
 

 

平成 21 年 5 月 15 日 

各   位 

                     会社名   株式会社 東日本銀行   

代表者名  取締役頭取 鏡味 徳房 

(コード番号  8536 東証第 1部) 

問合せ先  経営企画部長 本田 修  

(TEL 03－3273－4073)  

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

株式会社東日本銀行(頭取 鏡味 徳房)は、平成 21 年 5 月 15 日開催の取締役会において、平成 21

年 6 月 25 日に開催を予定しております定時株主総会に、定款の一部変更について付議することを決議

しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 定款変更の目的 

(1)「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」（決済合理化法）の施行による株券電子化に伴い、現行定款のうち、株券、実質株主及び実質株

主名簿に関する規定並びにその他関連規定について、条文及び文言の削除、修正等所要の変更を行う

とともに、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、所要の規定を附則に設けるものであります。（現

行定款第 7条・第 9条の削除、第 10 条・第 11 条・第 36 条・第 37 条の変更、附則の新設）  

(2) 会社法の改正に伴い所要の変更を行うものであります。（現行定款第 11 条の 6の変更・現行定款第

38 条の削除） 

(3) 上記変更による条文削除により、現行定款第 7条以下の条数を順次繰り上げるものであります。     

 

2. 定款変更の内容 

  変更内容は、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 25 日(木) 

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

以上 
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定款一部変更の内容 
                                                （下線部分は変更箇所を示します） 
現  行  定  款 変  更  案 

第７条（株券の発行）当銀行は、株式に係る株

券を発行する。 
 
第８条（条文省略） 
 
第９条（単元未満株券の不発行）当銀行は、単

元未満株式に係る株券は発行しない。ただし、

株式取扱規程に定めるところについてはこの限

りではない。 
 
第１０条（株主名簿管理人）当銀行は、株主名

簿管理人を置く。 
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取

締役会の決議によって定め、これを公告する。 
当銀行の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下

同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失登録簿

の作成ならびに備置きその他の株主名簿、株券

喪失登録簿および新株予約権原簿に関する事務

は、株主名簿管理人に委託し、当銀行において

はこれを取扱わない。 
 
第１１条（株式取扱規程）当銀行の株式に関す

る取扱いおよびその手数料については、法令お

よび定款に定める事項のほか、取締役会の定め

る株式取扱規程による。 
 
第１１条の２（優先配当金）当銀行は、第３５

条に定める剰余金の配当を行なうときは、優先

株式を有する株主（以下優先株主という。）また

は優先株式の登録株式質権者（以下優先登録株

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、優先株式１株につき年１５０

円を限度として、発行に際して取締役会の決議

（削 除） 
 
 
第７条 （現行どおり） 
 
（削 除） 
 
 
 
 
第８条（株主名簿管理人）当銀行は、株主名簿

管理人を置く。 
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取

締役会の決議によって定め、これを公告する。 
当銀行の株主名簿および新株予約権原簿の作成

ならびに備置きその他の株主名簿および新株予

約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委

託し、当銀行においてはこれを取扱わない。 
 
 
 
第９条（株式取扱規程）当銀行の株主権行使の 
手続きその他株式に関する取扱いおよびその手 
数料については、法令および定款に定める事項 
のほか、取締役会の定める株式取扱規程による。

 
第９条の２（優先配当金） 当銀行は、第３３条

に定める剰余金の配当を行なうときは、優先株

式を有する株主（以下優先株主という。）または

優先株式の登録株式質権者（以下優先登録株式

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、優先株式１株につき年１５０円を限

度として、発行に際して取締役会の決議で定め
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で定める額の剰余金の配当（以下優先配当金と

いう。）を行なう。ただし、当該事業年度におい

て第１１条の３に定める優先中間配当金を支払

ったときは、当該優先中間配当金を控除した額

とする。 
ある事業年度において、優先株主または優先登

録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額

が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。 
優先株主または優先登録株式質権者に対して

は、優先配当金を超えて配当は行なわない。 
 
第１１条の３（優先中間配当金）当銀行は、第

３７条に定める中間配当を行なうときは、優先

株主または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、優先株

式１株につき優先配当金の２分の１を限度とし

て、発行に際して取締役会の決議で定める額の

金銭（本定款において優先中間配当金という。）

を支払う。 
 
第１１条の４～第１１条の５（条文省略） 
 
第１１条の６（優先株主の議決権）優先株主は、

株主総会において議決権を有しない。ただし、

法令に別段の定めがある場合はこの限りではな

い。 
 
 
 
 
 
 
第１１条の７～第１１条９（条文省略） 
 
第１１条の１０（優先配当金支払義務の免除）

第３９条の規定は、優先配当金および優先中間

配当金の支払についてこれを準用する。 

る額の剰余金の配当（以下優先配当金という。）

を行なう。ただし、当該事業年度において第９

条の３に定める優先中間配当金を支払ったとき

は、当該優先中間配当金を控除した額とする。 
ある事業年度において、優先株主または優先登

録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額

が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。 
優先株主または優先登録株式質権者に対して

は、優先配当金を超えて配当は行なわない。 
 
 
第９条の３（優先中間配当金） 当銀行は、第３

５条に定める中間配当を行なうときは、優先 
株主または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、優先株

式１株につき優先配当金の２分の１を限度とし

て、発行に際して取締役会の決議で定める額の

金銭（本定款において優先中間配当金という。）

を支払う。 
 
第９条の４～第９条の５ （現行どおり） 
 
第９条の６（優先株主の議決権） 優先株主は、

株主総会において議決権を有しない。ただし、

優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定

時株主総会に提出されなかったときは当該定時

株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が

定時株主総会において否決されたときは当該定

時株総会終結の時より、優先配当金を受ける旨

の決議がある時までは議決権を有するものとす

る。 
  
第９ 条の ７ ～第９条９（現行どおり） 
 
第９ 条 の１０ （優先配当金支払義務の免除）

第３６条の規定は、優先配当金および優先中間

配当金の支払についてこれを準用する。 
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第１２ 条～第１７条（条文省略） 
 
第１７ 条の２（種類株主総会）第１４条および

第１７条の規定は、種類株主総会にこれを準用

する。 
 
第１８ 条～第３５条（条文省略） 
 
第３６ 条（剰余金の配当支払株主の確定）剰余

金の配当は、毎年３月３１日の株主名簿に記載

または記録された最終の株主または登録株式質

権者に対し行なうことができる。 
 
第３７ 条（中間配当）当銀行は、取締役会の決

議によって、毎年９月３０日の株主名簿に記載

または記録された最終の株主または登録株式質

権者に対し中間配当を行なうことができる。 
 
第３８ 条（ 優先株式の転換と配当） 優先株式

の転換に より発行された普通株式に対する最初

の剰余金の配当または中間配当は、転換の請求ま

たは一斉転換が４月１日から９月３０日までに

なされたときは４月１日に、１０月１日から翌年

３月３１日までになされたときは１０月１日に

それぞれ転換があったものとみなしてこれを支

払う。 
第３９ 条 （条文省略） 
 
（新設） 

 
第１０ 条～第１５条（現行どおり） 
 
第１５ 条の２（種類株主総会）第１２条および

第１５条の規定は、種類株主総会にこれを準用

する。 
 
第１６ 条～第３３条（現行どおり） 
 
第３４ 条（剰余金の配当支払株主の確定）剰余

金の配当は、毎年３月３１日の株主名簿に記録

された最終の株主または登録株式質権者に対し

行なうことができる。 
 
第３５ 条（中間配当）当銀行は、取締役会の決

議によって、毎年９月３０日の株主名簿に記録

された最終の株主または登録株式質権者に対し

中間配当を行なうことができる。 
 
（削 除） 
 
 
 
 
 
 
 
第３６ 条 （現行どおり） 
 

附則 

第１条   当銀行の株券喪失登録簿の作成および

備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務

は、これを株主名簿管理人に委託し、当銀行に

おいては取り扱わない。 
第２条   前条および本条は、平成２２年１月５

日まで有効とし、平成２２年１月６日をもって

前条および本条を削るものとする。 
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