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平成２１年６月３日 
各 位 

上場会社名 株 式 会 社 伊   藤   園 

代表者の  

役職氏名 代表取締役社長 本 庄 大 介 

（コード番号 ２５９３ 東証第一部） 

問合せ先 管理本部 副本部長 

             水 野 俊 作 

電話番号 ０３－５３７１－７２０５ 
 
               定款一部変更に関するお知らせ 
  
 当社は、平成 21 年６月３日に開催いたしました取締役会におきまして、定款一部変更に関する

議案を、平成21年７月28日に開催予定の第44回定時株主総会に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）平成16年６月９日公布された「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。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、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」をいいます。）から、これに対応するために、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。 

 
（２）また、本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。（変更案附

則第１条及び第２条） 

 

（３）株主の皆様の権利行使に関する手続を株式取扱規程の中で定めることを明確にするため、 

     現行定款第11条において所要の定款変更を行うものであります。 

 
  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７月28日（火曜日） 
   定款変更の効力発生日        平成21年７月28日（火曜日） 
 

以 上 
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【別 紙】 
                             （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（自己の株式の取得） 

（条文省略） 

 

第８条（単元株式数及び単元未満株券の不発行）

    当会社の普通株式及び第１種優先株式の単

元株式数は、それぞれ１００株とする。 

２．当会社は、第６条の規定にかかわらず、単

元株式数に満たない数の株式（以下「単元未

満株式」という。）については株券を発行しな

い。 

 

第９条（株主名簿管理人） 

    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選定し、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。）、株券喪失登録簿及び新株予約権

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、株券喪失登録簿及び新株

予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式

の買取り、単元未満株式の買増し、その他の

株式並びに新株予約権に関する事務は、株主

名簿管理人に取扱わせ、当会社においてはこ

れを取扱わない。 

 

第１０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、その有する単元未満株式の数と併せて単

元株式数となる当会社の株式を売り渡すこと

を当会社に請求することができる。 

 

第１１条（株式取扱規程） 

    当会社が発行する株券の種類、並びに株主

名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿へ

の記載、又は記録、単元未満株式の買取り、

単元未満株式の買増し、その他株式又は新株

予約権に関する取扱及び手数料については、

法令又は本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程による。 

 

第１２条（単元未満株主の権利） 

    当会社の株主は、その有する単元未満株式

第２章 株 式 

（削 除） 

 

 

第６条（自己の株式の取得） 

（現行どおり） 

 

第７条（単元株式数） 

    当会社の普通株式及び第１種優先株式の単

元株式数は、それぞれ１００株とする。 

（削 除） 

  

 

 

 

第８条（株主名簿管理人） 

    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選定し、これを公告

する。 

３．当会社の株主名簿及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、

株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記

録、単元株式数に満たない数の株式（以下「単

元未満株式」という。）の買取り、単元未満株

式の買増し、その他の株式並びに新株予約権

に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、

当会社においてはこれを取扱わない。 

 

 

第９条（単元未満株式の買増し） 

    当会社の株主は、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当会社の株式

を売り渡すことを当会社に請求することがで

きる。 

 

第１０条（株式取扱規程） 

    当会社の株主名簿及び新株予約権原簿への

記載又は記録、単元未満株式の買取り、単元

未満株式の買増し、株主権行使の手続その他

株式又は新株予約権に関する取扱及び手数料

については、法令又は本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程

による。 

 

第１１条（単元未満株主の権利） 

    当会社の株主は、その有する単元未満株式
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について次に掲げる権利及び本定款に定める

  権利以外の権利を行使することができない。

  （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）第１０条に定める請求をする権利 

 

第１３条（基準日） 

当会社は、毎事業年度末日の 終の株主名

簿に記載又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べき株主とする。 
２．前項その他、本定款に定めがある場合のほ

か、必要があるときは、取締役会の決議によ

ってあらかじめ公告して、臨時に基準日を定

めることができる。 

 

第３章   優先株式 

第１４条（第１種優先配当） 
    当会社は、普通株式を有する株主（以下「普

通株主」という。）又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。）

に対して剰余金の配当（配当財産が金銭の場

合に限る。）を行うときは、当該配当に係る基

準日の 終の株主名簿に記載又は記録された

第１種優先株式の株主（以下「第１種優先株

主」という。）又は第１種優先株式の登録株式

質権者（以下「第１種優先登録株式質権者」

という。）に対し、当該配当に先立ち、第１種

優先株式１株につき、当該配当において普通

株式１株に対して交付する金銭の額に、第１

種優先株式の発行に先立って取締役会の決議

で定める一定率（１００パーセントを下限と

し、１３０パーセントを上限とする。）を乗じ

た額（小数部分が生じる場合、当該小数部分

については、第１種優先株式の発行に先立っ

て取締役会が定める額とする。）の剰余金の配

当（以下「第１種優先配当」という。）を行う。

２．当会社は、毎事業年度の末日、毎年１０月

３１日その他の取締役会が定める日の 終の

株主名簿に記載又は記録された普通株主又は

普通登録株式質権者に対して剰余金の配当

（配当財産が金銭の場合に限る。）を行わない

ときは、当該株主名簿に記載又は記録された

第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権

者に対し、第１種優先株式１株につき、第１

について次に掲げる権利及び本定款に定める 

  権利以外の権利を行使することができない。 

  （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）第９条に定める請求をする権利 

 

第１２条（基準日） 

当会社は、毎事業年度末日の 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

いて権利を行使すべき株主とする。 
２．前項その他、本定款に定めがある場合のほ

か、必要があるときは、取締役会の決議によ

ってあらかじめ公告して、臨時に基準日を定

めることができる。 

 

第３章   優先株式 

第１３条（第１種優先配当） 
    当会社は、普通株式を有する株主（以下「普

通株主」という。）又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。）

に対して剰余金の配当（配当財産が金銭の場

合に限る。）を行うときは、当該配当に係る基

準日の 終の株主名簿に記録された第１種優

先株式の株主（以下「第１種優先株主」とい

う。）又は第１種優先株式の登録株式質権者

（以下「第１種優先登録株式質権者」という。）

に対し、当該配当に先立ち、第１種優先株式

１株につき、当該配当において普通株式１株

に対して交付する金銭の額に、第１種優先株

式の発行に先立って取締役会の決議で定める

一定率（１００パーセントを下限とし、１３

０パーセントを上限とする。）を乗じた額（小

数部分が生じる場合、当該小数部分について

は、第１種優先株式の発行に先立って取締役

会が定める額とする。）の剰余金の配当（以下

「第１種優先配当」という。）を行う。 
２．当会社は、毎事業年度の末日、毎年１０月

３１日その他の取締役会が定める日の 終の

株主名簿に記録された普通株主又は普通登録

株式質権者に対して剰余金の配当（配当財産

が金銭の場合に限る。）を行わないときは、当

該株主名簿に記録された第１種優先株主又は

第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優

先株式１株につき、第１種優先株式の発行に
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種優先株式の発行に先立って取締役会の決議

で定める額の剰余金の配当（以下「第１種無

配時優先配当」という。）を行う。 
３．第１種優先配当又は第１種無配時優先配当

の全部又は一部が行われなかったときは、当

会社は、その不足額を累積し、第１項又は第

２項に規定するときにおいて、当該配当に係

る基準日の 終の株主名簿に記載又は記録さ

れた第１種優先株主又は第１種優先登録株式

質権者に対し、第１種優先配当又は第１種無

配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰

余金の配当（以下「第１種累積未払配当」と

いう。）を行う。 
４．当会社は、第１種優先株主又は第１種優先

登録株式質権者に対し、第１種優先配当、第

１種無配時優先配当及び第１種累積未払配当

以外の金銭を配当財産とする剰余金の配当を

行わない。 

 

第１５条～第１６条（条文省略） 

 

第１７条（種類株主総会の決議） 

    当会社が、会社法第３２２条第１項各号に

掲げる行為をする場合においては、法令に別

段の定めがある場合を除くほか、第１種優先

株主を構成員とする種類株主総会の決議を要

しない。 

２．第１３条第１項の規定は、定時株主総会に

おいて決議する事項が、当該決議のほか、種

類株主総会の決議を必要とする場合における

当該種類株主総会に準用する。 

３．第２１条、第２２条及び第２４条の規定は、

種類株主総会にこれを準用する。 

４．第２３条第２項の規定は、会社法第３２４

条第２項の規定による種類株主総会の決議に

これを準用する。 

 

第１８条（普通株式を対価とする取得条項） 

    当会社は、次の各号のいずれかに該当する

場合、当該各号に定める日（取締役会が、そ

れ以前の日を定めたときは、その日）の到来

をもって、その日に残存する第１種優先株式

の全部を取得し、当会社はこれと引換えに、

第１種優先株式１株につき当会社の普通株式

１株を第１種優先株主に交付する。 

  （１）当会社が消滅会社となる合併、完全子

会社となる株式交換又は株式移転（当

会社の単独による株式移転を除く。）に

係る議案が全ての当事会社の株主総会

（株主総会の決議を要しない場合は取

先立って取締役会の決議で定める額の剰余金

の配当（以下「第１種無配時優先配当」とい

う。）を行う。 
３．第１種優先配当又は第１種無配時優先配当

の全部又は一部が行われなかったときは、当

会社は、その不足額を累積し、第１項又は第

２項に規定するときにおいて、当該配当に係

る基準日の 終の株主名簿に記録された第１

種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に

対し、第１種優先配当又は第１種無配時優先

配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配

当（以下「第１種累積未払配当」という。）を

行う。 
４．当会社は、第１種優先株主又は第１種優先

登録株式質権者に対し、第１種優先配当、第

１種無配時優先配当及び第１種累積未払配当

以外の金銭を配当財産とする剰余金の配当を

行わない。 

 

第１４条～第１５条（現行どおり） 

 

第１６条（種類株主総会の決議） 

    当会社が、会社法第３２２条第１項各号に

掲げる行為をする場合においては、法令に別

段の定めがある場合を除くほか、第１種優先

株主を構成員とする種類株主総会の決議を要

しない。 

２．第１２条第１項の規定は、定時株主総会に

おいて決議する事項が、当該決議のほか、種

類株主総会の決議を必要とする場合における

当該種類株主総会に準用する。 

３．第２０条、第２１条及び第２３条の規定は、

種類株主総会にこれを準用する。 

４．第２２条第２項の規定は、会社法第３２４

条第２項の規定による種類株主総会の決議に

これを準用する。 

 

第１７条（普通株式を対価とする取得条項） 

    当会社は、次の各号のいずれかに該当する

場合、当該各号に定める日（取締役会が、そ

れ以前の日を定めたときは、その日）の到来

をもって、その日に残存する第１種優先株式

の全部を取得し、当会社はこれと引換えに、

第１種優先株式１株につき当会社の普通株式

１株を第１種優先株主に交付する。 

  （１）当会社が消滅会社となる合併、完全子

会社となる株式交換又は株式移転（当

会社の単独による株式移転を除く。）に

係る議案が全ての当事会社の株主総会

（株主総会の決議を要しない場合は取
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締役会）で承認された場合、当該合併、

株式交換又は株式移転の効力発生日の

前日 

  （２）当会社の普通株式の株券を対象とする

公開買付けが実施された結果、公開買

付者の株券等所有割合（金融商品取引

法第２７条の２第８項に規定される意

味を有する。以下同じ。）が５０パーセ

ント超となった場合、当該株券等所有

割合が記載された公開買付報告書が提

出された日から９０日目の日 

２．当会社は、株式会社東京証券取引所が、当

会社の第１種優先株式を上場廃止とする旨の

発表をした場合には、取締役会が定める日の

到来をもって、その日に残存する第１種優先

株式の全部を取得し、当会社はこれと引換え

に、第１種優先株式１株につき当会社の普通

株式１株を第１種優先株主に交付する。 

 

第１９条～第５１条（条文省略） 

 

第５２条（剰余金の配当） 
    当会社は、株主総会の決議によって、毎事

業年度末日の 終の株主名簿に記載又は記録

された株主又は登録株式質権者に剰余金の配

当（以下「期末配当金」という。）を行う。 
 
第５３条（中間配当） 
    当会社は、取締役会の決議によって、毎年

１０月３１日の 終の株主名簿に記載又は

記録された株主又は登録株式質権者に、会社

法第４５４条第５項に定める剰余金の配当

（以下「中間配当金」という。）を行うことが

できる。 
 

第５４条（期末配当金等の除斥期間） 

（条文省略） 

 

（新 設） 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（新 設） 

締役会）で承認された場合、当該合併、

株式交換又は株式移転の効力発生日の

前日 

  （２）当会社の普通株式を対象とする公開買

付けが実施された結果、公開買付者の

株券等所有割合（金融商品取引法第２

７条の２第８項に規定される意味を有

する。以下同じ。）が５０パーセント超

となった場合、当該株券等所有割合が

記載された公開買付報告書が提出され

た日から９０日目の日 

２．当会社は、株式会社東京証券取引所が、当

会社の第１種優先株式を上場廃止とする旨の

発表をした場合には、取締役会が定める日の

到来をもって、その日に残存する第１種優先

株式の全部を取得し、当会社はこれと引換え

に、第１種優先株式１株につき当会社の普通

株式１株を第１種優先株主に交付する。 

 

第１８条～第５０条（現行どおり） 

 

第５１条（剰余金の配当） 
    当会社は、株主総会の決議によって、毎事

業年度末日の 終の株主名簿に記録された株

主又は登録株式質権者に剰余金の配当（以下

「期末配当金」という。）を行う。 
 
第５２条（中間配当） 
    当会社は、取締役会の決議によって、毎年

１０月３１日の 終の株主名簿に記録された

株主又は登録株式質権者に、会社法第４５４

条第５項に定める剰余金の配当（以下「中間

配当金」という。）を行うことができる。 

 

 

第５３条（期末配当金等の除斥期間） 

（現行どおり） 

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

てはこれを取り扱わない。 

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 


