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2009年７月27日 

各  位 

東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 

株式会社プロパスト 

代表取締役社長 津江 真行 

(コード番号：3236) 

問い合わせ先 経営企画部長 矢野 義晃 

電話 03－6853－3100 

    

定款一部変更定款一部変更定款一部変更定款一部変更にににに関関関関するするするするおおおお知知知知らせらせらせらせ（（（（そのそのそのその２２２２））））    

  

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件（２）」を2009年８月28日開催予定の第23期

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． 変更の理由 

（１） 発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数 

機動的な資金調達を行うための備えを確保するため、下記（２）記載のとおり、Ａ種優先株式及び

Ｂ種優先株式の発行に備えるため、発行可能種類株式総数を設定するものであります。（変更案第６

条をご参照ください。） 

なお、本変更は、現在授権いただいております普通株式の発行可能株式総数を変更するものではあ

りません。 

 

（２） 優先株式 

機動的な資金調達を行うための備えを確保するため、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に関する規定

を創設するものであります。（変更案第９条の２～第９条の４及び第15条の２をご参照下さい。) 

本定款変更案においては、会社法第108条第３項に基づき、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の内容

の要綱のみを定めることとし、詳細については、それらを初めて発行する時までに、株主総会又は取

締役会（以下「発行取締役会等」という。）の決議によって定めることとしております。 
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本定款変更案におけるＡ種優先株式及びＢ種優先株式の内容の要綱の概要は、以下のとおりです。 

 

① 優先配当金 

Ａ種優先株式及びＢ種優先株式には、いずれも、非累積かつ非参加の優先配当金の受領権限が付

与されることとしております。優先配当金は、払込金額の10％を限度として、発行取締役会等の決

議において定めることとしております。 

 

② 残余財産の分配 

Ａ種優先株式及びＢ種優先株式には、これらの払込金額を限度とする、金銭による残余財産の分

配に関する優先的な受領権限が付与されることとしております。 

 

③ 議決権 

Ａ種優先株式及びＢ種優先株式ともに、原則として一切の議決権を有しないものとしております

が、Ｂ種優先株式については、優先配当金が支払われない期間中は、議決権を行使できることとし

ております。 

 

④ 譲渡制限 

Ａ種優先株式及びＢ種優先株式ともに、これを譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を

要することとしております。 

 

⑤ 普通株式を対価とする取得 

Ａ種優先株式及びＢ種優先株式ともに、これらを有する優先株主が、一定期間、所定の条件によ

り、普通株式を対価として、当社に対してその取得を請求できる権利（取得請求権）が付与される

とともに、当該期間の経過後は、当社取締役会の決議で定める日の到来をもって、所定の条件によ

り、普通株式を対価として、当社がこれを取得できる条項（取得条項）が付されることとしており

ます。Ａ種優先株式又はＢ種優先株式の取得の対価として交付される普通株式の数は、各種類の優

先株式の払込金額相当額を所定の取得価額で除して得た数とし、かかる取得価額は、主として、当

社普通株式の市場価格を基準として設定することが想定されておりますが、その詳細は発行取締役

会等の決議で定めることとしております。なお、取得価額が市場価格等に連動して修正されること

となる場合については、当社普通株式の過度の希釈化を防止するため、発行取締役会等の決議によ

り、取得価額の下限が定められることとしております。 

 

⑥ 金銭を対価とする取得 

Ａ種優先株式及びＢ種優先株式ともに、発行取締役会等の決議で定める時期以降、取締役会の決

議で別に定める日の到来をもって、これら１株につき、その払込金額相当額の金銭を対価として取

得することができる条項（取得条項）が付されることとしております。 
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２． 定款の変更内容 

  変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更所を示します） 

現行定款 変更案 

第１条～第５条（条文省略） 第１条～第５条（現行どおり） 

（発行可能株式総数） 

第６条  当会社の発行可能株式総数は、

977,500株とする。 

（発行可能株式総数および発行可能種類株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、1,377,500株

とし、普通株式の発行可能種類株式総数は

977,500株、Ａ種優先株式の発行可能種類株

式総数は300,000株、Ｂ種優先株式の発行可

能種類株式総数は100,000株とする。 

第７条～第19条（条文省略） 第７条～第19条（現行どおり） 

（新 設）  第２章の２ 種類株式 

（新 設） （Ａ種優先株式） 

第９条の２ 当会社の発行するＡ種優先株式の内容

は、次の各項に定めるとおりとする。 

   ２（優先配当金）  

     ① 当会社は、剰余金の配当（配当財産の種

類を問わない｡）を行うときは、当該剰余金の

配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載ま

たは記録された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１事業年度あたり払込金

額の10％相当額を上限として、Ａ種優先株式

を初めて発行する時までに株主総会または取

締役会（以下「発行取締役会等」という｡）の

決議で定める額の配当金（以下「Ａ種優先配

当金」という｡）を支払う｡また、当該基準日

の属する事業年度においてＡ種優先株主また

はＡ種優先登録株式質権者に対して④に定め

るＡ種優先中間配当金を支払ったときは、そ 
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現行定款 変更案 

 の額を控除した額とする。 

   ② ある事業年度において、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

配当金の総額がＡ種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。 

     ③ 当会社は、Ａ種優先株主またはＡ種優先

登録株式質権者に対し、Ａ種優先配当金を超

えて配当しない。ただし、当会社が行う吸収

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

れる剰余金の配当または当会社が行う新設分

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についてはこの限りで

はない。 

     ④ 当会社は、第43条に定める中間配当を行

うときは、当該中間配当に係る基準日の最終

の株主名簿に記載または記録された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株につき当該中間配当の

基準日の属する事業年度のＡ種優先配当金に

２分の１を乗じた額の金銭（以下「Ａ種優先

中間配当金」という。）を支払う。  

    ３ （残余財産の分配） 

    当会社の残余財産を分配するときは、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株につきその払込金額

相当額を限度として支払う。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

記のほか残余財産の分配は行わない。 

  ４ （議決権） 

      Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのある

場合を除き、株主総会において議決権を有し 
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現行定款 変更案 

 ない｡ 

     ５ （譲渡制限）     

    Ａ種優先株式を譲渡により取得するには、

当会社取締役会の承認を要する｡ 

     ６ （株式の分割または併合、募集株式の割当

てを受ける権利等） 

     ① 当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ

種優先株式について株式の併合または分割は

行わないものとする。 

      ② 当会社は、Ａ種優先株主には、募集株式

の割当を受ける権利または新株予約権の割当

を受ける権利、株式無償割当もしくは新株予

約権付社債の割当を受ける権利を与えないも

のとする。 

        ７ （普通株式を対価とする取得請求権） 

         Ａ種優先株主は、当会社に対し、発行取締

役会等の決議で定める取得を請求し得べき期

間（以下「Ａ種取得請求期間」という。）中、

普通株式を対価としてその有するＡ種優先株

式を取得することを請求することができる。

当会社は、当該請求を受けたときは、当該請

求に係るＡ種優先株式を取得するのと引換

に、当該請求をしたＡ種優先株主に対し、Ａ

種優先株式１株につき、その払込金額相当額

を、普通株式の時価を基準として発行取締役

会等の決議によって定める方法により算出さ

れる普通株式１株当りの取得価額（以下「Ａ

種取得価額」という。）で除して得た数の普

通株式を交付する。当会社は、当該決議によ

りＡ種取得価額の修正を定める場合、修正さ

れる額の下限を定めるものとし、Ａ種取得価

額が下限として定める額を下回った場合、Ａ

種取得価額は下限として定める額に修正され

るものとする。交付すべき普通株式の数に１

株に満たない端数が生じるときは、これを切 
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現行定款 変更案 

 り捨て、会社法第167条第３項に定める金銭の交付

を行わない。このほか、Ａ種取得価額、その

調整方法その他の交付すべき普通株式の数の

算定方法は、発行取締役会等の決議で定める｡ 

       ８ （金銭を対価とする取得条項） 

         当会社は、発行取締役会等の決議で定める

時期以降、取締役会の決議で別に定める日の

到来をもって、Ａ種優先株式の全部または一

部を、金銭を対価として取得することができ

る。当会社は、本項の定めによりＡ種優先株

式を取得するときは、その取得と引換に、取

得すべきＡ種優先株式の株主に対し、Ａ種優

先株式１株につき、その払込金額相当額の金

銭を交付する。なお、一部取得をするときは、

按分比例の方法その他取締役会が合理的に定

める方法により行う。 

      ９ （普通株式を対価とする取得条項） 

       当会社は、Ａ種取得請求期間中に取得請求

権の行使がされなかったＡ種優先株式の全部

または一部を、当該期間の末日の翌日以降の

日で取締役会の決議で定める日の到来をもっ

て、普通株式を対価として取得することがで

きる｡当会社は、本項の定めによりＡ種優先株

式を取得するときは、その取得と引換に、取

得すべきＡ種優先株式の株主に対し、Ａ種優

先株式１株につき、その払込金額相当額をＡ

種取得価額で除して得た数の普通株式を交付

する。当会社は、当該決議によりＡ種取得価

額の修正を定める場合、修正される額の下限

を定めるものとし、Ａ種取得価額が下限とし

て定める額を下回った場合、Ａ種取得価額は

下限として定める額に修正されるものとす

る。交付すべき普通株式の数に１株に満たな

い端数が生じるときは、会社法第234条に従

ってこれを取り扱う。このほか、Ａ種取得価

額、その調整方法その他の交付すべき普通株 
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現行定款 変更案 

 式の数の算定方法は、発行取締役会等の決議

で定める｡なお、一部取得をするときは、按分

比例の方法その他取締役会が合理的に定める

方法により行う。 

      10 （その他の事項） 

         当会社は、前各項に定めるほか、Ａ種優先

株式に関する事項について、これを発行取締

役会等の決議で定める。 

   

（新 設） （Ｂ種優先株式） 

  第９条の３ 当会社の発行するＢ種優先株式の内容

は、次の各項に定めるとおりとする。 

   ２（優先配当金）  

      ① 当会社は、剰余金の配当（配当財産の種類

を問わない｡）を行うときは、当該剰余金の配

当に係る基準日の最終の株主名簿に記載また

は記録されたＢ種優先株式を有する株主（以

下｢Ｂ種優先株主｣という｡）またはＢ種優先株

式の登録株式質権者 （以下「Ｂ種優先登録株

式質権者」という｡）に対し、普通株主または

普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式

１株につき１事業年度あたり払込金額の10％

相当額を上限として、Ｂ種優先株式を初めて

発行する時までに発行取締役会等の決議で定

める額の配当金（以下「Ｂ種優先配当金」と

いう｡）を支払う｡また、当該基準日の属する

事業年度においてＢ種優先株主またはＢ種優

先登録株式質権者に対して④に定めるＢ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。 

     ② ある事業年度において、Ｂ種優先株主ま

たはＢ種優先登録株式質権者に対して支払う

配当金の総額がＢ種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。 
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現行定款 変更案 

  

     ③ 当会社は、Ｂ種優先株主またはＢ種優先

登録株式質権者に対し、Ｂ種優先配当金を超

えて配当しない。 ただし、当会社が行う吸収

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

れる剰余金の配当または当会社が行う新設分

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についてはこの限りで

はない。 

   ④ 当会社は、第43条に定める中間配当を行

うときは、当該中間配当に係る基準日の最終

の株主名簿に記載または記録されたＢ種優先

株主またはＢ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、Ｂ種優先株式１株につき当該中間配当の

基準日の属する事業年度のＢ種優先配当金に

２分の１を乗じた額の金銭（以下「Ｂ種優先

中間配当金」という。）を支払う。 

    ３ （残余財産の分配）    

    当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種

優先株主またはＢ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、Ｂ種優先株式１株につきその払込金額

相当額を限度として支払う。Ｂ種優先株主ま

たはＢ種優先登録株式質権者に対しては、前

記のほか残余財産の分配は行わない。 

    ４ （議決権） 

      Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めのある

場合を除き、株主総会において議決権を有し

ない｡ただし、Ｂ種優先株主は、Ｂ種優先配当

金の全額（Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録

株式質権者に対して、Ｂ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）を受

ける旨の議案が定時株主総会に提出されない 
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現行定款 変更案 

 ときはその定時株主総会から、議案が定時株主総会

において否決されたときはその株主総会の終

結の時から、Ｂ種優先配当金の全額（Ｂ種優

先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対し

て、Ｂ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）を受ける旨の定時株主

総会決議がある時まで、議決権を有する。 

    ５ （譲渡制限） 

      Ｂ種優先株式を譲渡により取得するには、

当会社取締役会の承認を要する｡ 

    ６ （株式の分割または併合、募集株式の割当

てを受ける権利等） 

     ① 当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ

種優先株式について株式の併合または分割は

行わないものとする。 

     ② 当会社は、Ｂ種優先株主には、募集株式

の割当を受ける権利または新株予約権の割当

を受ける権利、株式無償割当もしくは新株予

約権付社債の割当を受ける権利を与えないも

のとする。 

    ７ （普通株式を対価とする取得請求権） 

      Ｂ種優先株主は、当会社に対し、発行取締

役会等の決議で定める取得を請求し得べき期

間（以下「Ｂ種取得請求期間」という。）中、

普通株式を対価としてその有するＢ種優先株

式を取得することを請求することができる。

当会社は、当該請求を受けたときは、当該請

求に係るＢ種優先株式を取得するのと引換

に、当該請求をしたＢ種優先株主に対し、Ｂ

種優先株式１株につき、その払込金額相当額

を、普通株式の時価を基準として発行取締役

会等の決議によって定める方法により算出さ

れる普通株式１株当りの取得価額（以下「Ｂ

種取得価額」という。）で除して得た数の普

通株式を交付する。当会社は、当該決議によ 
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 りＢ種取得価額の修正を定める場合、修正される額

の下限を定めるものとし、Ｂ種取得価額が下

限として定める額を下回った場合、Ｂ種取得

価額は下限として定める額に修正されるもの

とする。交付すべき普通株式の数に１株に満

たない端数が生じるときは、これを切り捨て、

会社法第167条第３項に定める金銭の交付を

行わない。このほか、Ｂ種取得価額、その調

整方法その他の交付すべき普通株式の数の算

定方法は、発行取締役会等の決議で定める｡ 

   ８ （金銭を対価とする取得条項） 

      当会社は、発行取締役会等の決議で定める

時期以降、取締役会の決議で別に定める日の

到来をもって、Ｂ種優先株式の全部または一

部を、金銭を対価として取得することができ

る。当会社は、本項の定めによりＢ種優先株

式を取得するときは、その取得と引換に、取

得すべきＢ種優先株式の株主に対し、Ｂ種優

先株式１株につき、その払込金額相当額の金

銭を交付する。なお、一部取得をするときは、

按分比例の方法その他取締役会が合理的に定

める方法により行う。 

   ９ （普通株式を対価とする取得条項） 

      当会社は、Ｂ種取得請求期間中に取得請求

権の行使がされなかったＢ種優先株式の全部

または一部を、当該期間の末日の翌日以降の

日で取締役会の決議で定める日の到来をもっ

て、普通株式を対価として取得することがで

きる｡当会社は、本項の定めによりＢ種優先株

式を取得するときは、その取得と引換に、取

得すべきＢ種優先株式の株主に対し、Ｂ種優

先株式１株につき、その払込金額相当額をＢ

種取得価額で除して得た数の普通株式を交付

する。当会社は、当該決議によりＢ種取得価

額の修正を定める場合、修正される額の下限

を定めるものとし、Ｂ種取得価額が下限とし 



 11 

現行定款 変更案 

 て定める額を下回った場合、Ｂ種取得価額は

下限として定める額に修正されるものとす

る。交付すべき普通株式の数に１株に満たな

い端数が生じるときは、会社法第234条に従

ってこれを取り扱う。このほか、Ｂ種取得価

額、その調整方法その他の交付すべき普通株

式の数の算定方法は、発行取締役会等の決議

で定める｡なお、一部取得をするときは、按分

比例の方法その他取締役会が合理的に定める

方法により行う。 

   10 （その他の事項） 

      当会社は、前各項に定めるほか、Ｂ種優先

株式に関する事項について、これを発行取締

役会等の決議で定める。 

（新 設） （優先順位） 

第９条の４ Ａ種優先株式の優先配当金および優先

中間配当金の支払いならびに残余財産分配の順

位は、Ｂ種優先株式に優先するものとする。 

第10条～第15条（条文省略） 第10条～第15条（現行どおり） 

（新 設） （種類株主総会） 

第15条の２  第11条の規定は、定時株主総会と同

日に開催される種類株主総会についてこれを準

用する。 

   ２  第12条、第13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。 

   ３  第14条第１項の規定は、会社法第324条第

１項の規定による種類株主総会の決議にこれを

準用する。 

   ４  第14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16条～第44条（条文省略） 第16条～第44条（現行どおり） 

 

（注）条数は、第１号議案（定款一部変更の件）承認後の条数としています。万一、第１号議案が否決された

場合、第１号議案の現行定款の条数により変更されるものとします。 
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３．日程  

  定款変更のための株主総会開催日  2009年８月28日（金曜日）  

  定款変更の効力発生日       2009年８月28日（金曜日） 

 

 

以 上 


