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平成２１年５月２９日 
 
各  位 
 

会 社 名 日本コークス工業株式会社 
代表者名 代表取締役社長 小 倉 清 明 

（コード番号３３１５ 東証第１部） 
問合せ先 総務部 秘書･広報室長 益田 明 

（TEL ０３－５５６０－１３１１） 
 

定款の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、本年６月２６日開催の第６回定時株主総会に下記のと

おり定款一部変更議案を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．変更の理由 

 
(1) 当社は、事業の選択と集中に取り組んでまいりました結果、建設資材、環境プラント、

石油事業等からの撤退を進め、コークス事業を基幹としつつ、石炭の仕入販売、粉体機

器等の化学機器・装置の製作販売、資源リサイクル、三池港の物流事業等への絞込みを

行い、業容が従来と大きく変貌しましたので、定款第２条(目的)について、第２号「コー

クス及びその副産物の製造加工業」を第１号に繰り上げるとともに、撤退した事業等を

削除する等所要の変更を行うものであります。 
 
(2) 当社は、平成２０年６月２７日開催の第５回定時株主総会の決議に基づき、平成２０

年９月２５日に、当社Ｃ種優先株式６８百万株のうち２８百万株を自己株式として取得

し、翌日会社法第１７８条の規定に基づき消却いたしました。 
また、平成２０年１０月１日に、当社Ｂ種優先株式４０百万株の全部について普通株

式を対価とする取得請求権が行使され、当社は当該取得請求により自己株式として取得

したＢ種優先株式を、同日会社法第１７８条の規定に基づき消却いたしました。 
したがいまして、これに伴い、現行定款第６条（発行可能株式総数）を変更するとと

もに、現行定款第１５条（Ｂ種優先株式）および第１７条（優先順位）を削除するもの

であります。 
 
(3) 「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、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行されました

（いわゆる株券電子化）。 
したがいまして、これに伴い、現行定款第７条（株券の発行）および第１０条（単元

未満株券の不発行）を削除するとともに、現行定款第１１条（単元未満株式についての
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権利）および第１３条（株主名簿管理人）を変更案第９条および第１１条のとおり変更

するものであります。 
また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から１年を経過する日

までこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるも

のであります。 
なお、現行定款第７条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則第６条第１

項に基づき、平成２１年１月５日の同法施行日を効力発生日として、定款の規定を廃止

したものとみなされております。 
 
(4) 株主権行使に関する手続を株式取扱規則の中で定めることを明確にするため、現行定

款第１４条（株式取扱規則）を変更案第１２条のとおり変更するものであります。 
 
(5) その他、上記各変更に伴い、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 
 
３．変更の日程 
 

取締役会決議     平成２１年５月２９日（金） 
定時株主総会開催日  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 
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（別紙） 
(下線は変更部分) 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総  則 第１章 総  則 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

1.鉱業、採石業及び砂利採取業 

2.コークスおよびその副産物並びに煉炭の製造加

工業 

3.セメント、セメント製品の製造業並びにタイル

その他窯業・土石製品及び建築・構築材料の製

造・加工業 

4.無機化学工業製品、有機化学工業製品、医薬品

その他の製造業 

5.鉱山機械、大気汚染防止装置、水質汚濁防止装

置その他一般産業機械器具、電気機械器具、輸

送機械器具、事務機械器具及びこれら部品、附

属品の製造・修理業並びに賃貸借及び管理業 

6.石炭及び石炭製品、石油類その他燃料の販売業

7.炭素繊維、アルミナ繊維、ファインセラミック

ス及びこれらの複合材料の製造・加工業 

8.コンピューターソフトウェアの作成・販売並び

に情報の処理・提供に関するサービス業及び教

育事業 

9.産業廃棄物及び一般廃棄物処理業並びに各種資

源の回収・再生及び販売業 

10.発電及び電気の供給 

11.工業用水の供給 

12.家具、建具、什器等の住宅設備機器の販売業 

13.水産物、畜産物、肥料、飲食料品その他日用雑

貨の販売業 

14.旅館、ホテル、スポーツ施設、ゴルフ場、遊園

地、遊技場等の娯楽施設、医療施設、飲食店及

び駐車場の経営 

15.前各号の事業に関連する調査・研究、設備設計、

技術指導及びコンサルティング業務並びに物

品の売買、仲立業、問屋業及び輸出入業 
 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

1.コークス及びその副産物の製造加工業 

2.鉱業及び造林業 

 

(削除) 

 

 

3.無機化学工業製品、有機化学工業製品その他の

製造業 

4.一般産業機械器具、生産用機械器具、電気機械

器具、輸送機械器具及びこれら部品、附属品の

製造・修理業並びに賃貸借及び管理業 

 

5.石炭及び石炭製品その他燃料の販売業 

6.炭素材料及びファインセラミックスの製造・加

工業 

7.コンピューターソフトウェアの作成・販売並び

に情報の処理・提供に関するサービス業 

 

8.産業廃棄物及び一般廃棄物処理業並びに各種資

源の回収・再生及び販売業 

9.発電及び電気の供給 

(削除) 

(削除) 

(削除) 

 

(削除) 

 

 

10.前各号の事業に関連する調査・研究、設備設計、

技術指導及びコンサルティング業務並びに物

品の売買、仲立業、問屋業及び輸出入業 
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現 行 定 款 変 更 案 

16.鉄道事業、貨物利用運送事業、道路運送事業、

海上運送事業、港湾運送事業、旅行業その他運

輸業及び通関業並びに倉庫業 

17.損害保険の代理業 

18.土木・建築工事業並びに建設物の設計、工事管

理及び建設工事の指導管理並びに測量業 

 

19.不動産の売買・交換・賃貸及びその仲介並びに

所有・管理及び利用、並びに不動産鑑定業その

他不動産事業 

20.前各号の事業に附帯関連する事業 

11.鉄道事業、貨物利用運送事業、道路運送事業、

海上運送事業、港湾運送事業その他運輸業及び

通関業並びに倉庫業 

12.損害保険の代理業 

13.土木・建築その他工事業並びに建設物の設計、

工事管理及び建設工事の指導管理並びに測量

業 

14.不動産の売買・交換・賃貸及びその仲介並びに

所有・管理及び利用その他不動産事業 

 

15.前各号の事業に附帯関連する事業 

第２章 株  式 第２章 株  式 
（発行可能株式総数） （発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、1,188,000,000 株

とし、このうち、1,080,000,000 株は普通株式、

40,000,000 株はＢ種優先株式、68,000,000 株はＣ

種優先株式とする。 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、1,120,000,000 株

とし、このうち、1,080,000,000 株は普通株式、

40,000,000 株はＣ種優先株式とする。 

（株券の発行） （削除） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。  

第８条（条文省略） 第７条  （現行どおり） 

（単元株式数） （単元株式数） 

第９条 当会社の普通株式の単元株式数は、500株とする。

２．Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の単元株式数は、

前項の普通株式の単元株式数と同一とする。 

第８条 当会社の普通株式の単元株式数は、500株とする。

２．Ｃ種優先株式の単元株式数は、前項の普通株式の

単元株式数と同一とする。 

（単元未満株券の不発行） （削除） 

第 10 条 当会社は、単元未満株式に係る株券を発行しな

い。但し、株式取扱規則に定めるところについては

この限りでない。 

 

（単元未満株式についての権利） （単元未満株式についての権利） 

第 11 条 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.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び

募集新株予約権の割当てを受ける権利 
4.次条に定める請求をする権利 

第９条 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.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び

募集新株予約権の割当てを受ける権利 
4.次条に定める請求をする権利 

第 12 条（条文省略） 第 10 条  （現行どおり） 
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現 行 定 款 変 更 案 

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 

第 13 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２．株主名簿管理人及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。 

第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２．株主名簿管理人及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。 

３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同

じ。）、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並

びに備置きその他株主名簿、新株予約権原簿及び株

券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委

託し、当会社は、これを取扱わない。 

３．当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに

備置きその他株主名簿及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、当会社は、これを

取扱わない。 

（株式取扱規則） （株式取扱規則） 

第 14 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料につい

ては、法令又は本定款のほか、取締役会において定

める株式取扱規則による。 

第 12 条 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する

取扱いについては、法令又は本定款のほか、取締役会

において定める株式取扱規則による。 

第３章 優先株式 第３章 優先株式 

（Ｂ種優先株式） （削除） 

第 15 条 当会社の発行するＢ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

 

１～７ （条文省略）  

（Ｃ種優先株式） （Ｃ種優先株式） 
第16条 当会社の発行するＣ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

第13条 当会社の発行するＣ種優先株式の内容は、次の

とおりとする。 

（Ｃ種優先配当） （Ｃ種優先配当） 

１．当会社は、第 43 条に定める期末配当を行うとき

は、Ｃ種優先株主及びＣ種登録質権者に対して、普

通株主及び普通登録質権者に先立ち、１株につき年

25 円を限度としてＣ種優先株式の発行に関する取

締役会決議で定める額の期末配当（以下｢Ｃ種優先

配当｣という。）を行う。 

(2)  当会社は、Ｃ種優先株主及びＣ種登録質権者に対し

第 44 条に定める中間配当を行わない。 

１．当会社は、第 39 条に定める期末配当を行うとき

は、Ｃ種優先株主及びＣ種登録質権者に対して、普

通株主及び普通登録質権者に先立ち、１株につき年

25 円を限度としてＣ種優先株式の発行に関する取

締役会決議で定める額の期末配当（以下｢Ｃ種優先

配当｣という。）を行う。 

(2)  当会社は、Ｃ種優先株主及びＣ種登録質権者に対し

第 44 条に定める中間配当を行わない。 

(3) ある事業年度においてＣ種優先株主及びＣ種登録質

権者に対して支払う剰余金の配当額がＣ種優先配当

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。 

(3) ある事業年度においてＣ種優先株主及びＣ種登録

質権者に対して支払う剰余金の配当額がＣ種優先配

当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。 

(4) Ｃ種優先株主及びＣ種登録質権者に対しては、Ｃ種

優先配当を超えて剰余金の配当は行わない。 

但し、資本金の額の減少の効力発生を条件に行われる

剰余金の配当のうち、当該減少額（減少する資本金

の額の全部若しくは一部を準備金とするときは、準

備金とする額を除く。）を超えない部分の剰余金の配

(4) Ｃ種優先株主及びＣ種登録質権者に対しては、Ｃ種

優先配当を超えて剰余金の配当は行わない。 

但し、資本金の額の減少の効力発生を条件に行われる

剰余金の配当のうち、当該減少額（減少する資本金

の額の全部若しくは一部を準備金とするときは、準

備金とする額を除く。）を超えない部分の剰余金の配
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当、準備金の額の減少の効力発生を条件に行われる剰

余金の配当のうち、当該減少額（減少する準備金の

額の全部若しくは一部を資本金とするときは、資本

金とする額を除く。）を超えない部分の剰余金の 

配当、当会社がする吸収分割手続の中で行われる会

社法第 758 条第８号ロ若しくは同法第 760 条第７号

ロに規定される剰余金の配当又は当会社がする新設

分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若

しくは同法第 765 条第 1 項第８号ロに規定される剰

余金の配当はこの限りではない。 

当、準備金の額の減少の効力発生を条件に行われる剰

余金の配当のうち、当該減少額（減少する準備金の

額の全部若しくは一部を資本金とするときは、資本

金とする額を除く。）を超えない部分の剰余金の 

配当、当会社がする吸収分割手続の中で行われる会

社法第 758 条第８号ロ若しくは同法第 760 条第７号

ロに規定される剰余金の配当又は当会社がする新設

分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若

しくは同法第 765 条第 1 項第８号ロに規定される剰

余金の配当はこの限りではない。 

２～７ (条文省略) ２～７ （現行どおり） 

（優先順位） （削除） 

第 17 条 Ｂ種優先配当及びＣ種優先配当の分配の順位は

同順位とする。 

２．Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の残余財産の分配

の順位は同順位とする。 

 

第４章 株主総会 第４章 株主総会 

第 18 条～第 23 条（条文省略） 第 14 条～第 19 条（現行どおり） 

（種類株主総会） （種類株主総会） 

第 24 条 第 20 条（招集権者及び議長）、第 22 条（決議の

方法）、第 23 条（議決権の代理行使）の各規定は、

種類株主総会にこれを準用する。 

第 20 条 第 16 条（招集権者及び議長）、第 18 条（決議の

方法）、第 19 条（議決権の代理行使）の各規定は、

種類株主総会にこれを準用する。 

２．第 19 条（定時株主総会の基準日）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

れを準用する。 

２．第 15 条（定時株主総会の基準日）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

れを準用する。 

３．会社法第 324 条第２項に定める種類株主総会の決

議は、当該種類株主総会において議決権を行使する

ことが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、その議決権の３分の２以上をもっ

て行う。 

３．会社法第 324 条第２項に定める種類株主総会の決

議は、当該種類株主総会において議決権を行使する

ことが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、その議決権の３分の２以上をもっ

て行う。 

第 25 条～第 45 条 (条文省略) 第 21 条～第 41 条 （現行どおり） 

(新  設) 附 則 
 第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその

他株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人

に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 

第２条 前条及び本条は、平成 22 年１月５日まで有効と

し、同日の経過をもって前条及び本条を削除する。

 
以  上 


