価とする取得

条項） 

第12条の２の７ 当会社は、第１種優先株

式の発行に先立って当会社の取締役

会が決議によって定める事由が生じ

た１または２以上の日において、法

令上可能な範囲で、第１種優先株式

の全部または一部を取得することが

できる。この場合、当会社は、かか

る第１種優先株式を取得するのと引

換えに、次項に定める財産を第１種

優先株主に対して交付するものとす

る。なお、第１種優先株式の一部を

取得するときは、按分比例の方法に

よる。 

（新 設） ② 取得と引換えに交付する財産 

当会社は、第１種優先株式の取得と

引換えに、第１種優先株式１株につ

き、第１種優先株式の払込金額相当

額を踏まえて第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

額の金銭を交付する。 

（新 設） （第１種優先株式の普通株式を対価とする

取得条項） 

第12条の２の８ 当会社は、第１種優先株

式の発行に先立って当会社の取締役

会が決議によって定める事由が生じ

た１または２以上の日において、第

１種優先株式の全部または一部を取

得することができる。この場合、当

会社は、かかる第１種優先株式を取

得するのと引換えに、次項に定める

財産を第１種優先株主に対して交付

するものとする。なお、第１種優先

株式の一部を取得するときは、按分

比例の方法による。 

（新 設） ② 取得と引換えに交付する財産 

当会社は、第１種優先株式の取得と

引換えに、第１種優先株式１株につ

き、第１種優先株式１株あたりの払

込金額相当額を次項に定める取得価

額で除した数の普通株式を交付す

る。なお、第１種優先株式の取得と

引換えに交付すべき普通株式の数に

１株に満たない端数がある場合に

は、会社法第234条に従ってこれを取

扱う。 
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（新 設） ③ 取得価額 

取得価額は、当初、第１種優先株式

の発行に先立って取締役会の決議に

よって定める第１種優先株式の発行

時における当会社の普通株式の時価

を下回らない額とし、当該決議によ

り取得価額の修正及び調整の方法を

定めることができるものとする。当

会社は、当該決議により取得価額の

修正を定める場合、修正される額の

下限を定めるものとし、取得価額が

下限として定める額を下回った場

合、取得価額は当該下限に修正され

るものとする。 

（新 設） （第１種優先株式の特定の株主からの取

得） 

第12条の２の９ 第１種優先株式の取得に

ついて会社法第160条第１項の規定

による決定をするときは、同条第２

項及び第３項の規定を適用しない。 

（新 設） （第１種優先株式の株式の併合または分

割、募集株式の割当て等） 

第12条の２の10  当会社は、法令に定める

場合を除き、第１種優先株式につい

て株式の分割または併合を行わな

い。また、当会社は、第１種優先株

主には、募集株式の割当てを受ける

権利また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

無償割当てまたは新株予約権無償割

当てを行わない。 

（新 設） （第２種優先株式に対する剰余金の配当） 

第12条の３の１ 当会社は、剰余金の配当

をするときは、当該剰余金の配当に

係る基準日の株主名簿に記載または

記録された第２種優先株式を有する

株主（以下、第２種優先株主という。）

または第２種優先株式の登録株式質

権者（以下、第２種優先登録株式質

権者という。）に対し、普通株主ま

たは普通登録株式質権者に先立ち、

かつ、第12条の５に定める支払順位

に従い、第２種優先株式１株あたり、

第２種優先株式１株あたりの払込金

額相当額に第２種優先株式の発行に

先立って取締役会の決議によって定

める方法により算定される配当率を

乗じて算出した額の金銭（１円未満

を切り捨てる。）（ただし、当該剰

余金の配当に係る基準日の属する事

業年度中の日を基準日として第２種

優先株主または第２種優先登録株式

質権者に対して剰余金の配当をした

ときは、第２種優先株式１株につき

行ったかかる剰余金の配当の額を控

除した額（ただし、ゼロを下回る場

合はゼロ）の金銭。）（以下、第２

種優先配当金という。）の配当をす 
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 る。配当率は、(i)固定配当率の場合

は年10パーセントを上限とし、(ii)

変動配当率の場合は第２種優先株式

の発行に先立って取締役会の決議に

よって定める金利指標（ただし、ロ

ンドン・インターバンク・オファー

ド・レート（LIBOR）、トウキョウ・

インターバンク・オファード・レー

ト（TIBOR）、スワップレートその他

証券市場において一般的に用いられ

ている金利指標に限る。）を基準金

利とし、かかる基準金利に当該決議

によって定める一定の率（ただし、

一定の率は年５パーセントを上限と

する。）を加えた率とする。 

（新 設） ② ある事業年度において第２種優先

株主または第２種優先登録株式質権

者に対してする剰余金の配当の額が

第２種優先配当金の額に達しないと

きは、その不足額は翌事業年度以降

に累積しない。 

（新 設） ③ 第２種優先株主または第２種優先

登録株式質権者に対しては、第２種

優先配当金を超えて剰余金の配当は

行わない。 

（新 設） （第２種優先株式に対する残余財産の分

配） 

第12条の３の２ 当会社は、残余財産の分

配をするときは、第２種優先株主ま

たは第２種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、かつ、第12条の５に

定める支払順位に従い、第２種優先

株式１株につき、第２種優先株式１

株あたりの払込金額相当額の金銭を

支払う。 

（新 設） ② 第２種優先株主または第２種優先

登録株式質権者に対しては、前項の

ほか、残余財産の分配は行わない。 

（新 設） （第２種優先株主の議決権） 

第12条の３の３ 第２種優先株主は、全て

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。ただ

し、第２種優先株主は、第２種優先

株式の発行に先立って取締役会の決

議によって定める期間（当該期間は

事業年度単位で定められるものと

し、10事業年度を上限とする。）連

続して当該期間に属する事業年度中

の日を基準日として第２種優先配当

金の全額を支払う旨の株主総会決議

または取締役会決議がなされないと

きは、当該期間終了後最初に開催さ

れる定時株主総会より（ただし、当

該定時株主総会にその対象となる事

業年度に係る第２種優先配当金の全

額を支払う旨の議案が提出されたと

きを除くものとするが、当該議案が 
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 否決されたときは、当該定時株主総

会の終結の時より）、その対象とな

る事業年度に係る第２種優先配当金

の全額を支払う旨の株主総会決議ま

たは取締役会決議がある時までの

間、株主総会において議決権を行使

することができる。 

（新 設） （第２種優先株主を構成員とする種類株主

総会） 

第12条の３の４ 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

合には、法令に別段の定めがある場

合を除き、第２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。 

（新 設） （第２種優先株式の譲渡制限） 

第12条の３の５ 譲渡による第２種優先株

式の取得については、当会社の取締

役会の承認を要するものとする。 

（新 設） （第２種優先株式の普通株式を対価とする

取得請求権） 

第12条の３の６ 第２種優先株主は、次項

に定める取得を請求することができ

る期間中、当会社に対して自己の有

する第２種優先株式を取得すること

を請求することができる。かかる取

得の請求があった場合、当会社は第

２種優先株主がかかる取得の請求を

した第２種優先株式を取得するのと

引換えに、第３項に定める財産を当

該第２種優先株主に対して交付する

ものとする。 

（新 設） ② 取得を請求することができる期間 

第２種優先株式の発行に先立って取

締役会の決議によって定める１もし

くは２以上の日または期間とする。 

（新 設） ③ 取得と引換えに交付する財産 

当会社は、第２種優先株式の取得と

引換えに、第２種優先株主が取得の

請求をした第２種優先株式数に第２

種優先株式１株あたりの払込金額相

当額を乗じた額を次項に定める取得

価額で除した数の普通株式を交付す

る。なお、第２種優先株式の取得と

引換えに交付すべき普通株式の数に

１株に満たない端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。この

場合、当会社は、会社法第167条第３

項に定める金銭の交付を行わない。 

（新 設） ④ 取得価額 

取得価額は、当初、第２種優先株式

の発行に先立って取締役会の決議に

よって定める第２種優先株式の発行

時における当会社の普通株式の時価

を下回らない額とし、当該決議によ

り取得価額の修正及び調整の方法を

定めることができるものとする。当

会社は、当該決議により取得価額の 
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 修正を定める場合、修正される額の

下限を定めるものとし、取得価額が

下限として定める額を下回った場

合、取得価額は下限として定める額

に修正されるものとする。 

（新 設） （第２種優先株式の金銭を対価とする取得

条項） 

第12条の３の７ 当会社は、第２種優先株

式の発行に先立って当会社の取締役

会が決議によって定める事由が生じ

た１または２以上の日において、法

令上可能な範囲で、第２種優先株式

の全部または一部を取得することが

できる。この場合、当会社は、かか

る第２種優先株式を取得するのと引

換えに、次項に定める財産を第２種

優先株主に対して交付するものとす

る。なお、第２種優先株式の一部を

取得するときは、按分比例の方法に

よる。 

（新 設） ② 取得と引換えに交付する財産 

当会社は、第２種優先株式の取得と

引換えに、第２種優先株式１株につ

き、第２種優先株式の払込金額相当

額を踏まえて第２種優先株式の発行

に先立って取締役会の決議で定める

額の金銭を交付する。 

（新 設） （第２種優先株式の普通株式を対価とする

取得条項） 

第12条の３の８ 当会社は、第２種優先株

式の発行に先立って当会社の取締役

会が決議によって定める事由が生じ

た１または２以上の日において、第

２種優先株式の全部または一部を取

得することができる。この場合、当

会社は、かかる第２種優先株式を取

得するのと引換えに、次項に定める

財産を第２種優先株主に対して交付

するものとする。なお、第２種優先

株式の一部を取得するときは、按分

比例の方法による。 

（新 設） ② 取得と引換えに交付する財産 

当会社は、第２種優先株式の取得と

引換えに、第２種優先株式１株につ

き、第２種優先株式１株あたりの払

込金額相当額を次項に定める取得価

額で除した数の普通株式を交付す

る。なお、第２種優先株式の取得と

引換えに交付すべき普通株式の数に

１株に満たない端数がある場合に

は、会社法第234条に従ってこれを取

扱う。 

（新 設） ③ 取得価額 

取得価額は、当初、第２種優先株式

の発行に先立って取締役会の決議に

よって定める第２種優先株式の発行

時における当会社の普通株式の時価

を下回らない額とし、当該決議によ 
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 り取得価額の修正及び調整の方法を

定めることができるものとする。当

会社は、当該決議により取得価額の

修正を定める場合、修正される額の

下限を定めるものとし、取得価額が

下限として定める額を下回った場

合、取得価額は当該下限に修正され

るものとする。 

（新 設） （第２種優先株式の特定の株主からの取

得） 

第12条の３の９ 第２種優先株式の取得に

ついて会社法第160条第１項の規定

による決定をするときは、同条第２

項及び第３項の規定を適用しない。 

（新 設） （第２種優先株式の株式の併合または分

割、募集株式の割当て等） 

第12条の３の10 当会社は、法令に定める

場合を除き、第２種優先株式につい

て株式の分割または併合を行わな

い。また、当会社は、第２種優先株

主には、募集株式の割当てを受ける

権利また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

無償割当てまたは新株予約権無償割

当てを行わない。 

（新 設） （第３種優先株式に対する剰余金の配当） 

第12条の４の１ 当会社は、剰余金の配当

をするときは、当該剰余金の配当に

係る基準日の株主名簿に記載または

記録された第３種優先株式を有する

株主（以下、第３種優先株主という。）

または第３種優先株式の登録株式質

権者（以下、第３種優先登録株式質

権者という。）に対し、普通株主ま

たは普通登録株式質権者に先立ち、

かつ、第12条の５に定める支払順位

に従い、第３種優先株式１株あたり、

第３種優先株式１株あたりの払込金

額相当額に第３種優先株式の発行に

先立って取締役会の決議によって定

める方法により算定される配当率を

乗じて算出した額の金銭（１円未満

を切り捨てる。）（ただし、当該剰

余金の配当に係る基準日の属する事

業年度中の日を基準日として第３種

優先株主または第３種優先登録株式

質権者に対して剰余金の配当をした

ときは、第３種優先株式１株につき

行ったかかる剰余金の配当の額を控

除した額（ただし、ゼロを下回る場

合はゼロ）の金銭。）（以下、第３

種優先配当金という。）の配当をす

る。配当率は、(i)固定配当率の場合

は年10パーセントを上限とし、(ii)

変動配当率の場合は第３種優先株式

の発行に先立って取締役会の決議に

よって定める金利指標（ただし、ロ

ンドン・インターバンク・オファー 
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 ド・レート（LIBOR）、トウキョウ・

インターバンク・オファード・レー

ト（TIBOR）、スワップレートその他

証券市場において一般的に用いられ

ている金利指標に限る。）を基準金

利とし、かかる基準金利に当該決議

によって定める一定の率（ただし、

一定の率は年５パーセントを上限と

する。）を加えた率とする。 

（新 設） ② ある事業年度において第３種優先

株主または第３種優先登録株式質権

者に対してする剰余金の配当の額が

第３種優先配当金の額に達しないと

きは、その不足額は翌事業年度以降

に累積しない。 

（新 設） ③ 第３種優先株主または第３種優先

登録株式質権者に対しては、第３種

優先配当金を超えて剰余金の配当は

行わない。 

（新 設） （第３種優先株式に対する残余財産の分

配） 

第12条の４の２ 当会社は、残余財産の分

配をするときは、第３種優先株主ま

たは第３種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、かつ、第12条の５に

定める支払順位に従い、第３種優先

株式１株につき、第３種優先株式１

株あたりの払込金額相当額の金銭を

支払う。 

（新 設） ② 第３種優先株主または第３種優先

登録株式質権者に対しては、前項の

ほか、残余財産の分配は行わない。 

（新 設） （第３種優先株主の議決権） 

第12条の４の３ 第３種優先株主は、全て

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。ただ

し、第３種優先株主は、第３種優先

株式の発行に先立って取締役会の決

議によって定める期間（当該期間は

事業年度単位で定められるものと

し、10事業年度を上限とする。）連

続して当該期間に属する事業年度中

の日を基準日として第３種優先配当

金の全額を支払う旨の株主総会決議

または取締役会決議がなされないと

きは、当該期間終了後最初に開催さ

れる定時株主総会より（ただし、当

該定時株主総会にその対象となる事

業年度に係る第３種優先配当金の全

額を支払う旨の議案が提出されたと

きを除くものとするが、当該議案が

否決されたときは、当該定時株主総

会の終結の時より）、その対象とな

る事業年度に係る第３種優先配当金

の全額を支払う旨の株主総会決議ま

たは取締役会決議がある時までの

間、株主総会において議決権を行使

することができる。 
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（新 設） （第３種優先株主を構成員とする種類株主

総会） 

第12条の４の４ 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

合には、法令に別段の定めがある場

合を除き、第３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。 

（新 設） （第３種優先株式の譲渡制限） 

第12条の４の５ 譲渡による第３種優先株

式の取得については、当会社の取締

役会の承認を要するものとする。 

（新 設） （第３種優先株式の金銭を対価とする取得

条項） 

第12条の４の６ 当会社は、第３種優先株

式の発行に先立って当会社の取締役

会が決議によって定める事由が生じ

た１または２以上の日において、法

令上可能な範囲で、第３種優先株式

の全部または一部を取得することが

できる。この場合、当会社は、かか

る第３種優先株式を取得するのと引

換えに、次項に定める財産を第３種

優先株主に対して交付するものとす

る。なお、第３種優先株式の一部を

取得するときは、按分比例の方法に

よる。 

（新 設） ② 取得と引換えに交付する財産 

当会社は、第３種優先株式の取得と

引換えに、第３種優先株式１株につ

き、第３種優先株式の払込金額相当

額を踏まえて第３種優先株式の発行

に先立って取締役会の決議で定める

額の金銭を交付する。 

（新 設） （第３種優先株式の特定の株主からの取

得） 

第12条の４の７ 第３種優先株式の取得に

ついて会社法第160条第１項の規定

による決定をするときは、同条第２

項及び第３項の規定を適用しない。 

（新 設） （第３種優先株式の株式の併合または分

割、募集株式の割当て等） 

第12条の４の８ 当会社は、法令に定める

場合を除き、第３種優先株式につい

て株式の分割または併合を行わな

い。また、当会社は、第３種優先株

主には、募集株式の割当てを受ける

権利また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

無償割当てまたは新株予約権無償割

当てを行わない。 

（新 設） （支払順位） 

第12条の５ 第１種優先配当金、第２種優

先配当金及び第３種優先配当金の支

払順位並びに第１種優先株式、第２

種優先株式及び第３種優先株式に係

る残余財産の分配の支払順位は同順

位とする。 
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第13条 

 ～     （記載省略） 

第18条 

第13条 

 ～     （現行どおり） 

第18条 

（新 設） （種類株主総会） 

第19条  第13条第２項、第15条、第16条、

第17条第１項及び第18条の規定は種

類株主総会にこれを準用する。 

（新 設） ② 第14条の規定は、定時株主総会と

同日に開催される種類株主総会にこ

れを準用する。 

（新 設） ③ 会社法第324条第２項に定める種

類株主総会の決議は、当該種類株主

総会において議決権を行使すること

ができる株主の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。 

第19条 

 ～     （記載省略） 

第37条 

第20条 

 ～     （現行どおり） 

第38条 

 




