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定款の一部変更に関するお知らせ（その２） 

 
 当行は、本日開催の取締役会において、平成 21 年 9 月 17 日に開催予定の第一回優先株式を有する株

主（以下「優先株主」といいます。）による種類株主総会（以下「優先株主種類株主総会」といいます。）、

並びに平成 21 年 9 月 18 日開催予定の臨時株主総会（以下「臨時株主総会」といいます。）及び普通株

式を有する株主（以下「普通株主」といいます。）による種類株主総会（以下「普通株主種類株主総会」

といい、優先株主種類株主総会、臨時株主総会と併せて「本株主総会」といいます。）に、定款の一部

変更（以下「本定款変更」といいます。）を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 
 

定款の一部変更（その２） 第一回優先株式に係る、第一種優先株式への名称変更 

並びに第二種優先株式を発行するための定款の一部変更 

 

１．定款変更の目的及び理由 

(1）概要 

当行は、普通株式及び第一回優先株式とは異なる種類の株式（以下「第二種優先株式」といいま

す。）を後記（2）の内容にて発行可能とした上で、当行の発行するすべての第一回優先株式の内容

を変更し、第一回優先株式について、普通株式を取得の対価とする従来の取得請求権（以下「普通

株式対価取得請求権」といいます。）に追加して、新たに第二種優先株式を取得の対価とする取得

請求権（以下「第二種優先株式対価取得請求権」といいます。）を定めるため、以下の内容の定款

変更案を本株主総会に付議するものであります。 

① 平成 12 年 6 月 29 日開催の当行（株式会社関東銀行及び株式会社つくば銀行の間の平成 15 年

4 月 1 日付吸収合併前の株式会社関東銀行）の取締役会において決定した第一回優先株式に

係る発行要項の変更に伴い定款に必要な追記をする 

② 第一回優先株式を「第一種優先株式」と名称変更する（以下、名称変更前の第一回優先株式

をも指して「第一種優先株式」といいます。） 

③ 第二種優先株式を後記（2）の内容にて発行可能とするために必要な条文を新設する 

④ 第一種優先株式について、従来の普通株式対価取得請求権に追加して、新たに第二種優先株

式対価取得請求権を定める 

⑤ その他、上記の各変更に伴う条数の変更、文言の加除修正等、所要の変更（会社法（平成 17

年法律第 86 号）に基づく所要の文言修正を含む。）を行う 

本定款変更の内容の詳細は、後記「２．定款変更の内容」別紙をご参照下さい。なお、本定款変

更の効力は、当行及び茨城銀行の間の平成 21 年 8 月 10 日付吸収合併契約書（以下「本合併契約」
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といいます。）に基づく吸収合併の効力が発生することを条件として、当該吸収合併の効力発生の

時（平成 22 年 3 月 1日予定）をもって発生するものといたします。 

 

(2) 第二種優先株式の設計 

第二種優先株式は、普通株式を対価とする取得請求権が付与されない、いわゆる“社債型”の優

先株式であり、普通株式の希薄化を回避することが可能です。なお、第二種優先株式には償還期限

は設定されておりませんが、当行の判断により、平成 27 年 10 月 29 日以降、当行取締役会の別に

定める日が到来したときは、所定の手続を経て、金銭を取得の対価として、第二種優先株式の全部

又は一部を取得することができる旨の取得条項が付与されています。詳細は別紙（第 12 条の 15）

をご参照下さい。 

 

(3）第一種優先株式に第二種優先株式対価取得請求権を追加する目的 

第一種優先株式に係る普通株式対価取得請求権は、平成 14 年 11 月 1 日から平成 22 年 10 月 28

日まで行使することができるものと定められています。そして、平成 22 年 10 月 28 日までに普通

株式対価取得請求権が行使されなかった第一種優先株式は、平成 22 年 10 月 29 日、普通株式を取

得の対価とした、当行による一斉取得が予定されております。 

しかしながら、近年の金融危機及び資本市場の混乱の継続等から、当行の普通株式の株価は、普

通株式対価取得請求権に係る下限取得価額を大きく下回る状況が継続している一方、優先株主の皆

様が普通株式対価取得請求権を行使した場合も、また平成 22 年 10 月 28 日までに普通株式対価取

得請求権が行使されず当行による一斉取得となった場合も、普通株式の希薄化が相当程度生じるお

それがあります。 

このような状況を踏まえ、当行は、第一種優先株式の時価での買入れを含む対策について検討を

重ねて参りましたが、経営環境が不透明な中では自己資本の維持･向上が重要と考え、第一種優先

株式について、従来の普通株式対価取得請求権に追加して、新たに第二種優先株式対価取得請求権

を定めることが、普通株主の皆様及び優先株主の皆様双方の利益に最も適うものと判断いたしまし

た。 

 

(4）優先株主の皆様への影響 

本定款変更の効力発生により、優先株主の皆様は、普通株式対価取得請求権に加えて、平成 22

年 3 月 1 日以降、第二種優先株式対価取得請求権を行使することが可能となります。上記のほか、

本定款変更は、優先株主の皆様が第一種優先株式に関して有する権利内容を実質的に変更するもの

ではありません。 

 

２．定款変更の内容 

定款変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

定款変更のための優先株主種類株主総会開催予定日  平成 21 年 9 月 17 日 

定款変更のための臨時株主総会開催予定日   平成 21 年 9 月 18 日 

定款変更のための普通株主種類株主総会開催予定日  平成 21 年 9 月 18 日 

定款変更の効力発生日        平成 22 年 3 月 1日 

※ 本定款変更の効力発生は、本合併契約に基づく吸収合併の効力が発生することを条件といたし

ます。 

以 上 
 



（別紙）
（下線は変更部分を示します）

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）

このうち110,000,000株は普通株式、958,700株は優先株
式とする。

第２章の２　優先株式 第２章の２　第一種優先株式
（優先期末配当金） （第一種優先期末配当金）

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、優先株式1株につき年225
円を上限として発行に際して取締役会の決議で定める
額の期末配当金(以下優先期末配当金という)を支払う。
ただし、当該事業年度において第12条の２に定める優
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優先株主または優先登録株式質
権者に対して支払う期末配当金の額が優先期末配当金
の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に累
積しない。

２．

３． 優先株主または優先登録株式質権者に対しては、優先
期末配当金を超えて配当は行わない。

３．

（優先中間配当金） （第一種優先中間配当金）

きは、優先株主または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、優先株式1
株につき優先期末配当金の2分の1を上限として、発行
に際して取締役会の決議で定める額の金銭(本定款に
おいて優先中間配当金という)を支払う。

（残余財産の分配） （残余財産の分配）

株主または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、優先株式1株につき
3,000円を支払う。

２． 優先株主または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は行わない。

２．

（議決権） （議決権）

除き、株主総会において議決権を有しない。

（株式の併合または分割、株式の割当てを受ける権利等） （株式の併合または分割、株式の割当てを受ける権利等）

き、優先株式について株式の併合または分割は行わな
い。

２． 当銀行は、優先株主には、募集株式の割当てを受ける
権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与
えない。

２．

第12条の４  優先株主は、法令に別段の定めがある場合を 第12条の４　第一種優先株主は、法令に別段の定めがある
場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

第12条の５  当銀行は、法令に別段の定めがある場合を除 第12条の５  当銀行は、法令に別段の定めがある場合を除

第12条  当銀行は、第44条に定める期末配当金を支払うと

第12条の３　当銀行は、残余財産を分配するときは、優先 第12条の３　当銀行は、残余財産を分配するときは、第一
種優先株主または第一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、第一種
優先株式１株につき3,000円を支払う。

第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対
しては、第一種優先期末配当金を超えて配当は行わな
い。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる
会社法第758条第８号ロもしくは同法第760条第７号ロに規
定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続
の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第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。

第12条の２  当銀行は、第45条に定める中間配当を行うと 第12条の２　当銀行は、第45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第一種優先株主または第一種優
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、第一種優先株式１株につき30円の中
間配当金（本定款において第一種優先中間配当金とい
う）を支払う。

第12条　当銀行は、第44条に定める期末配当金を支払うと
きは、当該期末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第一種優先株式を有する株主（以
下第一種優先株主という）または第一種優先株式の登録
株式質権者（以下第一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、第一種優先株式１株につき年60円の
期末配当金（以下第一種優先期末配当金という）を支払
う。
ただし、当該事業年度において第12条の２に定める第一
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 変更案

第６条　当銀行の発行可能株式総数は、110,958,700株とし、 第６条　当銀行の発行可能株式総数は、111,917,400株とし、

当銀行は、第一種優先株主には、募集株式の割当てを受
ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を
与えない。

普通株式の発行可能種類株式総数は110,000,000株、
第一種優先株式の発行可能種類株式総数は958,700株、
第二種優先株式の発行可能種類株式総数は958,700株と
する。

ある事業年度において第一種優先株主または第一種優
先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第
一種優先期末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。

第一種優先株主または第一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は行わない。

き、第一種優先株式について株式の併合または分割は行
わない。
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現行定款 変更案

（優先株式の消却） （第一種優先株式の消却）

れを株主に配当すべき剰余金をもって当該買入価額に
より消却することができる。

（優先株式の取得請求） （普通株式を対価とする取得請求権）

定める取得を請求し得べき期間中、当該決議で定める
条件をもって優先株式を当銀行が取得するのと引換え
に普通株式を交付することを請求することができる。

（１） 取得を請求することができる期間

（２） 取得と引換えに交付すべき財産

（３） 当初取得価額

（４） 取得価額の修正

（５） 下限取得価額

（６） 取得価額の調整
イ．

交付普通
株  式  数

×
１株当たりの
払 込 金 額

１株当たり時価

＋
既   発   行
普通株式数

調  整  後
取得価額 既発行普通株式数　＋　交付普通株式数

×
調  整  前
取得価額

=

請求することができる期間中、当銀行に対して、自己の有
する第一種優先株式を取得することを請求することができ
る。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、第一種
優先株主が取得の請求をした第一種優先株式を取得す
るのと引換えに、第(2)号に定める財産を当該第一種優先
株主に対して交付するものとする。

取得価額は、平成15年11月１日から平成21年11月１日ま
での毎年11月１日（以下それぞれ「決定日」という）におけ
る時価が当該決定日に有効な取得価額を下回る場合に
は、当該決定日以降時価に修正されるものとする（以下修
正後の取得価額を修正後取得価額という）。ただし、修正
後取得価額が第(5)号に定める下限取得価額を下回る場
合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。上記「時
価」とは、当該決定日に先立つ45取引日目に始まる30取
引日の東京証券取引所における当銀行の普通株式の普
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）に相当する金額（円位未満小数第２位
まで算出し、その小数第２位を四捨五入する）とする。

1,100円（ただし、第(6)号による調整を受ける）。

第一種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当
する場合には、取得価額（下限取得価額を含む）を次に
定める算式（以下取得価額調整式という）により調整する
（以下調整後の取得価額を調整後取得価額という）。取得
価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで
算出し、その小数第２位を四捨五入する。ただし、取得価
額調整式により算出される取得価額が1,000円を下回る場
合には、1,000円を調整後取得価額とする。

第12条の６　当銀行は、いつでも優先株式を買い入れ、こ 第12条の６　当銀行は、いつでも第一種優先株式を買い入
れ、これを株主に配当すべき剰余金をもって当該買入価
額により消却することができる。

第12条の７  優先株主は、発行に際して取締役会の決議で 第12条の７　第一種優先株主は、第(1)号に定める取得を

平成14年11月1日から平成22年10月28日まで（以下取得
請求期間という）とする。

当銀行は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優
先株主が取得の請求をした第一種優先株式数に第一種
優先株式１株当たりの払込金額相当額を乗じた額を第(3)
号ないし第(6)号に定める取得価額で除した数の普通株
式を交付する。なお、第一種優先株式の取得と引換えに
交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数があると
きは、会社法第167条第３項に従ってこれを取扱う。

取得価額は、当初、平成14年11月１日に先立つ45取引日
目に始まる30取引日の東京証券取引所における当銀行
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）に相当する金額（円位
未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入
する）とする。ただし、当該金額が第(5)号に定める下限取
得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
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現行定款 変更案

ロ． 本号イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)に掲げる場合のほか、株式の併
合、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、
取得価額（下限取得価額を含む）の調整を必要とする場
合は、取締役会が適当と判断する取得価額（下限取得価
額を含む）に変更される。

(ⅰ)　取得価額調整式に使用する１株当たり時価（本号
ハ.(ⅰ)に定義する。以下本号において同じ）を下回る
払込金額をもって普通株式を発行または自己株式で
ある普通株式を処分する場合（無償割当ての場合を
含む。）　（ただし、当銀行の普通株式の交付を請求
できる取得請求権付株式もしくは新株予約権（新株
予約権付社債に付されたものを含む。以下本号にお
いて同じ）、その他の証券（以下取得請求権付株式
等という）、または当銀行の普通株式の交付と引換え
に当銀行が取得することができる取得条項付株式も
しくは取得条項付新株予約権、その他の証券（以下
取得条項付株式等という）が取得または行使され、こ
れに対して普通株式が交付される場合を除く。）

調整後取得価額は、払込期日（払込期間が定められ
た場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ）（無
償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以降、ま
たは株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える
ためもしくは無償割当てのための基準日がある場合
はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)　株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に
分割により増加する普通株式数（基準日における当
銀行の自己株式である普通株式について増加する
普通株式数を除く。）が交付されたものとみなして取
得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日
以降、これを適用する。

(ⅲ)　取得価額調整式に使用する１株当たり時価を下回
る価額（本号ニ．に定義する意味を有する。以下本
(ⅲ)および本号ハ．(ⅳ)において同じ）をもって当銀
行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株
式等を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払
込期日（新株予約権の場合は割当日）　（無償割当て
の場合はその効力発生日）に、または株主に取得請
求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためも
しくは無償割当てのための基準日がある場合はその
日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条
件で取得または行使されて普通株式が交付されたも
のとみなして取得価額調整式を適用して算出し、そ
の払込期日（新株予約権の場合は割当日）　（無償割
当ての場合はその効力発生日）の翌日以降、または
その基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたも
のとみなされる日において価額が確定しておらず、後
日一定の日（以下価額決定日という）に価額が決定さ
れる取得請求権付株式等を発行した場合において、
決定された価額が取得価額調整式に使用する１株当
たり時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当
該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全
部が価額決定日に確定した条件で取得または行使さ
れて普通株式が交付されたものとみなして取得価額
調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以
降これを適用する。
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現行定款 変更案

ハ．

ニ．

ホ．

ヘ．

本号イ．(ⅲ)および本号ハ．(ⅳ)において「価額」とは、取
得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際
して払込みがなされた額（新株予約権の場合には、その
行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）
から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株
式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普
通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得ま
たは行使に際して交付される普通株式数で除した金額を
いう。

本号イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準
日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開
催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する
承認決議を停止条件としている場合には、本号イ．(ⅰ)な
いし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該
承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを
適用する。

取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整
前取得価額との差額が１円未満にとどまるときは、取得価
額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調
整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、
取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調
整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を
差し引いた額を使用する。

基準日がある場合はその日（本号イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)
に基づき当該基準日において交付されたものとみな
される普通株式数は含まない。）の、基準日がない場
合は調整日の１ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通
株式数（自己株式である普通株式数を除く）に当該
取得価額の調整の前に本号イ．およびロ．に基づき
「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未
だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。

とは、本号イ．(ⅰ)の場合には、当該払込金額（無償
割当ての場合は０円）　（金銭以外の財産による払込
の場合には適正な評価額）、本号イ．(ⅱ)の場合には
０円、本号イ．(ⅲ)の場合には価額とする。

(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」

(ⅳ)取得価額調整式に使用する「１株当たりの払込金額」

調整日の前日において有効な取得価額とする。

 (ⅰ)取得価額調整式に使用する「１株当たり時価」は、

(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価格」は、

調整後取得価額を適用する日（以下「調整日」という）
に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券
取引所における当行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）に相当する金額（円位未満小数第２位まで
算出し、その小数第２位を四捨五入する）とする。
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現行定款 変更案

（優先株式の一斉取得） （第一種優先株式の一斉取得）

かった優先株式は、同期間の末日の翌日(以下一斉取
得日という)をもって、優先株式1株の払込金相当額を一
斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東
京証券取引所における当銀行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となる。ただ
し、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、
その小数第2位を四捨五入する。この場合、当該平均値
が、優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める
金額を下回るときは、優先株式1株の払込金相当額を当
該金額で除して得られる数の普通株式となる。

２． 前項の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端
数が生じたときは、会社法に定める株式併合の場合に
準じてこれを取扱う。

２．

（第二種優先株式を対価とする取得請求権）

（新設）

(1) 取得を請求することができる期間

(2) 取得と引換えに交付すべき財産

第２章の３　第二種優先株式

（第二種優先期末配当金）

（新設）

２．

３．

平成22年3月1日から平成22年10月28日までとする。

当銀行は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優
先株式１株につき第二種優先株式１株を交付する。

ただし、当該事業年度において第12条の11に定める第二
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。

第12条の９　第一種優先株主は、第(1)号に定める取得を
請求することができる期間中、当銀行に対して、自己の有
する第一種優先株式を取得することを請求することができ
る。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、第一種
優先株主が取得の請求をした第一種優先株式を取得す
るのと引換えに、第(2)号に定める財産を当該第一種優先
株主に対して交付するものとする。

第12条の８  取得を請求し得べき期間中に取得請求のな 第12条の８　当銀行は、平成22年10月28日までに当銀行
に取得されていない第一種優先株式の全てを平成22年
10月29日（以下一斉取得日という）をもって取得する。この
場合、当銀行は、かかる第一種優先株式を取得するのと
引換えに、各第一種優先株主に対し、その有する第一種
優先株式数に第一種優先株式１株当たりの払込金額相
当額を乗じた額を一斉取得価額で除した数の普通株式を
交付するものとする。上記「一斉取得価額」は、一斉取得
日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取
引所における当銀行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）
に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小
数第２位を四捨五入する）とする。ただし、かかる計算の結
果、一斉取得価額が下限取得価額又は500円のいずれか
高い金額を下回る場合は、一斉取得価額は当該いずれ
か高い金額とする。

第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式
の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第
234条に従ってこれを取扱う。

第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対
しては、第二種優先期末配当金を超えて配当は行わな
い。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる
会社法第758条第８号ロもしくは同法第760条第７号ロに規
定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続
の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第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。

第12条の10　当銀行は、定款第44条に定める期末配当金を
支払うときは、当該期末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第二種優先株式を有する株
主（以下第二種優先株主という）または第二種優先株式の
登録株式質権者（以下第二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、第二種優先株式１株につき年60円の期末配当金（以
下第二種優先期末配当金という）を支払う。

ある事業年度において第二種優先株主または第二種優
先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第
二種優先期末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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（第二種優先中間配当金）

（新設）

（残余財産の分配）

（新設）

２．

（議決権）
（新設）

（株式の併合または分割、株式の割当てを受ける権利等）

（新設）

２．

（第二種優先株式の取得）

（新設）

（優先順位）
（新設）

（除斥期間） （除斥期間）

間配当金の支払についてこれを準用する。

（注）現行定款は、平成21年9月18日開催予定の臨時株主総会の第２号議案が承認可決されることを前提に記載しております。

権を有しない。ただし、第二種優先株主は、定時株主総
会に優先配当金の額全部（優先中間配当金を支払ったと
きは、その額を控除した額）の支払を受ける旨の議案が提
出されないときはその定時株主総会より、優先配当金の

第一種優先中間配当金、第二種優先期末配当金および
第二種優先中間配当金の支払についてこれを準用する。

第二種優先株主または第二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は行わない。

第12条の13　第二種優先株主は、株主総会において議決

額全部（優先中間配当金を支払ったときは、その額を控
除した額）の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に
おいて否決されたときはその定時株主総会終結の時より、
優先配当金の額全部（優先中間配当金を支払ったとき
は、その額を控除した額）の支払いを受ける旨の決議がな
される時までの間は、全ての事項について株主総会にお
いて議決権を行使することができる｡

かかる優先期末配当金、優先中間配当金および残余財
産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

第12条の15　当銀行は、平成27年10月29日以降、取締役
会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲
で、第二種優先株式の全部または一部を取得することが
できる。この場合、当銀行は、かかる第二種優先株式を取
得するのと引換えに、第二種優先株式１株につき3,000円
を交付するものとする。なお、第二種優先株式の一部を取
得するときは、按分比例の方法による。

第12条の９　第46条の規定は、優先配当金および優先中 第12条の23　第46条の規定は、第一種優先期末配当金、

第12条の14  当銀行は、法令に別段の定めがある場合を除
き、第二種優先株式について株式の併合または分割は行
わない。

当銀行は、第二種優先株主には、募集株式の割当てを受
ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を
与えない。

第12条の22　第一種優先株式および第二種優先株式に

第12条の12　当銀行は、残余財産を分配するときは、第二
種優先株主または第二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、第二種
優先株式１株につき3,000円を支払う。

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第二種優先株主または第二種優
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、第二種優先株式１株につき30円の中
間配当金（本定款において第二種優先中間配当金とい
う）を支払う。

第12条の11　当銀行は、第45条に定める中間配当を行う
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