
 平成 21年 5月 25日 
各  位 

                会社名 日本配合飼料株式会社 
                    代表者名 代表取締役社長 吉田 和臣 

                （コード番号 2056東証第一部） 
問合せ先 執行役員総務人事部長 安藤 七郎 

（電話 045－450－5801） 
 

定款一部変更に関するお知らせ 
 
 当社は、平成 21年 5月 25日開催の当社取締役会において、定款の一部変更を平成 21年 6月
26日開催予定の当社第 121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、お知らせ
いたします。 

記 
1.定款変更の理由 

(１)優先株式：当社の財務基盤を強化するとともに、当社及び当社グループ会社における今後
の経営改革及び事業再編等に伴う必要資金を調達する手段を確保するため、Ａ種優先株式

を発行することを可能といたしたく、Ａ種優先株式に関する規定を新設するとともに、こ

れらに関連する規定の新設・変更を行うものであります。 
(２)自己の株式の取得：機動的な資本政策を可能とするため、取締役会決議により自己の普通
株式及びその他の種類株式を取得できる旨の規定を新設するものであります。 

(３)社外取締役との責任限定契約：有能な人材等の確保の観点から、会社法第 427条第１項の
規定に基づき社外取締役との責任限定契約の締結に関する定めを定款変更案第 39 条に新
設するものであります。なお、この規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得てお

ります。 
(４)株券の電子化：平成 16 年 6 月 9 日に公布された「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）
が平成 21 年 1月 5 日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆ
る「株券の電子化」）に伴い、これに対応するため、株券の存在を前提とした規定の削除及

びその他所要の変更を行うものであります。また変更に係る経過的な措置を定めるため、

附則を設けるものであります。 
 
2.定款変更の内容 
  別紙の通り 
 
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） 
  定款変更の効力発生日  平成 21年 6月 26日（金） 

以上 



別紙       （下線部分は変更箇所） 

現行定款 変更定款案 

（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は２億

４千万株とする。 
 
 
 
（株券の発行） 
第７条 当会社は、株式に係る株券を発行

する。 
 
（単元株式数および単元未満株券の不発

行） 
第８条 当会社の単元株式数は 1,000 株と

する。 

② 当会社は、単元株式数に満たない株

式（以下「単元未満株式」という。）

に係る株券を発行しない。ただし、

株式取扱規程に定めるところにつ

いてはこの限りでない。 

 

（単元未満株主の権利） 

第９条 当会社の単元未満株主は、その有

する単元未満株式について次に

掲げる権利および本定款に定め

る権利以外の権利を行使するこ

とができない。 

（本条 以下省略） 

 

 

 

 

 

（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は２億８

千万株とし、各種類の株式の発行可
能種類株式総数は、次のとおりとす
る。 
普通株式 240,000,000株 
Ａ種優先株式    40,000,000株 

 
（削除） 
 
 
 
（単元株式数） 

第７条 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。 

（第②項 削除） 
 
 
 
 
 
 
（単元未満株主の権利） 

第８条 当会社の単元未満株主は、その有

する単元株式数に満たない株式（以

下「単元未満株式」という。）につ

いて次に掲げる権利および本定款

に定める権利以外の権利を行使す

ることができない。 

（本条 以下省略） 

 

 



現行定款 変更定款案 
（株式取扱規程） 
第 10条 （本条 省略） 
 
（株主名簿管理人） 
第11条 （第①項および第②項 省略） 
③ 当会社の株主名簿（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

らびに備え置き、その他の株主名

簿、新株予約権原簿および株券喪

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

おいてはこれを取り扱わない。 

 

（基準日） 
第 12条 当会社は、毎年 3月 31 日の最終の

株主名簿に記載または記録された

議決権を有する株主（実質株主を

含む。以下同じ。）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。 

（本条 以下省略） 

 

 

 

 

 

（株式取扱規程） 
第９条 （本条 現行どおり） 
 
（株主名簿管理人） 
第 10 条 （第①項および第②項 現行どお

り） 
③ 当会社の株主名簿および新株予約

権原簿の作成ならびに備え置き、

その他の株主名簿、新株予約権原

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

てはこれを取り扱わない。 

 

 

（基準日） 

第 11条 当会社は、毎年 3月 31 日の最終の

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。 

（本条 以下省略） 

 



現行定款 変更定款案 
 
（新設） 
 

第3章 優先株式 
（Ａ種優先配当金） 
第 12条 当会社は、第 51条に定める剰余金

の配当については、Ａ種優先株式を

有する株主（以下「Ａ種優先株主」

という。）またはＡ種優先株式の登

録株式質権者（以下「Ａ種優先登録

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、Ａ種

優先株式 1株につき、払込金相当額

に年 10 パーセントを上限として発

行に際して取締役会の決議によっ

て定める方法により算定される配

当率を乗じて算出した額の金銭に

よる剰余金の配当（以下「Ａ種優先

配当金」という。）を行う。ただし、

当該事業年度において第 13 条に定

めるＡ種優先中間配当金を支払っ

たときは、その額を控除した額とす

る。 

 

 



現行定款 変更定款案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 

② ある事業年度に属する日を基準日
とする剰余金の配当において、Ａ種
優先株主またはＡ種優先登録株式
質権者に対して支払う1株当りの剰
余金配当額がＡ種優先配当金に達
しない場合において、その不足額は
翌事業年度以降に累積し、累積した
優先未払配当金（以下、「Ａ種累積
未払配当金」という。）については、
当該翌事業年度以降に属する日を
基準とする剰余金の配当に際して、
Ａ種優先株主またはＡ種優先登録
株式質権者に対し、Ａ種優先配当金
ならびに普通株主および普通登録
株式質権者に対する剰余金の配当
に先立ち、Ａ種累積未払配当金の配
当を行う。 

③ Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株

式質権者に対しては、Ａ種優先配当

金を超えて剰余金の配当は行わな

い。 

 
（Ａ種優先中間配当金） 
第 13条 当会社は、第 52条に定める中間配

当については、Ａ種優先株主または

Ａ種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、Ａ種優先株式 1株につき

Ａ種優先配当金の2分の1の額の金

銭による剰余金の配当（以下「Ａ種

優先中間配当金」という。）を行う。

 



現行定款 変更定款案 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 

（残余財産の分配） 
第14条 当会社は、残余財産の分配につい

ては、Ａ種優先株主またはＡ種優
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、Ａ種優先株式1株につき
１株当りの払込金相当額を支払
う。 

② Ａ種優先株主またはＡ種優先登
録株式質権者に対しては、前項の
ほか残余財産の分配を行わない。 

 
（議決権） 
第 15条 Ａ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、当

該Ａ種優先株式を発行する時ま

でに取締役会の決議によって定

める日以降において、Ａ種優先配

当金を受ける旨の議案が定時株

主総会に提出されない時には当

該定時株主総会より、Ａ種優先配

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時は

当該株主総会終結の時より、Ａ種

優先配当金を受ける旨の決議が

ある時まで議決権を有するもの

とする。 
 
（Ａ種優先株式の併合または分割、株式無償
割当て、募集株式等の割当てを受ける権
利等） 

第 16条 当会社は、Ａ種優先株式について、

株式の併合または分割を行わず、

またＡ種優先株主に対しては、株

式無償割当てまたは新株予約権

の無償割当てを行わない。 

 



現行定款 変更定款案 
 
 
 
（新設） 
 

② 当会社は、Ａ種優先株主に対して
は、募集新株、募集新株予約権の
割当てを受ける権利を与えない。 

 
（Ａ種優先株式の金銭を対価とする取得請
求権） 

第 17 条 Ａ種優先株主は、Ａ種優先株式の

取得を請求することができる期間

（以下「取得請求期間」という。）

中、当会社の最終事業年度の末日の

利益剰余金が 10億円を越えている
場合、当会社に対し、15日以上 30
日以内に事前の通知を行うことに

より、利益剰余金の 50％から、当
該取得請求がなされた事業年度に

おいて、当会社がその発行している

Ａ種優先株式の第 19条による取得
またはＡ種優先株主との合意によ

る任意取得を既に行ったか、行うと

決定したＡ種優先株式の取得価額

の合計額を控除した額を限度とし

て、当該Ａ種優先株式を初めて発行

する時までにＡ種優先株式の払込

金相当額、Ａ種優先配当金および市

場実勢等を勘案して妥当な範囲内

において取締役会の決議によって

定める価額に相当する金銭の交付

と引換えに、Ａ種優先株式の全部ま

たは一部の取得を請求できる。取得

請求期間は、その末日が当該Ａ種優

先株式発行日から 10 年を超えない

相当の期間内において、当該Ａ種優

先株式を初めて発行する時までに

取締役会の決議によって定める。 

 



現行定款 変更定款案 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 

② 前項に定める限度額を超えてＡ種優

先株主から前項に基づくＡ種優先株

式の取得請求がなされた場合、取得

すべきＡ種優先株式は、按分比例ま

たは抽選により決定する。 
 
（Ａ種優先株式の普通株式を対価とする取
得請求権） 

第18条 Ａ種優先株主は、取得請求期間中、
当該Ａ種優先株主が取得を請求し
たＡ種優先株式数にＡ種優先株式1
株当りの払込金相当額を乗じた額
を次項に定める取得価額で除して
得られた数の普通株式の交付と引
換えに、当該Ａ種優先株式の取得を
請求することができる。取得請求期
間は、前条に定める取得請求期間と
同一とし、当該Ａ種優先株式を初め
て発行する時までに取締役会の決
議によって定める。 

② 取得価額は、当初、当該Ａ種優先株
式を初めて発行する時までに普通
株式の時価および市場実勢等を勘
案して妥当な範囲内において取締
役会の決議によって定める方法に
より決定される価額とし、当該取締
役会の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。 

③ 第 1 項の普通株式数の算出に当たり

1株に満たない端数が生じた時は、

これを切り捨てるものとする。この

場合、会社法第 167 条第 3項に定め

る金銭の交付を行わない。 

 



現行定款 変更定款案 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 

（Ａ種優先株式の取得） 
第19条 当会社は、Ａ種優先株式の発行後に

当社が取締役会の決議で別に定め
る一または複数の日が到来したと
きは、当該Ａ種優先株式を初めて発
行する時までにＡ種優先株式の払
込金相当額、Ａ種優先配当金および
市場実勢等を勘案して妥当な範囲
内において取締役会の決議によっ
て定める価額に相当する金銭の交
付と引換えに、Ａ種優先株式の全部
もしくは一部を取得することがで
きる。 

② 一部取得をするときは、抽選または
按分比例の方法により行う。 

（Ａ種優先株式の一斉取得） 
第20条 当会社は、取得請求期間中に取得請

求のなかったＡ種優先株式を同期
間の末日の翌日をもって取得し、
これと引換えに当該Ａ種優先株主
に対して、取得するＡ種優先株式
数にＡ種優先株式1株当りの払込
金相当額を乗じた額を次項に定め
る一斉取得価額で除して得られた
数の普通株式を交付する。 

② 一斉取得価額は、当該Ａ種優先株式
を初めて発行する時までに普通株
式の時価および市場実勢等を勘案
して妥当な範囲内において取締役
会の決議によって定める方法によ
り決定される価額とする。 

③ 第 1 項の普通株式数の算出に当たり

1 株に満たない端数が生じたとき

は、会社法第 234 条に定める方法に

よりこれを取り扱う。 

 



現行定款 変更定款案 
（新設） 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
第 13条～第 40条 （条文省略） 
 
 
（新設） 
 
 

（Ａ種優先株式の譲渡制限） 
第21条 譲渡によるＡ種優先株式の取得に

ついては、当会社の取締役会の承認
を要するものとする。 

（除斥期間） 
第 22条 第 53 条の規定は、Ａ種優先配当金

およびＡ種優先中間配当金の支払

いについてこれを準用する。 

 
（以下、章番号および条文番号繰り下げ：第
23条～第27条 （条文省略）） 
 
（種類株主総会） 
第28条 種類株主総会の決議は、法令または

定款に別段の定めがある場合を除
き、出席した議決権を行使すること
ができる株主の議決権の過半数を
もって行う。 

② 会社法第324条第2項に定める決議
は、議決権を行使できる株主の議決
権の3分の１以上を有する株主が出
席し、出席した当該株主の議決権の
3分の2以上をもって行う。 

③ 第24条、第25条、第27条の規定は、
種類株主総会について、これを準用
する。 

④ 第 11 条第 1 項および第 23 条第 3

項の規定は、定時株主総会と同日に

開催される種類株主総会にこれに

準用する。 

 

第 29 条～第 38条 （条文省略） 

 

 



現行定款 変更定款案 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 

（社外取締役との責任限定契約） 
第39条 当会社は、会社法第427条第1項の規

定により、社外取締役との間で、当
該社外取締役の会社法第423条第1
項の責任につき、善意でかつ重大な
過失がないときは、法令が定める額
を限度として責任を負担する契約
を締結することができる。 

 
第40条～第49条 （条文省略） 
 
（自己の株式の取得） 
第50条 当会社は、会社法第459条第1項第1

号に定める自己株式の取得に関す
る事項については、法令に別段の定
めがある場合を除き、取締役会の決
議によって定めることができる。 

 
第51条～第53条 （条文省略） 
 
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
管理人に取り扱わせ、当会社におい
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

6 日をもって削除するものとする。

 


