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平成 20 年 5 月 27 日 

 

各   位 

会 社 名 株 式 会 社 フ ジ タ 

代表者名 代表取締役 網本 勝彌 

（コード番号 1725 東証第２部） 

問合せ先 経理部長  公文 正純 

（TEL.03－3402－1911） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成 20 年 5 月 27 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 6 月 27

日開催予定の第６回定時株主総会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．定款変更の目的 

（1）金融商品取引法が平成 19 年 9 月 30 日に施行されたことに伴い、本法律に該当する事業展

開に対応するため、現行定款第 2条に所要の変更を行うものであります。 

（2）機動的な資本政策の実行を可能とするため、現行定款第 16 条に所要の変更を行ったうえ

で、附則を加えるものであります。 

（3）経営陣の充実強化をはかるため、現行定款第 26 条に所要の変更を行うものであります。 

 

 

２．定款変更の内容 

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 20 年 6 月 27 日（予定） 

  定款変更の効力発生日   平成 20 年 6 月 27 日（予定） 

 

以 上 



 

 2

別紙 

 （下線部分は変更箇所） 

現 行 定 款 変 更 案 

第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 

(1)  建設工事の請負、企画、設計、監理およびコンサルテ

ィング業務 

(2)  宇宙開発、海洋開発、地域開発、都市開発、資源開発

および環境整備等に関する調査、企画、設計、監理お

よびコンサルティング業務 

(3)  不動産の売買、交換、賃貸、管理およびこれらの代理

もしくは仲介に関する業務ならびに不動産の鑑定評価

（新設） 

 

（新設） 

(4)  宅地の造成および分譲ならびに住宅の建設および分譲

に関する業務 

(5)  土壌汚染の状況調査および除去等に関する業務 

(6)  建物、構築物およびその設備の保守および管理に関す

る事業 

(7)  宿泊施設、スポーツ施設、レクリエーション施設、健

康・医療施設、教育施設、飲食店等の保有、経営およ

びコンサルティング業務ならびに旅行代理店業 

(8)  工業所有権、著作権等の無体財産権、ノウハウその他

ソフトウエアの企画開発、取得、賃貸および販売なら

びに情報処理サービス業 

(9)  コンピュータ機器、エレクトロニクス機器等の開発、

販売および賃貸ならびに保守および管理に関する事業

(10) 情報通信システムに係る企画開発および販売等に関す

る事業 

(11) マルチメディアの研究開発に関する事業 

(12) 建設用資材、機器および機械装置の製造、加工、販売

および賃貸 

(13) 労働者派遣事業 

（新設） 

(14) 前各号に付随する一切の事業 

第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 

(1)        （現行どおり） 

 

(2)        （現行どおり） 

 

 

(3)        （現行どおり） 

 

(4)  金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業、投資

助言・代理業および投資運用業 

(5) 不動産特定共同事業法に基づく事業 

(6)        （現行どおり） 

 

(7)        （現行どおり） 

(8)        （現行どおり） 

 

(9)        （現行どおり） 

 

 

(10)       （現行どおり） 

 

 

(11)       （現行どおり） 

 

 

(12)       （現行どおり） 

 

(13)       （現行どおり） 

(14)       （現行どおり） 

(15)       （現行どおり） 

(16) 金銭の貸付その他の金融業務 

(17)       （現行どおり） 

第16条 Ｃ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Ｃ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。 

第 16 条 Ｃ種優先株主は、附則で定める取得を請求し得べき

期間中、附則で定める条件で、当会社に対し、当該Ｃ種優

先株主の有するＣ種優先株式を取得し、これと引換えに当

該Ｃ種優先株式に対し附則で定める財産を交付すること

を請求することができる。 

第26条 当会社の取締役は、３名以上６名以下の甲種取締役お

よび１名以上13名以下の乙種取締役とする。ただし、乙種

取締役は社外取締役とする。 

第26条 当会社の取締役は、３名以上９名以下の甲種取締役お

よび１名以上13名以下の乙種取締役とする。ただし、乙種

取締役は社外取締役とする。 

（新設） 附則 

第１条 Ｃ種優先株主は、下記(1)で定める期間中、下記(2)

で定める条件で、当会社に対し、Ｃ種優先株主が有するＣ

種優先株式を取得し、これと引き換えに当会社の普通株式

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。 

(1) 転換を請求し得べき期間 

平成 17（2005）年９月 29 日（Ｃ種優先株式引受日）から

(2) 転換の条件 

Ｃ種優先株式は、下記の転換の条件で普通株式に転換する

ことができる。 

①普通株式１株当たりの当初転換価額  110 円 

②転換価額の調整 

イ．当会社は、Ｃ種優先株式の発行後、下記ロ.に掲げる各

事由により当会社の普通株式に変更を生じる場合また
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現 行 定 款 変 更 案 

は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式

（以下「転換価額調整式」という。）により転換価額

を調整する。ただし、転換価額調整式による調整が行

われる結果、調整後の転換価額が調整前の転換価額を

下回る場合に限り、下記ロ.に掲げる各事由が生じてい

たとしても、Ｃ種優先株主全員の同意があるときは、

転換価額の調整を行わないことができる。 

新規発行 

・処分 

普通 

株式数 

× 

１株当た

り払込金

額・処分

価額 

 

 

既発行

普通 

株式数

 

 

 

＋ 
１株当たり時価 

 

 

 

調整

後 

転換

価額

 

 

 

＝

 

 

 

調整

前 

転換

価額

×
既発行 

普通株式 
＋ 

新規発行・処分 

普通株式数 

 

ロ．転換価額調整式によりＣ種優先株式の転換価額の調整

を行う場合およびその調整後の転換価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。 

(イ)下記ホ.に定める時価を下回る払込金額または処分

価額をもって普通株式を新たに発行しまたは当会

社の有する普通株式を処分する場合（無償割当ての

場合を含む。）（ただし、当会社の普通株式に転換

される証券もしくは転換できる証券または当会社

の普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）の転換または

行使による場合および単元未満株式の買増請求に

よる場合を除く。）。 

調整後の転換価額は、払込期日（払込期間を定めた

場合には、出資の履行をした日。無償割当ての場合

には、効力発生日。）の翌日以降これを適用する。

ただし、株主への割当てにかかる基準日を定めた場

合は、当該基準日（無償割当てにかかる基準日を定

めた場合には、当該基準日。）の翌日以降これを適

用する。 

(ロ)株式の分割により普通株式を発行する場合。 

調整後の転換価額は、株式の分割にかかる基準日の

翌日以降これを適用する。ただし、剰余金から資本

金に組入れられることを条件としてその部分をも

って株式の分割により普通株式を発行する旨取締

役会で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れ

の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式

の分割にかかる基準日とする場合には、調整後の転

換価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした

株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。な

お、上記ただし書の場合において、株式の分割にか

かる基準日の翌日から当該剰余金の資本金組入れ

の決議をした株主総会の終結の日までに転換の請

求をなしたものに対しては、次の算式により算出さ

れた株式数の普通株式を新たに発行する。 

（調整前転換価額 

－調整後転換価額） 
× 

調整前転換価額に

より当該期間内に

発行された普通株

式数 

 

 

 

株式数

 

 

 

＝
調整後転換価額 

 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを

切り捨て、現金による調整は行わない。 
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(ハ)下記ホ.に定める時価を下回る価額をもって当会社

の普通株式の交付を請求できる証券の発行もしく

は処分（無償割当ての場合を含む。）、または、新

株予約権の行使に際して出資される１株当たりの

財産の価額が下記ホ.に定める時価を下回ることと

なる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）を発行（無償割当ての場合を含む。）す

る場合。 

調整後の転換価額は、その証券については、発行も

しくは処分の効力発生日に、その新株予約権につい

ては割当日（無償割当ての場合には効力発生日）に、

ただし、株主への割当てにかかる基準日がある場合

にはその日に、発行される証券の全てについて普通

株式の交付が請求されまたは全ての新株予約権が

当初の転換価額で転換されまたは当初の行使価額

で行使されたものとみなし、その証券については発

行または処分の効力発生日の翌日以降、その新株予

約権については割当日（無償割当ての場合には効力

発生日）の翌日以降、ただし、株主への割当てにか

かる基準日がある場合にはその日の翌日以降これ

を適用する。 

ハ．当会社は、上記ロ.の転換価額の調整を必要とする場合

以外にも、次に掲げる場合には、取締役会が適当と判

断する転換価額の調整を行う。ただし、転換価額調整

式による調整が行われる結果、調整後の転換価額が調

整前の転換価額を下回る場合に限り、下記(イ)乃至

(ハ)に掲げる各事由が生じていたとしても、Ｃ種優先

株主全員の同意があるときは、転換価額の調整を行わ

ないことができる。 

(イ)株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、ま

たは合併のために転換価額の調整を必要とすると

き。 

(ロ)その他当会社の普通株式数の変更または変更の可

能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を

必要とするとき。 

(ハ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発

生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出

に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。 

ニ．転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 

ホ．転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額

を適用する日（ただし、上記ロ.(ロ)ただし書の場合は

株主への割当てにかかる基準日）に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日（終値のない日数を除く。）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。）の平均値とす

る。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位

まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 

ヘ．転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主

への割当てにかかる基準日がある場合はその日、また、

株主への割当てにかかる基準日がない場合は、調整後

の転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会

社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の

有する当会社の普通株式数を控除した数とする。 

ト．転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転

換価額との差額が１円未満にとどまるときは、転換価
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額の調整は行わないこととする。ただし、次に転換価

額の調整を必要とする事由が発生し調整後の転換価額

を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価

額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた

額を使用するものとする。 

③転換により交付すべき普通株式の数 

Ｃ種優先株式の転換により交付すべき普通株式の数は、次

のとおりとする。 

Ｃ種優先株主が転換

請求のために提出し

たＣ種優先株式数 

× 発行価額

 

転換により

交付すべき

普通株式数 

 

 

＝
転換価額 

 

交付すべき普通株式の数の算出に当たって１株未満の

端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行

わない。 

なお、Ｃ種優先株式について株式の併合または分割が実

施された場合の転換により交付すべき普通株式の数の計

算にあたり、Ｃ種優先株式の１株の発行価額は、次の算式

により調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上

げるものとする。 

調整前発行価額 × 
併合・分割前の

Ｃ種優先株式数

 

調整後 

発行価額

 

＝
併合・分割後のＣ種優先株式数 

 

④転換の効力は、転換請求書およびＣ種優先株式の株券が当

会社に到着した時に発生する。ただし、Ｃ種優先株式の株

券が発行されない時は、株券の提出を要しない。 
 

 


