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平成２１年５月１４日 

各  位 

 

会 社 名：株式会社  高 田工業所  

代 表 者：代表取締役社長 髙田寿一郎 

コード番号： 1966 大証第２部・福証 

問い合わせ先：総務部長 深町雪登 

TEL 093-632-2631 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 21 年 6 月 25 日開催予定の第 62

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．定款変更の理由 

 （１）平成 21 年 3 月 19 日開催の臨時株主総会における自己株式（優先株式）の取得決議および同総

会終了後の取締役会決議に基づき、平成 21 年 3 月 25 日付でＣ種株式 1,250,000 株（発行済Ｃ種

株式の全株式）を株式会社福岡銀行より取得し、平成 21 年 3 月 26 日付で、同株式を消却いたし

ました結果、不要となりますＣ種株式に関連する条文および文言の削除等を行うものであります。 

 

（２）その他、上記の変更に伴う条数の変更を行うものであります。 

 

 

２．変更の内容 

  別紙のとおりであります。 

 

３．日  程 

   定款変更のための定時株主総会開催予定日  平成 21 年 6 月 25 日 

  定款変更の効力発生予定日         平成 21 年 6 月 25 日 

 

以 上 
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別  紙 

（下線   は変更部分を示しております。） 

現  行  定  款 変   更   案 

第２章   株式と株主 

 

（発行可能株式総数と種類） 

第６ 条  当会社が発行する株式の総数は、52,633,800 株

とし、このうち、41,383,800 株を普通株式、

5,000,000 株をＢ種株式、1,250,000 株をＣ種株

式、4,000,000 株をＤ種株式、1,000,000 株をＥ

種株式とする。 

 

（単元株式数） 

第８条  当会社の普通株式、Ｂ種株式、Ｃ種株式、Ｄ種株

式およびＥ種株式の単元株式数は、500 株とする。

 

第２章の２  優先株式 

 

（Ｃ種株式の議決権） 

第 15 条   Ｃ種株式を有する株主（以下「Ｃ種株主」とい

う。）は、株主 総会において議決権を有しな

い。 

 

（Ｃ種株式への優先配当金） 

第 15 条の２ 当会社は、定款に定める剰余金の配当を行

うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名

簿に記載または記録されたＣ種株主またはＣ

種株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種登録株

式質権者」という。）に対し、当該事業年度の

末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先立

ち、Ｃ種株式１株につき年 80 円を上限とし

て、Ｃ種株式の発行に際して取締役会の決議

で定める額（ただし、Ａ種株式の取得請求に

よって発行されるＣ種株式については、Ａ種

株式の発行に際して取締役会の決議で定める

額）の剰余金の配当（以下「Ｃ種優先配当金」

という。）を、分配可能額がある限り必ず支払

う。 

ただし、配当金額の計算は、円位未満小数

第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五

入する。 

２．当会社は、定款に定める金銭の分配を行うと

きは、Ｃ種株主またはＣ種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、Ｃ種株式１株につきＣ種優先配当金の２分

の１を上限として、Ｃ種株式の発行に際して取

締役会の決議で定める額（ただし、Ａ種株式の

取得請求によって発行されるＣ種株式につい

ては、Ａ種株式の発行に際して取締役会の決議

で定める額）の金銭（以下「Ｃ種優先中間配当

金」という。）を支払う。 

    ３．Ｃ種優先中間配当金が支払われた場合におい

ては、本条第１項のＣ種優先配当金の支払い

第２章   株式と株主 

 

（発行可能株式総数と種類） 

第６ 条  当会社が発行する株式の総数は、51,383,800 株

とし、このうち、41,383,800 株を普通株式、

5,000,000 株をＢ種株式、4,000,000 株をＤ種株

式、1,000,000 株をＥ種株式とする。 

 

 

（単元株式数） 

第８条  当会社の普通株式、Ｂ種株式、Ｄ種株式およびＥ

種株式の単元株式数は、500 株とする。 

 

第２章の２  優先株式 

 

（削   除） 

 

 

 

 

（削   除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削   除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削   除） 
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現  行  定  款 変   更   案 

は、Ｃ種優先中間配当金を控除した額による。

４．Ｃ種株式に対する配当が、当該事業年度にお

いて本条第１項の金額に達しない場合であっ

ても、その差額は翌事業年度以降に累積しな

い。 

    ５．Ｃ種株式に対しては、本条第１項に規定する

Ｃ種優先配当金の額を超えては配当しない。 

 

（Ｃ種株式への残余財産分配） 

第 15 条の３ 当会社は、残余財産を分配するときは、Ｃ

種株主またはＣ種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、

Ｃ種株式１株につき 800 円を支払う。 

    ２．Ｃ種株式に対しては、前項のほか、残余財産

の分配を行わない。 

 

（Ｃ種株式の取得請求と普通株式の交付） 

第 15 条の 4の 1 Ｃ種株主は、平成 18 年 9 月 20 日以降い

つでも、当会社に対し、Ｃ種株式の取得を

請求することができる。この場合、当会社

は、当該Ｃ種株主に対し、Ｃ種株式１株と

引換えに、800 円を第 15 条の 4の 2に定め

る額（以下「Ｃ種基準価額」という。）で

除して得られる数の普通株式を交付する。

ただし、前記普通株式の数の算出にあたっ

て 1株に満たない端数が生じたときは、会

社法第 167 条第 3項の定めに従う。 

 

（Ｃ種基準価額） 

第 15条の 4の 2 第 15条の 4の 1の取得請求が平成 18年

9月 20日から平成19年 3月 31日までの間

に行われた場合、146.7 円（以下「C 種当

初基準価額」という。）をＣ種基準価額と

する。第 15 条の 4 の 1 の取得請求が平成

19年4月1日以降に行われた場合について

は、毎年 4 月 1 日に先立つ 45 取引日目に

始まる 30 取引日の、株式会社大阪証券取

引所の開設する市場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（終値のない日数を除

く。円位未満小数第 2位まで算出し、その

小数第 2 位を四捨五入する。）を、同年 4

月 1 日より翌年 3 月 31 日まで 1 年間に取

得請求する場合のＣ種基準価額とする。た

だし、前記の平均値が、Ｃ種当初基準価額

を超えたときはＣ種当初基準価額を、Ｃ種

当初基準価額の 2分の 1を下回ったときは

Ｃ種当初基準価額の 2分の 1を、Ｃ種基準

価額とする。 

 

（Ｃ種基準価額の調整） 

第 15 条の 4の 3 Ａ種株式発行後に、次の aないし cのい

ずれかに該当する事情が生じた場合に

は、Ｃ種基準価額の算定にあたり、Ｃ種

 

（削   除） 

 

 

 

（削   除） 

 

 

（削   除） 

 

 

 

 

（削   除） 

 

 

（削   除） 
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現  行  定  款 変   更   案 

基準価額を次に定める算式（以下「Ｃ種

基準価額調整式」という。）により調整

する。 
              新規発行 ×１株当たり払込金額 
            既発行   普通株式数          

調整後Ｃ種＝調整前Ｃ種×普通株式数＋   １株当たり時価     

基準価額    基準価額   既発行普通株式数＋新規発行普通株式数 

 

a Ｃ種基準価額調整式に使用する時

価を下回る払込金額をもって普通

株式を発行する場合（自己株式を処

分する場合を含む） 

b 株式の分割により普通株式を発行

する場合 

c Ｃ種基準価額調整式に使用する時

価を下回る価額で普通株式への新

株予約権を発行する場合またはＣ

種基準価額調整式を使用する時価

を下回る価額で普通株式を引換と

して交付する内容の取得請求権付

株式を発行する場合（Ａ種株式の取

得請求によりＢ種株式、Ｃ種株式を

発行する場合を除く） 

       ２．前項 aから cに掲げる場合の他、合併、

資本の減少または普通株式の併合な

どによりＣ種基準価額の調整を必要

とする場合には、合併比率、資本の減

少の割合、併合割合などに即して、取

締役会が適当と判断する価額に変更

する。 

       ３．Ｃ種基準価額調整式に使用する１株当

たりの時価は、調整後Ｃ種基準価額を

適用する日に先立つ４５取引日目に

始まる３０取引日の、株式会社大阪証

券取引所の開設する市場における当

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（終

値のない日数を除く。円位未満小数第

２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。）とする。 

４．Ｃ種基準価額調整式に使用する調整前

Ｃ種基準価額は、調整後Ｃ種基準価額を

適用する前日において有効なＣ種基準

価額とし、また、Ｃ種基準価額調整式で

使用する既発行普通株式数は、株主割当

日がある場合はその日、また株主割当日

がない場合は調整後Ｃ種基準価額を適

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とする。 

 

（Ｃ種株式の任意取得） 

第 15 条の５ 当会社は、いつでも法令に従って、Ｃ種株

主との合意により、分配可能額をもって、Ｃ

種株式を取得し、取締役会決議によって、こ

れを消却することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削   除） 
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現  行  定  款 変   更   案 

 

（Ｄ種株式の議決権） 

第 16 条  Ｄ種株式を有する株主（以下「Ｄ種株主」と

いう。）は、株主総会において議決権を有しな

い。 

 

（Ｄ種株式への優先配当金） 

第 16 条の２  当会社は、定款に定める剰余金の配当を行

うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿

に記載または記録されたＤ種株主またはＤ種

株式の登録株式質権者（以下「Ｄ種登録株式質

権者」という。）に対し、当該事業年度の末日

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先立ち、Ｄ

種株式１株につき年 80 円を上限として、Ｄ種

株式の発行に際して取締役会の決議で定める

額（ただし、Ｂ種株式の取得請求によって発行

されるＤ種株式については、Ｂ種株式の発行に

際して定められた額）の剰余金の配当（以下「Ｄ

種優先配当金」という。）を、分配可能額があ

る限り必ず支払う。 

ただし、配当金額の計算は、円位未満小数第

４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入す

る。 

   ２．当会社は、定款に定める金銭の分配を行うとき

は、Ｄ種株主またはＤ種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、Ｄ

種株式１株につきＤ種優先配当金の２分の１を

上限として、Ｄ種株式の発行に際して取締役会の

決議で定める額の金銭（以下「Ｄ種優先中間配当

金」という。）を支払う。 

   ３．Ｄ種優先中間配当金が支払われた場合において

は、本条第１項のＤ種優先配当金の支払いは、Ｄ

種優先中間配当金を控除した額による。 

４．Ｄ種株式に対する配当が、当該事業年度におい

て本条第１項の金額に達しない場合であっても、

その差額は翌事業年度以降に累積しない。 

   ５．Ｄ種株式に対しては、本条第１項に規定するＤ

種優先配当金の額を超えては配当しない。 

 

（Ｄ種株式への残余財産分配） 

第 16 条の３ 当会社は、残余財産を分配するときは、Ｄ

種株主またはＤ種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、Ｄ種

株式１株につき 800 円を支払う。 

   ２． Ｄ種株式に対しては、前項のほか、残余財産

の分配を行わない。 

 

（Ｄ種株式の取得請求と現金の交付） 

第 16 条の４ Ｄ種株主は、平成 21 年３月 23 日以降、毎

年７月１日から７月 31 日までの期間（以下

「取得請求可能期間」という。）において、

Ｄ種株式の取得を請求することができる。こ

の場合、当会社は、毎事業年度に、前事業年

 

（Ｄ種株式の議決権） 

第 15 条     （現行どおり） 

 

 

 

（Ｄ種株式への優先配当金） 

第 15 条の２    （現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

（現行どおり） 

 

 

（現行どおり） 

 

 

（Ｄ種株式への残余財産分配） 

第 15 条の３    （現行どおり） 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

（Ｄ種株式の取得請求と現金の交付） 

第 15 条の４       （現行どおり） 
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現  行  定  款 変   更   案 

度における分配可能額の２分の１に相当す

る金額を上限として、取得請求可能期間満了

の日から１ヶ月以内に、分配可能額の範囲内

において、当該Ｄ種株主またはＤ種登録株式

質権者に対し、１株につき 1,000 円を交付す

る。 

    ２． 前項および第 17 条の６第１項にかかわら

ず、前項により取得請求されたＤ種株式への

交付金額総額と第 17 条の６第１項に基いて

強制取得されるＥ種株式への交付金額総額

の合計額が前項の分配可能額の上限金額を

超える場合、当会社は、前項により取得請求

されたＤ種株式の株式数にかかわらず、当該

分配可能額の上限金額の限度内において、Ｄ

種株式４株に対しＥ種株式１株の割合にて

Ｄ種株式とＥ種株式を取得するものとし、当

該Ｄ種株主またはＤ種登録株式質権者に対

しては１株につき 1,000 円を交付し、且つ、

当該Ｅ種株主またはＥ種登録株式質権者に

対しては、１株につき取得時の時価と第 17

条の７に定める額（以下「Ｅ種基準価額」と

いう。）との差額の 7％に、800 円を E種基準

価額で除して得られる数を乗じた額の５倍

の額の金員を交付する。ただし、Ｅ種株式１

株に対し交付される金員の上限は1,000円と

する。 

 

（Ｄ種株式の強制取得） 

第 16 条の５ 当会社は、平成 21 年３月 23 日以降、毎年

８月１日（当日が土日祝日の場合は翌営業日と

する。以下「強制取得可能日」という。）に、

Ｄ種株主またはＤ種登録株式質権者の意思に

かかわらず、Ｄ種株式を取得することができ

る。この場合、当会社は、毎事業年度に、前事

業年度における分配可能額の２分の１に相当

する金額を上限として、分配可能額の範囲内に

おいて、当該Ｄ種株主またはＤ種登録株式質権

者に対し、１株につき 1,000 円を交付する。 

   ２． 前項の取得がＤ種株式の一部取得に留まる場

合、各Ｄ種株主またはＤ種登録株式質権者から

取得する株式数(1 株未満切捨）は次の計算式に

より定めるものとする。 

各Ｄ種株主またはＤ種登録株式質権者から

取得する株式数＝当該Ｄ種株主またはＤ種

登録株式質権者が有する株式数×強制取得

対象Ｄ種株式総数／発行済Ｄ種株式総数 

 

（Ｄ種株式の任意取得） 

第 16 条の６ 当会社は、いつでも法令に従って、Ｄ種株

主との合意により、分配可能額をもって、Ｄ種

株式を取得し、取締役会決議によって、これを

消却することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 前項および第 16 条の６第１項にかかわら

ず、前項により取得請求されたＤ種株式への

交付金額総額と第 16 条の６第１項に基いて

強制取得されるＥ種株式への交付金額総額

の合計額が前項の分配可能額の上限金額を

超える場合、当会社は、前項により取得請求

されたＤ種株式の株式数にかかわらず、当該

分配可能額の上限金額の限度内において、Ｄ

種株式４株に対しＥ種株式１株の割合にて

Ｄ種株式とＥ種株式を取得するものとし、当

該Ｄ種株主またはＤ種登録株式質権者に対

しては１株につき 1,000 円を交付し、且つ、

当該Ｅ種株主またはＥ種登録株式質権者に

対しては、１株につき取得時の時価と第 16

条の７に定める額（以下「Ｅ種基準価額」と

いう。）との差額の 7％に、800 円を E種基準

価額で除して得られる数を乗じた額の５倍

の額の金員を交付する。ただし、Ｅ種株式１

株に対し交付される金員の上限は1,000円と

する。 

 

（Ｄ種株式の強制取得） 

第 15 条の５      （現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

    

 

（Ｄ種株式の任意取得） 

第 15 条の６      （現行どおり） 
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（Ｅ種株式の議決権） 

第 17 条  Ｅ種株式を有する株主（以下「Ｅ種株主」と

いう。）は、株主総会において議決権を有し

ない。 

 

（Ｅ種株式への優先配当金） 

第 17 条の２ 当会社は、定款に定める剰余金の配当を行

うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名

簿に記載または記録されたＥ種株主または

Ｅ種株式の登録株式質権者（以下「Ｅ種登録

株式質権者」という。）に対し、当該事業年

度の末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

者に先立ち、Ｅ種株式１株につき年 80 円を

上限として、Ｅ種株式の発行に際して取締役

会の決議で定める額（ただし、Ｂ種株式の取

得請求によって発行されるＥ種株式につい

ては、Ｂ種株式の発行に際して定められた

額）の剰余金の配当（以下「Ｅ種優先配当金」

という。）を、分配可能額がある限り必ず支

払う。 

ただし、配当金額の計算は、円位未満小数

第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五

入する。 

    ２． 当会社は、定款に定める金銭の分配を行う

ときは、Ｅ種株主またはＥ種登録株式質権者

に対し、普通株主または普通登録株式質権者

に先立ち、Ｅ種株式１株につきＥ種優先配当

金の２分の１を上限として、Ｅ種株式の発行

に際して取締役会の決議で定める額の金銭

（以下「Ｅ種優先中間配当金」という。）を

支払う。 

    ３． Ｅ種優先中間配当金が支払われた場合にお

いては、本条第１項のＥ種優先配当金の支払

いは、Ｅ種優先中間配当金を控除した額によ

る。 

    ４． Ｅ種株式に対する配当が、当該事業年度に

おいて本条第１項の金額に達しない場合で

あっても、その差額は翌事業年度以降に累積

しない。 

    ５． Ｅ種株式に対しては、本条第１項に規定す

るＥ種優先配当金の額を超えては配当しな

い。 

 

（Ｅ種株式への残余財産分配） 

第 17 条の３ 当会社は、残余財産を分配するときは、Ｅ

種株主またはＥ種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、Ｅ種株式１株につき800円を支払う。

    ２． Ｅ種株式に対しては、前項のほか、残余財

産の分配を行わない。 

 

 

 

（Ｅ種株式の議決権） 

第 16 条        （現行どおり） 

 

 

 

（Ｅ種株式への優先配当金） 

第 16 条の２     （現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

（Ｅ種株式への残余財産分配） 

第 16 条の３       （現行どおり） 

 

 

 

（現行どおり） 
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（Ｅ種株式の取得請求と新株予約権の交付） 

第 17 条の４  Ｅ種株主は、平成 21 年から平成 45 年ま

での間、毎年の取得請求可能期間におい

て、Ｅ種株式の取得を請求することができ

る。この場合、当会社は、取得請求期間満

了の日から１ヶ月以内に、当該Ｅ種株主ま

たはＥ種登録株式質権者に対し、Ｅ種株式

１株につき、別紙「新株予約権の内容およ

び数」に定める内容の新株予約権 5個を交

付する。 

 

（Ｅ種株式の取得請求と現金の交付） 

第 17 条の 5  Ｅ種株主は、平成 46 年以降については、

毎年の取得請求可能期間において、Ｅ種株式

の取得を請求することができる。この場合、

当会社は、毎事業年度に、前事業年度におけ

る分配可能額の２分の１に相当する金額を

上限として、取得請求期間満了の日から１ヶ

月以内に、分配可能額の範囲内において、当

該Ｅ種株主またはＥ種登録株式質権者に対

し、１株につき、取得時の時価とＥ種基準価

額との差額の 7％に、800 円をＥ種基準価額

で除して得られる数を乗じた額の５倍の額

の金員を交付する。ただし、Ｅ種株式１株に

対し交付される金員の上限は 1,000 円とす

る。 

 

（Ｅ種株式の強制取得） 

第 17 条の６ 当会社は、第 16 条の４に基づきＤ種株主か

らＤ種株式の取得請求がなされた場合、Ｅ種

株主またはＥ種登録株式質権者の意思にか

かわらず、取得請求がなされたＤ種株式の数

の４分の１の数のＥ種株式を取得すること

ができる。この場合、当会社は、Ｄ種株式の

取得請求がなされた事業年度の前事業年度

における分配可能額の２分の１に相当する

金額を上限として、分配可能額の範囲内にお

いて、当該Ｅ種株主またはＥ種登録株式質権

者に対し、１株につき、取得時の時価とＥ種

基準価額との差額の 7％に、800 円をＥ種基

準価額で除して得られる数を乗じた額の５

倍の額の金員を交付する。ただし、Ｅ種株式

１株に対し交付される金員の上限は1,000円

とする。 

    ２． 第 16 条の４第１項および前項にかかわら

ず、取得請求されたＤ種株式への交付金額総

額と前項に基づいて強制取得されるＥ種株

式への交付金額総額の合計額が前項の分配

可能額の上限金額を超える場合、当会社は、

第 16 条の４に基づき取得請求されたＤ種株

式の株式数にかかわらず、当該分配可能額の

上限金額の限度内において、Ｄ種株式４株に

対しＥ種株式１株の割合にてＤ種株式とＥ

 

（Ｅ種株式の取得請求と新株予約権の交付） 

第 16 条の４      （現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｅ種株式の取得請求と現金の交付） 

第 16 条の 5       （現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｅ種株式の強制取得） 

第 16 条の６  当会社は、第 15 条の４に基づきＤ種株主か

らＤ種株式の取得請求がなされた場合、Ｅ種

株主またはＥ種登録株式質権者の意思にか

かわらず、取得請求がなされたＤ種株式の数

の４分の１の数のＥ種株式を取得すること

ができる。この場合、当会社は、Ｄ種株式の

取得請求がなされた事業年度の前事業年度

における分配可能額の２分の１に相当する

金額を上限として、分配可能額の範囲内にお

いて、当該Ｅ種株主またはＥ種登録株式質権

者に対し、１株につき、取得時の時価とＥ種

基準価額との差額の 7％に、800 円をＥ種基

準価額で除して得られる数を乗じた額の５

倍の額の金員を交付する。ただし、Ｅ種株式

１株に対し交付される金員の上限は1,000円

とする。 

         ２． 第 15 条の４第１項および前項にかかわら

ず、取得請求されたＤ種株式への交付金額総

額と前項に基づいて強制取得されるＥ種株

式への交付金額総額の合計額が前項の分配

可能額の上限金額を超える場合、当会社は、

第 15 条の４に基づき取得請求されたＤ種株

式の株式数にかかわらず、当該分配可能額の

上限金額の限度内において、Ｄ種株式４株に

対しＥ種株式１株の割合にてＤ種株式とＥ
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種株式を取得するものとし、当該Ｄ種株主ま

たはＤ種登録株式質権者に対しては１株に

つき 1,000 円を交付し、且つ、当該Ｅ種株主

またはＥ種登録株式質権者に対しては、１株

につき取得時の時価とＥ種基準価額との差

額の 7％に、800 円を E 種基準価額で除して

得られる数を乗じた額の５倍の額の金員を

交付する。ただし、Ｅ種株式１株に対し交付

される金員の上限は 1,000 円とする。 

    ３． 前２項の取得がＥ種株式の一部取得に留ま

る場合、各Ｅ種株主またはＥ種登録株式質権

者から取得する株式数（１株未満切捨）は次

の計算式により定めるものとする。 

各Ｅ種株主またはＥ種登録株式質権者か

ら取得する株式数＝当該Ｅ種株主または

Ｅ種登録株式質権者が有する株式数×強

制取得対象Ｅ種株式総数／発行済Ｅ種株

式総数 

    ４． 前条および本条の取得時の時価とは、毎年

８月１日に先立つ 45取引日目に始まる 30取

引日の、株式会社大阪証券取引所の開設する

市場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

（終値のない日数を除く。円位未満小数第 2

位まで算出し、その小数第 2位を四捨五入す

る。）を指すものとする。 

 

（Ｅ種基準価額） 

第 17 条の 7の１ Ｅ種基準価額は、第 17 条の５または第

17 条の６第１項に基づき当会社がＥ種株

式を取得する年の 4 月 1 日に先立つ 45 取

引日目に始まる 30 取引日の、株式会社大

阪証券取引所の開設する市場における当

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（終値のな

い日数を除く。円位未満小数第 2位まで算

出し、その小数第 2 位を四捨五入する。）

とする。ただし、前記の平均値が、146.7

円（以下「Ｅ種上限価額」という。）を超

えたときはＥ種上限価額を、Ｅ種上限価額

の２分の１を下回ったときはＥ種上限価

額の２分の１を、Ｅ種基準価額とする。 

    ２． 前項にかかわらず、当会社がＥ種株式を平

成 25年 9月 20 日から平成 26年 3月 31 日ま

での間に取得することとなった場合、Ｅ種基

準価額は 146.7 円とする。 

 

（Ｅ種基準価額の調整） 

第 17条の 7の 2 平成 21年 3月 19日以降に次の aないし

c のいずれかに該当する事情が生じた場合

には、Ｅ種基準価額の算定にあたり、Ｅ種

基準価額を次に定める算式（以下「Ｅ種基

準価額調整式」という。）により調整する。

 

種株式を取得するものとし、当該Ｄ種株主ま

たはＤ種登録株式質権者に対しては１株に

つき 1,000 円を交付し、且つ、当該Ｅ種株主

またはＥ種登録株式質権者に対しては、１株

につき取得時の時価とＥ種基準価額との差

額の 7％に、800 円を E 種基準価額で除して

得られる数を乗じた額の５倍の額の金員を

交付する。ただし、Ｅ種株式１株に対し交付

される金員の上限は 1,000 円とする。 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｅ種基準価額） 

第 16 条の 7の１  Ｅ種基準価額は、第 16 条の５または第

16 条の６第１項に基づき当会社がＥ種株

式を取得する年の 4 月 1 日に先立つ 45 取

引日目に始まる 30 取引日の、株式会社大

阪証券取引所の開設する市場における当

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（終値のな

い日数を除く。円位未満小数第 2位まで算

出し、その小数第 2 位を四捨五入する。）

とする。ただし、前記の平均値が、146.7

円（以下「Ｅ種上限価額」という。）を超

えたときはＥ種上限価額を、Ｅ種上限価額

の２分の１を下回ったときはＥ種上限価

額の２分の１を、Ｅ種基準価額とする。 

（現行どおり） 

 

 

 

 

（Ｅ種基準価額の調整） 

第 16 条の 7の 2    （現行どおり） 
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             新規発行 ×１株当たり払込金額 
            既発行  普通株式数           

調整後Ｅ種＝調整前Ｅ種×普通株式数＋  １株当たり時価      

基準価額    基準価額    既発行普通株式数＋新規発行普通株式数 

 

a Ｅ種基準価額調整式に使用する時価を

下回る払込金額をもって普通株式を発

行する場合（自己株式を処分する場合を

含む） 

b 株式の分割により普通株式を発行する

場合 

c Ｅ種基準価額調整式に使用する時価を

下回る価額で普通株式を取得できる新

株予約権を発行する場合またはＥ種基

準価額調整式に使用する時価を下回る

価額で普通株式を引換えとして交付す

ることを内容とする取得請求権付株式

を発行する場合（Ｂ種株式の取得請求に

よりＤ種株式、Ｅ種株式を発行する場合

を除く） 

     ２． 前項 aから cに掲げる場合の他、合併、

資本の減少または普通株式の併合などに

よりＥ種基準価額の調整を必要とする場

合には、合併比率、資本の減少の割合、併

合割合などに即して、取締役会が適当と判

断する価額に変更する。 

     ３． Ｅ種基準価額調整式に使用する１株当た

りの時価は、調整後Ｅ種基準価額を適用す

る日に先立つ 45取引日目に始まる 30取引

日の、株式会社大阪証券取引所の開設する

市場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（終値のない日数を除く。円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。）とする。 

     ４． Ｅ種基準価額調整式に使用する調整前Ｅ

種基準価額は、調整後Ｅ種基準価額を適用

する前日において有効なＥ種基準価額と

し、また、Ｅ種基準価額調整式で使用する

既発行普通株式数は、株主割当日がある場

合はその日、また株主割当日がない場合は

調整後Ｅ種基準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

式数とする。 

 

（Ｅ種株式の任意取得） 

第 17 条の 8  当会社は、いつでも法令に従って、Ｅ種株

主との合意により、分配可能額をもって、Ｅ

種株式を取得し、取締役会決議によって、こ

れを消却することができる。 

 

（優先順位） 

第 18 条   Ｂ種株式、Ｃ種株式、Ｄ種株式およびＥ種

株式の優先配当金、優先中間配当金ならびに

残余財産の分配の支払順位は同順位とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｅ種株式の任意取得） 

第 16 条の 8      （現行どおり） 

 

 

 

 

（優先順位） 

第 17 条   Ｂ種株式、Ｄ種株式およびＥ種株式の優先

配当金、優先中間配当金ならびに残余財産の

分配の支払順位は同順位とする。 



 11

現  行  定  款 変   更   案 

  

 

以下、現行定款第 19 条から第 58 条まで条数を 

１条繰上げ、第 18 条から第 57 条までとする。 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 


