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定款の（一部）変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 21 年５月 20 日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成 21 年６

月 23 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． 定款変更の目的 「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

います。）が平成 21 年 1 月 5 日に施行されたことに伴い、以下のとおり変更を

行うものであります。 

 （1）決済合理化法附則第 6 条第 1 項により、同法の施行日をもって当社の株

券を発行する旨の規定を廃止する定款変更決議をしたものとみなされて

おりますので、当該規定を削除するとともに、単元未満株式に係る株券

に関する規定及び株券喪失登録簿に関する定めについても削除するもの

であります。（現行定款第 6 条、第 7 条第 2 項、第 11 条第 3 項、第 12

条） ただし、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行日の翌

日から 1 年間は株主名簿管理人が株券喪失登録に係る事務を取り扱いま

すので、経過措置として、その旨附則を設けるものであります。 

（2）決済合理化法附則第 2 条により「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」に関する定めを削除し、所要の変更を行うものであり

ます。（現行定款第 8 条、第 9 条第 1 項、第 11 条第 3 項、第 13 条第 1

項） 

           （3）その他、上記変更に伴う条数の変更、字句の修正等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、次のとおりであります。 

（下線は変更部分であります。） 

現行定款 変更案 
第２章 株式 
 
第５条 （株式の種類と発行可能株式総数） 
  当会社は、普通株式のほか第 14 条に定める優先

株式を発行することができる。当会社の発行可能

株式総数は５億 8,000 万株とし、発行可能種類株

式総数は普通株式が５億 5,000 万株、優先株式が

3,000 万株とする。 
     
第６条  （株券の発行） 
  当会社は、株式に係る株券を発行する。 
     
 
第７条（単元株式数および単元未満株券の不発行）  

 ①当会社の普通株式およびに優先株式の単元株式

数は、1,000 株とする。  
 ②当会社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株

券に係る株券を発行しない。 
 
第８条 （単元未満株主の買増請求） 
  当会社の単元未満株式を有する株主（実質株主を

含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式

の数に併せて単元株式数となる数の株式を売り

渡すこと（以下「買増し」という。）を当会社に

請求することができる。 
     
第９条（単元未満株主の権利制限） 
  当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、

その有する単元未満株式について、次に掲げる権

利以外の権利を行使することができない。 
 
   (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 
  (2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をす

る権利 
  (3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受

ける権利 
    (4) 前条に規定する単元未満株式の買増しを請求

する権利 
 
第 10 条（自己株式の取得） 
   

（条文省略）  
 
第 11 条 （株主名簿管理人） 

①当会社は、株主名簿管理人を置く。 
②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締

役会決議によって定め、これを公告する。 
③当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以   

下同じ。）、株券喪失登録簿および新株予約権原簿

は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、

株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿

第２章 株式 
 
第５条 （株式の種類と発行可能株式総数） 
  当会社は、普通株式のほか第 13 条に定める優先

株式を発行することができる。当会社の発行可能

株式総数は５億 8,000 万株とし、発行可能種類株

式総数は普通株式が５億 5,000 万株、優先株式が

３,000 万株とする。 
 
     

（削  除） 
 
 
第６条 （単元株式数） 
  当会社の普通株式および優先株式の単元株式数

は、1,000 株とする。 
 
    （削  除） 
 
第 7 条 （単元未満株主の買増請求） 
  当会社の単元未満株式を有する株主は、その

有する単元未満株式の数に併せて単元株式数

となる数の株式を売り渡すこと（以下「買増し」

という。）を当会社に請求することができる。 

 
 

第８条 （単元未満株主の権利制限） 
  当会社の株主は、その有する単元未満株式に

ついて、次に掲げる権利以外の権利を行使するこ

とができない。 
 
  (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 
    (2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求 
    をする権利 
    (3) 募集株式または募集新株予約権の割当て

を受ける権利 
    (4) 前条に規定する単元未満株式の買増しを

請求する権利 
  
第９条 （自己株式の取得） 
 

（現行どおり） 
 
第 10 条 （株主名簿管理人） 

①当会社は、株主名簿管理人を置く。 
②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締

役会決議によって定め、これを公告する。 
③当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主

名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿

および新株予約権原簿への記載または記録、単元

未満株式の買取り・買増し、その他株式ならびに



現行定款 変更案 
への記載または記録、単元未満株式の買取り・買

増し、その他株式ならびに新株予約権に関する事

務は株主名簿管理人に委託し、当会社においては

取り扱わない。 
 

第 12 条 （株式取扱規則） 
  当会社が発行する株券の種類ならびに株主名簿、

株券喪失登録簿および新株予約権原簿への記載

または記録、単元未満株式の買取り、買増し、そ

の他株式または新株予約権に関する取扱いおよ

び手数料は、法令または定款に定めるもののほ

か、取締役会において定める株式取扱規則によ

る。 
     
第 13 条 （基準日） 

①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。 
②前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会

の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日

の 終の株主名簿に記載または記録された株主

または登録株式質権者をもって、その権利を行使

することができる株主または登録株式質権者と

することができる。  
 
第２章の２  優先株式 
 
第 14 条 （優先株式） 
  当会社の発行する優先株式の内容は、次のとおり

とする。 
（優先配当） 

①1.当会社は、第 51 条に定める剰余金の配当を行う

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、１株あたり

50 円を上限として、当該優先株式の発行に際し

取締役会の決議で定める額の配当（以下「優先配

当」という。）をする。 

 2. （条文省略） 
3. （条文省略) 
  （優先中間配当） 

②  （条文省略） 
   （優先配当の除斥期間） 
③第 51 条および第 52 条の規定は、優先配当の支払い

について、これを準用する。 
（優先株主に対する残余財産の分配） 
④～⑦（条文省略） 
 

新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に委

託し、当会社においては取り扱わない。 
 
 
 
第 11 条 （株式取扱規則） 
  当会社の株主名簿、および新株予約権原簿への

記載または記録、単元未満株式の買取り、買増

し、その他株式または新株予約権に関する取扱

いおよび手数料は、法令または定款に定めるも

ののほか、取締役会において定める株式取扱規

則による。 
 
 
第 12 条（基準日） 
 ①当会社は、毎年 3 月 31 日の 終の株主名簿に記

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。 
  
②前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の

決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の

終の株主名簿に記載または記録された株主ま

たは登録株式質権者をもって、その権利を行使す

ることができる株主または登録株式質権者とす

ることができる。 
 
第２章の２  優先株式 
 
第 13 条 （優先株式） 
  当会社の発行する優先株式の内容は、次のとおり

とする。 
（優先配当） 

① 1.当会社は、第 50 条に定める剰余金の配当を行う

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、1 株あたり

50 円を上限として、当該優先株式の発行に際し取

締役会の決議で定める額の配当（以下「優先配当」

という。）をする。 
  
 2. （現行どおり） 
 3. （現行どおり） 

（優先中間配当） 
②  （現行どおり） 
   （優先配当の除斥期間） 
③第 50 条および第 51 条の規定は、優先配当の支払

いについて、これを準用する。 
（優先株主に対する残余財産の分配） 
④～⑦（現行どおり） 
 
 



現行定款 変更案 
⑧1.当会社は前項の取得請求期間中に取得請求のな

かった優先株式につき、同期間の末日の翌日（以下

「取得基準日」という。）以降の取締役会で定める

日をもって、取得するのと引換えに優先株式 1 株の

払込金相当額を取得基準日に先立つ 45 取引日目に

始まる 30 取引日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（終値のない日数を除く。）

で除して得られる数の普通株式を交付する。ただ

し、平均値の計算は、円位未満少数第 1 位まで算出

し、その少数第 1 位を切り上げる。 
⑧2.～3.  （条文省略） 
 
 
第３章 株主総会 
 
第 15 条～第 20 条 （条文省略）    
 
第 21 条  （種類株主総会） 
  第 16 条ないし第 20 条の規定は、種類株主総会に

ついて、これを準用する。 
 
第４章 取締役および取締役会 
 
第 22 条～第 32 条 （条文省略） 
 
第 33 条 （取締役会の議事録） 
   取締役会における議事の経過の要領およびそ

の結果ならびその他法令に定める事項につい

ては、これを議事録に記載し、出席した取締役

および監査役は、これに署名し、または記名押

印する。 
 
第 34 条      （条文省略） 
 
第５章 監査役および監査役会  
 
第 35 条～第 45 条 （条文省略） 
 
 
第６章 会計監査人  
 
第 46 条～第 49 条 （条文省略） 
 
第７章 計算 
 
第 50 条～第 53 条 （条文省略） 
 

（新  設）   
       （新  設） 
 
 
 
 

 
 

⑧1.当会社は前項の取得請求期間中に取得請求のな

かった優先株式につき、同期間の末日の翌日（以下

「取得基準日」という。）以降の取締役会で定める

日をもって、取得するのと引換えに優先株式 1 株の

払込金相当額を取得基準日に先立つ 45 取引日目に

始まる 30 取引日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（終値のない日数を除く。）

で除して得られる数の普通株式を交付する。ただ

し、平均値の計算は、円位未満小数第 1 位まで算出

し、その小数第 1 位を切り上げる。 
⑧2.～3.  （現行どおり） 
 
 
第３章 株主総会 
 
第 14 条～第 19 条 （現行どおり）    
 
第 20 条  （種類株主総会） 
  第 15 条ないし第 19 条の規定は、種類株主総会

について、これを準用する。 
 
第４章 取締役および取締役会 
 
第 21 条～第 31 条 （現行どおり） 
 
第 32 条 （取締役会の議事録） 
   取締役会における議事の経過の要領およびそ

の結果ならびにその他法令に定める事項につ

いては、これを議事録に記載し、出席した取締

役および監査役は、これに署名し、または記名

押印する。 
 
第 33 条     （現行どおり） 
 
第５章 監査役および監査役会  
 
第 34 条～第 44 条 （現行どおり） 
 
 
第６章 会計監査人  
 
第 45 条～第 48 条 （現行どおり） 
 
第７章 計算 
 
第49条～第52条  （現行どおり） 
 
附則 
第 1 条  
  当会社の株券喪失登録簿の作成および備え置き

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、当会社においては取り

扱わない。 
 



現行定款 変更案 
（新  設） 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。 
 

 

 

３． 日程 

    定款変更のための株主総会開催日  平成 21 年 6 月 23 日（火） 

    定款変更の効力発生日       平成 21 年６月 23 日（火） 

 

以  上 


