
平成 21 年 5 月 14 日 

（財）財務会計基準機構会員  

 

各  位 

 
会 社 名     株 式 会 社      関西アーバン銀行 

代表者名 頭   取 北  幸 二 

（コード番号 8545 東証・大証第一部） 

問合せ先 執行役員 総務部長 奥 村 淳 二 

電話番号 06-6281-7000（代表） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当行は、平成 21 年 5 月 14 日開催の当行取締役会において、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の当

行第 146 期定時株主総会に、定款の一部変更について提案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．変更の理由 
（１）「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成 18 年法律第 65 号）が平成 19 年 9 月 30

日に施行されたことに伴い、同法律第 3条により「証券取引法」の法令名が「金融商品

取引法」に改正されたため、目的に関する規定（変更案第 2条第 3号）を変更しようと

するものであります。 

（２）「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律」

（平成 14 年法律第 65 号）が平成 20 年 1 月 4日に施行されたことに伴い、同法律第 3条

により「社債等登録法」が廃止されたため、目的に関する規定（変更案第 2条第 5号）

を変更しようとするものであります。 

（３）利便性向上及び公告手続合理化を目的として電子公告を採用することとし、併せて不測

の事態に備えた予備的公告方法を定めるため、公告方法に関する規定（変更案第 5条）

を変更しようとするものであります。 

（４）将来の新株式発行に備えて、発行可能株式総数に関する規定（変更案第 6条）を変更し

ようとするものであります。 

（５）「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改

正する法律」（平成 16 年法律第 88 号）（以下、「決済合理化法」という。）が平成 21 年 1

月 5日に施行されたことに伴い、次のとおり規定を変更しようとするものであります。 

①決済合理化法附則第 6条により、当行は同法の施行日において株券を発行する旨の定款

の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされているため、株券の発行に関

する規定（現行定款第 7 条）及び単元未満株券の不発行に関する規定（現行定款第 10

条）を削除しようとするものであります。 

②決済合理化法附則第 2条により、同法の施行日に「株券等の保管及び振替に関する法律」

（昭和 59 年法律第 30 号）が廃止されたことに伴い、実質株主及び実質株主名簿に関す



る文言を削除するため、単元未満株式の買増しに関する規定（変更案第 9条）及び基準

日に関する規定（変更案第 13 条）を変更しようとするものであります。 

③上記のほか、条数の変更など所要の変更を行うものであります。 

（６）経営体制強化のため、新たに「取締役副会長」を選定することができるよう、代表取締

役、役付取締役に関する規定（変更案第 25 条）を変更しようとするものであります。 

 

２．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 21 年 6 月 26 日（金曜日） 

定款変更の効力発生日          平成 21 年 6 月 26 日（金曜日） 

 

以  上 



現行定款・変更案対照表 （下線は変更部分） 

現  行  定  款 変   更   案 変 更 の 理 由 

 

第２条 （目  的） 

当会社は、次の業務を営むことを

目的とする。 

１．預金または定期積金の受入れ、

資金の貸付けまたは手形の割

引ならびに為替取引 

２.債務の保証または手形の引受

けその他の前号の銀行業務に

付随する業務 

３.有価証券に係る引受け、募集ま

たは売出しの取扱い、売買、そ

の他証券取引法により銀行が

営むことのできる業務 

 

４.信託業務 

５.担保付社債信託法、社債等登録

法その他の法律により銀行が

営むことのできる業務 

 

６.その他前各号の業務に付帯ま

たは関連する事項 

 

第５条 （公告方法） 

当会社の公告は、大阪市において

発行する産業経済新聞に掲載する

方法により行う。 

 

 

 

 

第６条 （発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、

70,000万株とする。 

 

 

第７条 （株券の発行） 

当会社は、その株式に係る株券を

発行する。 

 

 

 

 

第８条  

（条文省略） 

第９条  

 

第 10 条 （単元未満株券の不発行） 

当会社は、第７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

定に定めるところについてはこの

限りではない。

 

第２条 （目  的） 

当会社は、次の業務を営むことを

目的とする。 

１．預金または定期積金の受入れ、

資金の貸付けまたは手形の割

引ならびに為替取引 

２.債務の保証または手形の引受

けその他の前号の銀行業務に

付随する業務 

３.有価証券に係る引受け、募集ま

たは売出しの取扱い、売買、そ

の他金融商品取引法により銀

行が営むことのできる業務 

 

４.信託業務 

５.担保付社債信託法その他の法

律により銀行が営むことので

きる業務 

 

６.その他前各号の業務に付帯ま

たは関連する事項 

 

第５条 （公告方法） 

当会社の公告は、電子公告により

行う。ただし、事故その他やむを

得ない事由により、電子公告によ

ることができない場合は、大阪市

において発行する産業経済新聞に

掲載する方法により行う。 

 

第６条 （発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、

140,000万株とする。 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

第７条  

（現行どおり) 

第８条  

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証券取引法の法令名が

金融商品取引法に改正

されたことに伴い、変

更しようとするもので

あります。 

 

社債等登録法が廃止さ

れたことに伴い、変更

しようとするものであ

ります。 

 

 

 

利便性向上及び公告手

続合理化を目的として

電子公告を採用するこ

ととし、併せて不測の

事態に備えた予備的公

告方法を定めようとす

るものであります。 

 

将来の新株式発行に備

えて、発行可能株式総

数を変更しようとする

ものであります。 

 

決済合理化法により、

株券を発行する旨の定

款の定めを廃止する定

款変更の決議がされた

ものとみなされている

ため、削除しようとす

るものであります。 

 

 

 

 

決済合理化法により、

株券を発行する旨の定

款の定めを廃止する定

款変更の決議がされた

ものとみなされている

ため、削除しようとす

別 紙



現  行  定  款 変   更   案 変 更 の 理 由 

 

 

第11条 （単元未満株式の買増し） 

当会社の株主（実質株主を含む。

以下同じ。）は、株式取扱規定に定

めるところにより、その有する単

元未満株式の数と併せて単元株式

数となる数の株式を売り渡すこと

を請求することができる。 

 

第12条  （条文省略） 

 

第13条 （株式取扱規定） 

当会社の株券の種類、株主の氏名

等株主名簿記載事項の変更、単元

未満株式の買取りおよび買増し、

その他株式に関する取扱いおよび

手数料は、取締役会において定め

る株式取扱規定による。 

 

第14条   （条文省略） 

 

第15条 （基 準 日    ） 

当会社は、毎年３月３１日の 終

の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）に記載または記録され

た議決権を有する株主をもって、

その事業年度に関する定時株主総

会において権利を行使することが

できる株主とする。 

 

第16条 

（条文省略） 

第26条  

 

第27条 （代表取締役、役付取締役） 

取締役会は、その決議によって、

取締役会長、頭取各１名、副頭取、

専務取締役および常務取締役各若

干名を選定することができる。 

前項の役付取締役のうち取締役会

の決議をもって、当会社を代表す

る取締役若干名を選定する。 

代表取締役である取締役会長は、

取締役会を統理する。 

頭取は、取締役会の決議を執行し、

当会社全般の業務を統轄する。 

副頭取、専務取締役および常務取

締役は、頭取を補佐して、業務を

執行する。 

頭取に事故があるときは、あらか

じめ取締役会の定める順序に従

い、副頭取、専務取締役または常

務取締役が頭取の職務を行う。 

 

 

第９条 （単元未満株式の買増し）

当会社の株主は、株式取扱規定に

定めるところにより、その有する

単元未満株式の数と併せて単元株

式数となる数の株式を売り渡すこ

とを請求することができる。 

 

 

第10条  （現行どおり) 

 

第11条 （株式取扱規定） 

当会社の株式に関する取扱いは、

取締役会において定める株式取扱

規定による。 

 

 

 

 

第12条   （現行どおり） 

 

第13条 （基 準 日    ） 

当会社は、毎年３月３１日の 終

の株主名簿に記録された議決権を

有する株主をもって、その事業年

度に関する定時株主総会において

権利を行使することができる株主

とする。 

 

 

第14条  

（現行どおり） 

第24条 

 

第25条 （代表取締役、役付取締役）

取締役会は、その決議によって、

取締役会長、頭取各１名、取締役

副会長、副頭取、専務取締役およ

び常務取締役各若干名を選定する

ことができる。 

前項の役付取締役のうち取締役会

の決議をもって、当会社を代表す

る取締役若干名を選定する。 

代表取締役である取締役会長は、

取締役会を統理する。 

取締役副会長は取締役会長を補佐

する。 

頭取は、取締役会の決議を執行し、

当会社全般の業務を統轄する。 

副頭取、専務取締役および常務取

締役は、頭取を補佐して、業務を

執行する。 

頭取に事故があるときは、あらか

るものであります。 

 

株券等の保管及び振替

に関する法律が廃止さ

れたことに伴い、変更

しようとするものであ

ります。 

 

 

 

 

 

決済合理化法が施行さ

れたことに伴い、所要

の変更を行うものであ

ります。 

 

 

 

 

 

 

株券等の保管及び振替

に関する法律が廃止さ

れたことに伴い、変更

しようとするものであ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営体制強化のため、

新たに「取締役副会長」

を選定することができ

るようにしようとする

ものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現  行  定  款 変   更   案 変 更 の 理 由 

 

 

 

 

第28条 

（条文省略） 

第33条 

 

第34条 （剰余金の配当） 

株主総会の決議により、毎事業年

度末日の 終の株主名簿に記載ま

たは記録された株主もしくは登録

株式質権者に対し、期末配当を行

うことができる。 

前項のほか、取締役会の決議によ

り、毎年９月３０日の 終の株主

名簿に記載または記録された株主

もしくは登録株式質権者に対し、

中間配当を行うことができる。 

 

第35条  （条文省略） 

 

じめ取締役会の定める順序に従

い、副頭取、専務取締役または常

務取締役が頭取の職務を行う。 

 

第26条 

（現行どおり） 

第31条 

 

第32条 （剰余金の配当） 

株主総会の決議により、毎事業年

度末日の 終の株主名簿に記録さ

れた株主または登録株式質権者に

対し、期末配当を行うことができ

る。 

前項のほか、取締役会の決議によ

り、毎年９月３０日の 終の株主

名簿に記録された株主または登録

株式質権者に対し、中間配当を行

うことができる。 

 

第33条  （現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決済合理化法が施行さ

れたことに伴い、所要

の変更を行うものであ

ります。 

 

以  上 


