
平成 21 年 4 月 28 日 

 

各  位 

                           会社名  富士火災海上保険株式会社 

代表者名 代表執行役社長 ビジャン コスロシャヒ 

（コード番号 8763 東証・大証第 1 部） 

                                    問合せ先 財務管理部長 川瀬 裕 

                                              （TEL. 06－6266-7002） 

 

定款一部変更のお知らせ 

 

当社は、平成 21 年 4 月 28 日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 25 日に開催予定

の第 92 回定時株主総会に、下記の通り定款の変更について付議することを決議いたしまし

たので、お知らせいたします。 

記 

1. 変更の理由 

将来において、機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とすることを目的として、発

行可能株式総数を増加するとともに、新たな種類株式（第１種優先株式）（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に、現行定款第 5条を変更すると

ともに、変更案第 2章の 2優先株式を新設するものであります。 

なお、現時点におきましては、普通株式及び本優先株式の具体的な発行計画は       

ございません。 

2. 定款変更の内容 

現行定款と変更案は、別紙のとおりであります。 

3. 日程 

（1）定款変更のための株主総会開催日      平成 21 年 6 月 25 日（木曜日） 

(2) 定款変更の効力発生日                平成 21 年 6 月 25 日（木曜日） 

 

以  上 
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別紙 

 

 

定款変更の内容 

変更内容は次の通りであります。 （下線は変更部分） 

現行定款 変更案 

（発行可能株式総数および単元株式数） 

第 5条 当会社の発行可能株式総数は、 

       8 億 株とする。 

 

 

2 当会社の単元株式数は、1,000 株とす

る。 

（発行可能株式総数および発行可能優先

株式総数および単元株式数） 

第 5 条 当会社の発行可能株式総数は 19

億株とし、各種類の株式の発行可能株式総

数は、次のとおりとする。 

 普通株式           16 億 株 

第 1種優先株式     3 億 株 

2 当会社の単元株式数は、全ての種類の

株式につき 1,000 株とする。 

（新設） 

（新設） 

 

第２章の２ 優先株式 

（第 1種優先配当等） 

第 12 条の 2 

当会社は、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。）に対して剰余金の配当を行うと

きは、当該配当に係る基準日の最終の株主

名簿に記載または記録された第1種優先株

式の株主（以下「第 1種優先株主」という。）

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、当該配当に先立ち、第 1種

優先株式 1株につき、第 1種優先株式の 1

株当りの払込金額相当額（ただし、第１種



 2

優先株式につき、株式の分割、株式無償割

当て、株式の併合またはこれに類する事由

があった場合には、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

る方法により適切に調整される。）に、第

1種優先株式の発行に先立って取締役会の

決議で定める配当年率を乗じて算出した

金額（小数点以下の額または価額が生じる

場合の取扱いについては、第 1種優先株式

の発行に先立って取締役会が定める。）の

剰余金の配当（以下「第 1種優先配当」と

いう。）を行う。ただし、第 1種優先配当

の額または価額が次項に定める第1種無配

時優先配当の額に満たない場合は、第 1種

無配時優先配当の額をもって第1種優先配

当の額または価額とする。 

②当会社は、毎事業年度の末日、その他の

取締役会が定める日の最終の株主名簿に

記載または記録された普通株主または普

通登録株式質権者に対して剰余金の配当

を行わないときは、当該株主名簿に記載ま

たは記録された第 1種優先株主または第 1

種優先登録株式質権者に対し、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種優先配当または第1種無配時優先

配当の全部または一部が行われなかった

場合、当会社は、その不足額を累積し（以

下「累積未払額」という。）、第 1項また

は第 2項に定める配当時において、当該配

当に係る基準日の最終の株主名簿に記載

または記録された第1種優先株主または第

1種優先登録株式質権者に対し、第 1種優

先配当または第1種無配時優先配当に先立

ち、累積未払額に相当する剰余金の配当

（以下「第 1種累積未払配当」という。）

を行う。 

④当会社は、第 1種優先株主または第 1種

優先登録株式質権者に対し、第 1種優先配

当、第 1種無配時優先配当および第 1種累

積未払配当以外の剰余金の配当を行わな
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い。 

（新設） 

 

（第 1種優先株主に対する残余財産の分

配） 

第 12 条の 3 

 

当会社の残余財産を分配するときは、第 1

種優先株主または第1種優先登録株式質権

者に対して、普通株主または普通登録株式

質権者に先立って、累積未払額に相当する

金銭を支払う。 

②当会社は、前項に規定する場合には、第

1種優先株主または第 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のほ

か、普通株主また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。 

（新設） 

 

（議決権） 

第 12 条の 4 

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。ただし、第 1種優先株式の発行後

もしくは最後に行われた第1種優先配当ま

たは第1種無配時優先配当の決議から2年

間連続で、法令及び本定款に従って第 1種

優先配当または第1種無配時優先配当を行

う旨の決議が行われなかった場合、第 1種

優先株式の発行後もしくは最後に行われ

た第1種優先配当または第1種無配時優先

配当の決議から 2年間が経過した日以降

で、第 1種優先配当または第 1種無配時優

先配当が行われるまでに開催される株主

総会については、この限りでない。 

（新設） 

 

（種類株主総会） 

第 12 条の 5 

 

当会社が、会社法第 322 条第 1項第 2号乃

至第 13 号に掲げる行為をする場合におい

ては、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 12 条の規定は、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
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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 13 条乃至第 15 条及び第 17 条の規定

は、種類株主総会にこれを準用する。 

④第 16 条第 4項の規定は、会社法第 324

条第2項の規定に基づく種類株主総会の決

議にこれを準用する。 

（新設） 

 

（普通株式を対価とする取得条項） 

第 12 条の 6 

 

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

き換えに、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

社となる株式交換または株式移転（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、株式交換または株式移転の効

力発生日の前日 

2.当会社が発行する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

株券等所得割合が 50 パーセント超となっ

た場合 

 当該公開買付に関する公開買付期間の

末日の翌日から 90 日目の日 

 なお、本号において「公開買付け」とは

金融商品取引法第 27 条の 3第 1項に定め

る公開買付けを、「株券等所有割合」とは

金融商品取引法第 27 条の 2第 1項第 1号

に定める株券等所有割合を、「公開買付

者」または「公開買付報告書」とは金融商

品取引法第2章の 2第 1節に定める公開買

付者または公開買付報告書をいう。 

（新設） 

 

（普通株式を対価とする取得請求権） 

第 12 条の 7 

 

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
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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き換えに、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。 

②第1種優先株主が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期間は、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（以下、「取得請求期間」と

いう。）。 

③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（ただし、第１種優

先株式につき、株式の分割、株式無償割当

て、株式の併合またはこれに類する事由が

あった場合には、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

方法により適切に調整される。）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、

会社法第167条第3項に従ってこれを取り

扱う。 

④取得価額は、当初、当会社の普通株式の

時価を基準として第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

る方法により算出される額とし、当該決議

により取得価額の修正および調整の方法

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） 

 

（株式の分割、株式の併合等） 

第 12 条の 8 

 

当会社は、株式の併合をするときは、普通

株式及び第１種優先株式ごとに同時に同

一割合で株式の併合をする。 

②当会社は、株式の分割または株式無償割
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当てをするときは、以下のいずれかの方法

によりする。 

１.普通株式及び第１種優先株式の双方に

ついて株式の分割をする場合は、同時に同

一の割合で株式の分割をする。 

２.普通株式または第１種優先株式のいず

れかについてのみ株式の分割をする場合

は、株式の分割をしない種類の株式を有す

る株主または登録株式質権者に対して、株

式の分割と同時に、株式の分割をする種類

の株式の株主に対して割当てる株式と同

一の割合において、無償で株式の分割をす

る種類の株式を割当てる。 

３.普通株主または普通登録質権者には普

通株式の株式無償割当てを、第１種優先株

主または第１種優先登録質権者には第１

種優先株式の株式無償割当てを行う場合

は、各種類の株式ごとに同時に同一の割合

で株式無償割当てをする。 

③当会社は、当会社の株主に募集株式の割

当てを受ける権利を与えるときは、普通株

主には普通株式の割当てを受ける権利を、

第１種優先株主には第１種優先株式の割

当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一

の割合で与える。 

④当会社は、当会社の株主に募集新株予約

権の割当てを受ける権利を与えるときは、

普通株主には普通株式を目的とする新株

予約権の割当てを受ける権利を、第１種優

先株主には第１種優先株式を目的とする

新株予約権の割当てを受ける権利を、それ

ぞれ同時に同一の割合で与える。 

⑤当会社は、新株予約権無償割当てをする

ときは、普通株主または普通登録株式質権

者には普通株式を目的とする新株予約権

の新株予約権無償割当てを、第１種優先株

主または第１種優先登録株式質権者には

第１種優先株式を目的とする新株予約権

の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時

に同一の割合でする。 
⑥当会社は、株式移転をするとき（他の株

式会社と共同して株式移転をする場合を

除く。）は、普通株主または普通登録株式

質権者には普通株式に代えて株式移転設

立完全親会社の発行する普通株式と同種

の株式を、第１種優先株主または第１種優

先登録株式質権者には第１種優先株式に
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代えて株式移転設立完全親会社の発行す

る第１種優先株式と同種の株式を、それぞ

れ株式移転の効力発生日における当会社

の発行済株式総数に占める各種類の株式

の株主または登録株式質権者が有する株

式数と同一の割合で交付する。 

⑦当会社は、単元株式数について定款の変

更をするときは、普通株式及び第１種優先

株式の単元株式数についてそれぞれ同時

に同一の割合で変更する。 

（新設） 

 

（譲渡制限） 

第 12 条の 9 

 

第 1 種優先株式を、譲渡により取得する場

合には、取締役会の承認を必要とする。 

（新設） 

 

（その他の事項） 

第 12 条の 10 

 

当会社は、第12条の2乃至9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。 

 


