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平成 21 年 10 月 19 日 

各      位 

会 社 名   株式会社エムケーキャピタルマネージメント 

代表者名   代 表 取 締 役 社 長  加 藤  一 郎 太 

（コード番号 2478  東証マザーズ） 

問合せ先   取締役 経営企画室 室長 日垣 秀庸 

（TEL．03 － 5464 － 0835 ） 

 

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、平成 21 年 11 月 26 日開催予定の第８回定時株主総会に、定

款の一部変更について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 

 

１．変更の理由 

（１）事業目的の整備等 

当社グループは、アセット・マネージメント事業に経営資源を集中し、①新規ファンドの設立による

受託資産の拡大、②デット・リストラクチャリング事業の取り組みによる受託資産の拡大、の２つを対

処すべき課題として積極的に取り組んでいくことにより、金融と不動産の融合を真に実現する、独自性

のある金融不動産キャピタルマネージメント会社（資本運用会社）となる所存であります（後記４参照）。 

それにあわせて、現行定款の目的について事業目的の整備を行い、あわせてその他の文言の修正およ

び追加等、所要の変更を行うものであります。 

 

（２）Ａ種優先株式およびＢ種優先株式に係る諸規定の変更および追加 

現在の経営環境は、リーマンショック後の急激な信用収縮の発生、不動産・建設関連企業の破たん続

出といった混乱状態であったのが、各国政府・金融当局の協調政策の実施、官民ファンドの設立、J-REIT

再編などにより 悪期を脱し、新たな秩序を模索する状況にあると考えております。このような中で当

社グループは、前期までにおいて、 悪期においても生き残るため、また 悪期を脱した後は選ばれる

アセット・マネージメント会社となるため、効率的な組織体制の整備、筋肉質なバランスシートの構築、

新規ファンド設立のための現金及び預金の確保を着実に実行してまいりました。このことにより、今後

の経営環境である、新たなアセット・マネージメント業界の秩序の再編の中で、積極的に行動すること

ができる数少ないプレイヤーの１社と考えております。 

このような背景の下、よりいっそう安定した経営基盤を構築し、積極的な事業活動を展開すべく、機

動的かつ柔軟な資本政策の実現を可能とすることを目的として、新たに種類の違う２種類の株式を発行

することができるよう、第６条（発行可能株式総数および発行可能種類株式総数）ならびに第２章の２

（優先株式）および第 21 条（種類株主総会）の規定を新設するものであります。 

なお、Ａ種優先株式およびＢ種優先株式の発行につきましては、その時期、方法および条件等を含め、

今後の市場の状況等を勘案して検討する予定ですが、それぞれの商品性のコンセプトは以下のとおりと

なっております。 
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＜Ａ種優先株式＞ 

Ａ種優先株式は原則として株主総会における議決権がなく、普通株式を対価とする取得請求権

が付与されない“社債型”の優先株式であり、「普通株式の希薄化を可能な限り回避する」との

考え方に沿ったものであります。 

ただし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。 

 

＜Ｂ種優先株式＞ 

Ｂ種優先株式は原則として株主総会における議決権はありませんが、普通株式を対価とする取

得請求権が付与された“転換型”の優先株式であります。当該普通株式を対価とする取得請求権

により、「優先配当金を一定程度抑制する効果が期待できる」との考え方に沿ったものでありま

す。 

ただし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。 

 

（３）決済合理化法の施行に伴う諸規定の変更 

「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、

株式振替制度に一斉移行（いわゆる株券の電子化）されたことに伴い、当社の定款上不要となりました

株券、実質株主および実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであり、併せて 

その他の文言の修正および追加等、所要の変更を行うものであります。 

 

（４）取締役の員数の増加 

将来における事業規模の拡大などに備え、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化・充実を図る

ため、取締役の員数を８名から 10 名に改めるものであります。 

 

（５）その他 

その他規定の整備等、文言の修正および追加等、所要の変更を行うものであります。 

 

 

２．変更の内容 

定款変更の内容は、別紙新旧対照表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予定日  平成 21 年 11 月 26 日 

定款変更の効力発生予定日       平成 21 年 11 月 26 日 

 

 

４．当社グループが対処すべき課題 

  ①新規ファンドの設立による受託資産の拡大 

不動産運用に精通し、かつ健全な、数少ないアセット・マネージメント会社として、積極的に

新規ファンドの設立を推進します。この課題を達成するための特命部門として、平成 21 年９月

１日において戦略投資開発室を立ち上げております。今後につきましては、戦略投資開発室を中

心として営業活動にまい進し、受託資産の拡大を図っていく所存であります。 

  ②デット・リストラクチャリング事業の取り組みによる受託資産の拡大 

現在の経営環境下では、不動産の売り手と買い手の価格ギャップが解消されていないことや、

シニア・レンダー、メザニン・レンダー及びエクイティ（不動産投資家）の利害調整を図ること
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ができていないため、不動産の流通、あるいはリファイナンスがスムーズに行われていない状況

となっております。そこで、当社グループ、または当社グループが組成するファンドにおいて、

デット・ポーションの一部を取得することを通じて、リファイナンスがスムーズに行われるよう

にし、さらには不動産の流通を促進する事業を立ち上げるよう営業活動にまい進していく所存で

あります。また、当社がアセット・マネージャーとして物件を受託することを想定しております

ので、受託資産の拡大に大きく寄与することになります。 

この事業は、当面の当社グループの収益機会実現を達成するとともに、今後の不動産運用及び

資金調達の秩序を再編する重要な事業となると考えております。すなわち、リスクとリターンの

アロケーションを、当社グループの不動産運用ノウハウを通じて管理することにより、適切なリ

スクとリターン関係をもつ不動産投資商品を、適切な投資家に提供することを通じて、不動産ア

セット・マネージメント事業の健全な発展に寄与し、かつ金融と不動産の融合を真に実現する事

業となるものと考えております。 

 

以上 
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（別紙） 
（下線は変更部分を示します） 

現 行 定 款 変  更  案 
第１章  総 則 

第１条    （条文省略） 
第１章  総 則 

第１条   （現行どおり） 
（目 的） 
第２条     （条文省略） 
１．不動産等の資産に対する投資計画の企画、 

立案及びその実施 
２．地盤、地質、耐震性等の建築物及び建築 

設備の調査 
３．不動産賃貸市場の調査 
 
４．（条文省略） 
５．不動産に関する鑑定評価業務 
６．不動産投資事業組合の企画、立案並びに 

投資 
７．不動産の売買、販売代理、仲介、賃貸仲介 

及びこれらのコンサルタント業務 
８．～１２． （条文省略） 
１３．債権の売買 
１４．～１５．（条文省略） 
１６．有価証券の売買、保有、運用及び投資 
１７．金融商品取引法で規定する第二種金融 

商品取引業、投資助言業及び投資運用業 
（新設） 

 
１８．    （条文省略） 
第３条    （条文省略） 
（機関） 
第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、

次の機関を置く。 
１．～４．  （条文省略） 
第５条    （条文省略） 

（目 的） 
第２条    （現行どおり） 
１．不動産等の資産に対する投資計画の企画、 

立案およびその実施 
２．地盤、地質、耐震性等の建築物および建築 

設備の調査 
３．不動産賃貸市場および不動産投資市場 

の調査 
４．（現行どおり） 
５．不動産に関する鑑定評価等業務 
６．不動産投資事業組合の企画、立案ならびに 

投資 
７．不動産の売買、販売代理、仲介、賃貸仲介 

およびこれらのコンサルタント業務 
８．～１２． （現行どおり） 
１３．債権の売買、保有、運用および投資 
１４．～１５．（現行どおり） 
１６．有価証券の売買、保有、運用および投資 
１７．金融商品取引法で規定する金融商品 

取引業 
１８．債権の管理、請求、回収に関する調査、 

指導およびコンサルティング業務 
１９．    （現行どおり） 
第３条    （現行どおり） 
（機関） 
第４条 当会社は、株主総会および取締役のほ

か、次の機関を置く。 
１．～４．  （現行どおり） 
第５条    （現行どおり） 

 
第２章  株 式 

（発行可能株式総数） 
 
第６条  当会社の発行可能株式総数は、

242,680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。

 
第２章  株 式 

（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、242,680
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   242,680株 
       Ａ種優先株式 121,340株 
       Ｂ種優先株式 121,340株 

（削除） 
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（株主名簿管理人） 
第８条    （条文省略） 
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

簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名

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、当会社にお

いてはこれを取扱わない。 
（株式取扱規程） 
第９条  当会社の株式に関する取扱い及び手

数料は、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程による。 
 
第10条      （条文省略） 

（株主名簿管理人） 
第７条   （現行どおり） 
２． 株主名簿管理人およびその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定める。 
３． 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の

作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿

およ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、当会社においてはこれを取扱

わない。 
 
（株式取扱規程） 
第８条 当会社の株主権行使の手続その他株式

に関する取扱いおよび手数料は、法令または本

定款のほか、取締役会において定める株式取扱

規程による。 
第９条 （現行どおり） 

 
 

（新設） 

 
第２章の２  優先株式 

（Ａ種優先株式） 
第10条  当会社の発行するＡ種優先株式の内

容は、次のとおりとする。 
（Ａ種優先配当金）   
１． 当会社は、期末配当を行うときは毎年８月

31日（以下「Ａ種優先期末配当基準日」という。）

の 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、Ａ種優先株式１株当

たりの払込金額相当額（ただし、Ａ種優先株式

につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の

併合またはこれに類する事由があった場合に

は、適切に調整される。）に、年率10％を上限と

して、Ａ種優先株式の発行に先立って取締役会

の決議によって定める配当年率を乗じて算出し

た額の金銭（以下「Ａ種優先配当金」という。）

の配当をする。また、当該Ａ種優先期末配当基

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第２項に

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。 
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 （Ａ種優先中間配当金） 
２． 当会社は、第54条に定める中間配当を行う

ときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式

質権者に対して、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

種優先配当金の額の２分の１に相当する額を上

限とする金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」と

いう。）を支払う。 
 （累積条項）   

３． 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剰余

金の配当の額が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、累積した不足額（以下「Ａ種優先累積未払

配当金」という。）を、当該翌事業年度以降、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。 
（非参加条項）   
４． 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

の配当を行わない。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会社が行う新設分割の中

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。 
（残余財産の分配）   
５． 当会社は、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、Ａ種優先株式１

株当たりの払込金額相当額およびＡ種優先累積

未払配当金の合計額を上限として、Ａ種優先株

式の発行に先立って取締役会の決議によって定

める条件をもって、金銭を支払う。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を行わない。 
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（議決権）   
６．Ａ種優先株主は、全ての事項につき株主総

会において議決権を行使することができない。

ただし、Ａ種優先株主は、定時株主総会の招集

通知が発送されるまでにＡ種優先配当金の額の

全部（Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質

権者に対して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）の支払を受ける旨

の取締役会の決議がなされないときはその定時

株主総会より、Ａ種優先配当金の額の全部（Ａ

種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対

して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）の支払を受ける旨の取締役

会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。 
（金銭を対価とする取得条項） 
７． 当会社は、Ａ種優先株式の発行に先立って

取締役会の決議によって定める事由が生じた場

合に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、Ａ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、

当会社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと

引換えに、Ａ種優先株式１株当たりの払込金額

相当額を踏まえて、Ａ種優先株式の発行に先立

って取締役会の決議で定める条件をもって、当

該Ａ種優先株主に対して、金銭を交付する。な

お、Ａ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。 
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（新設） 
 
 
 
 

（Ｂ種優先株式） 
第11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。 
（Ｂ種優先配当金） 
１． 当会社は、期末配当を行うときは毎年８月

31日（以下「Ｂ種優先期末配当基準日」という。）

の 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、Ｂ種優先株式

１株当たりの払込金額相当額（ただし、Ｂ種優

先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、

株式の併合またはこれに類する事由があった場

合には、適切に調整される。）に、年率10％を上

限として、Ｂ種優先株式の発行に先立って取締

役会の決議によって定める配当年率を乗じて算

出した額の金銭（以下「Ｂ種優先配当金」とい

う。）の配当をする。また、当該Ｂ種優先期末配

当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第２

項に定める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。 
（Ｂ種優先中間配当金） 
２． 当会社は、第54条に定める中間配当を行う

ときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式

質権者に対して、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、Ｂ

種優先配当金の額の２分の１に相当する額を上

限とする金銭（以下「Ｂ種優先中間配当金」と

いう。）を支払う。 
（累積条項） 
３． 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剰余

金の配当の額が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、累積した不足額（以下「Ｂ種優先累積未払

配当金」という。）を、当該翌事業年度以降、Ｂ

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、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。 
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（非参加条項） 
４． 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、Ｂ種優先配当金を超えて剰余金

の配当を行わない。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会社が行う新設分割の中

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。 
（残余財産の分配） 
５． 当会社は、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、Ｂ種優先株式１

株当たりの払込金額相当額およびＢ種優先累積

未払配当金の合計額を上限として、Ｂ種優先株

式の発行に先立って取締役会の決議によって定

める条件をもって、金銭を支払う。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を行わない。 
 （議決権） 

６．Ｂ種優先株主は、全ての事項につき株主総

会において議決権を行使することができない。

ただし、Ｂ種優先株主は、定時株主総会の招集

通知が発送されるまでにＢ種優先配当金の額の

全部（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）の支払を受ける旨

の取締役会の決議がなされないときはその定時

株主総会より、Ｂ種優先配当金の額の全部（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）の支払を受ける旨の取締役

会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。 
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 （普通株式を対価とする取得請求権） 
７．Ｂ種優先株主は、Ｂ種優先株式の発行に先

立って取締役会の決議によって定める期間中、

当会社に対し、自己の有するＢ種優先株式の取

得を請求することができるものとし、かかる取

得請求があった場合、当会社は、当該Ｂ種優先

株式を取得するのと引換えに、当該Ｂ種優先株

主が取得の請求をしたＢ種優先株式数に１株当

たりの払込金額相当額（ただし、Ｂ種優先株式

につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の

併合またはこれに類する事由があった場合に

は、適切に調整される。）を乗じた額を普通株式

１株当たりの取得価額（以下「取得価額」とい

う。）で除した数の普通株式を交付する。取得価

額は、当初、当会社の普通株式の時価を基準と

してＢ種優先株式の発行に先立って取締役会の

決議で定める方法により算出される額とし、当

該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。当会社は、

当該決議により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、取得価

額が下限として定める額を下回った場合、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。なお、Ｂ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。 
 （金銭を対価とする取得条項） 

８． 当会社は、Ｂ種優先株式の発行に先立って

取締役会の決議によって定める事由が生じた場

合に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、Ｂ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、

当会社は、かかるＢ種優先株式を取得するのと

引換えに、Ｂ種優先株式１株当たりの払込金額

相当額を踏まえて、Ｂ種優先株式の発行に先立

って取締役会の決議で定める条件をもって、当

該Ｂ種優先株主に対して、金銭を交付する。な

お、Ｂ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。 
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 （普通株式を対価とする取得条項） 
９． 当会社は、Ｂ種優先株式の発行に先立って

取締役会の決議によって定める日（以下「一斉

取得日」という。）に、Ｂ種優先株式（一斉取得

日の前日までに、第７項に従って普通株式を対

価とする取得請求権が行使されたＢ種優先株式

または第８項に定める金銭を対価とする取得条

項に基づく取得が行われたＢ種優先株式を除

く。）の全てを取得するのと引換えに、Ｂ種優先

株式１株当たりの払込金額相当額を踏まえて、

Ｂ種優先株式の発行に先立って取締役会の決議

で定める条件をもって、当該Ｂ種優先株主に対

して、当会社の普通株式を交付する。当該取締

役会では交付すべき普通株式数の上限の算定方

法を定めることができる。Ｂ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。 
（新設） 

 
（株式の分割または併合および株式無償割当

て） 
第12条 当会社は、株式の分割または併合を行う

ときは、普通株式、Ａ種優先株式およびＢ種優

先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

２． 当会社は、株式無償割当てを行うときは、

普通株式、Ａ種優先株式およびＢ種優先株式の

種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、

同時に同一の割合で行う。 
（新設） （優先配当金の除斥期間） 

第13条 第55条の規定は、Ａ種優先配当金およ

びＢ種優先配当金の支払についてこれを準用す

る。 
（新設） （優先順位） 

第14条 Ａ種優先配当金およびＢ種優先配当金

の支払順位、Ａ種優先未払配当金およびＢ種優

先未払配当金の支払順位ならびにＡ種優先株主

またはＡ種優先登録株式質権者およびＢ種優先

株主またはＢ種優先登録株式質権者に対する残

余財産の分配順位は、それぞれ同順位とする。 
（新設） （その他の事項） 

第15条 当会社は、第10条から第14条に定める

ほか、Ａ種優先株式およびＢ種優先株式に関す

る事項について、これをそれぞれの発行に先立

って取締役会の決議で定めることができる。 
 

第３章  株主総会 
第 11 条～第 12 条 （条文省略） 
（招集権者及び議長） 
第13条     （条文省略） 
 
 
 
 
 

 
第３章  株主総会 

第16条～第17条 （現行どおり） 
（招集権者および議長） 
第18条     （現行どおり） 
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（決議の方法） 
第14条    株主総会の決議は、法令又は本定款

に別段の定めある場合を除き、出席した議決権

を行使することができる株主（実質株主を含む。

以下同じ。）の議決権の過半数をもって行う。 
２．    （条文省略） 

（決議の方法） 
第19条    株主総会の決議は、法令または本定

款に別段の定めある場合を除き、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．    （現行どおり） 

（議決権の代理行使） 
第15条      （条文省略） 
２．株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を

証明する書面を当会社に提出しなければならな

い。 

（議決権の代理行使） 
第20条      （現行どおり） 
２．株主または代理人は、株主総会毎に代理権

を証明する書面を当会社に提出しなければなら

ない。 
（新設） （種類株主総会） 

第21条 第19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。 
２．第19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。 
３．第18条および第20条の規定は、種類株主総

会にこれを準用する。第16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これ

を準用する。 
（議事録） 
第 16 条  株主総会における議事の経過の要領

及びその結果並びにその他法令に定める事項に

ついては、これを議事録に記載又は記録する。

（議事録） 
第22条  株主総会における議事の経過の要領

およびその結果ならびにその他法令に定める事

項については、これを議事録に記載または記録

する。 
 

第４章 取締役及び取締役会 
（員  数） 
第 17 条  当会社の取締役は、８名以内とする。

第 18 条～第 19 条 （条文省略） 
（代表取締役及び役付取締役） 
第 20 条  （条文省略） 
（取締役会の招集権者及び議長） 
第 21 条    （条文省略） 

 
第４章 取締役および取締役会 

（員  数） 
第23条  当会社の取締役は、10名以内とする。

第24条～第25条 （現行どおり） 
（代表取締役および役付取締役） 
第26条  （現行どおり） 
（取締役会の招集権者および議長） 
第27条    （現行どおり） 

（取締役会の招集通知） 
第 22 条  取締役会の招集通知は、会日の 3 日

前までに各取締役及び各監査役に対して発する。

ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短

縮することができる。 
２. 取締役及び監査役の全員の同意があるとき

は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催する

ことができる。 
第 23 条    （条文省略） 
（取締役会の議事録） 
第 24 条  取締役会における議事の経過の要領

及びその結果並びにその他法令の定める事項に

ついては、これを議事録に記載又は記録し、出席

した取締役及び監査役がこれに記名押印し、又は

電子署名する。 
 
 

（取締役会の招集通知） 
第28条  取締役会の招集通知は、会日の3日前

までに各取締役および各監査役に対して発す

る。ただし、緊急の必要があるときは、この期

間を短縮することができる。 
２. 取締役および監査役の全員の同意があると

きは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催

することができる。 
第29条    （現行どおり） 
（取締役会の議事録） 
第30条  取締役会における議事の経過の要領

およびその結果ならびにその他法令の定める事

項については、これを議事録に記載または記録

し、出席した取締役および監査役がこれに記名

押印し、または電子署名する。 
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（取締役会規程） 
第 25 条  取締役会に関する事項は、法令又は

本定款のほか、取締役会において定める取締役会

規程による。 
第 26 条～第 27 条 （条文省略） 
（相談役及び顧問） 
第 28 条 取締役会の決議により相談役及び顧問

を置くことができる。 

（取締役会規程） 
第31条  取締役会に関する事項は、法令または

本定款のほか、取締役会において定める取締役

会規程による。 
第32条～第33条 （現行どおり） 
（相談役および顧問） 
第34条 取締役会の決議により相談役および顧

問を置くことができる。 
 

第５章 執行役員 
第 29 条   （条文省略） 
（執行役員の職務） 
第 30 条   （条文省略） 
２．取締役会及び取締役は、執行役員の職務の執

行を監督しなければならない。 
第 31 条 （条文省略） 

 
第５章 執行役員 

第35条   （現行どおり） 
（執行役員の職務） 
第36条   （現行どおり） 
２．取締役会および取締役は、執行役員の職務

の執行を監督しなければならない。 
第37条 （現行どおり） 

 
第６章  監査役及び監査役会 

第 32 条～第 37 条 （条文省略） 

 
第６章  監査役および監査役会 

第38条～第43条 （現行どおり） 
（監査役会の議事録） 
第 38 条 監査役会における議事の経過の要領及

びその結果並びにその他法令に定める事項につ

いては、これを議事録に記載又は記録し、出席し

た監査役がこれに記名押印し、又は電子署名す

る。 
（監査役会規程） 
第 39 条 監査役会に関する事項は、法令又は本

定款のほか、監査役会において定める監査役会規

程による。 
第 40 条   （条文省略） 

（監査役会の議事録） 
第44条 監査役会における議事の経過の要領お

よびその結果ならびにその他法令に定める事項

については、これを議事録に記載または記録し、

出席した監査役がこれに記名押印し、または電

子署名する。 
（監査役会規程） 
第45条 監査役会に関する事項は、法令または

本定款のほか、監査役会において定める監査役

会規程による。 
第46条   （現行どおり） 

（監査役の責任免除） 
第 41 条   （条文省略） 
２．当社は、社外監査役との間で、当該社外監査

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、金 200 万円以上で

あらかじめ定める金額又は法令が定める額のい

ずれか高い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。 

（監査役の責任免除） 
第47条   （現行どおり） 
２．当会社は、社外監査役との間で、当該社外

監査役の会社法第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、金200万円以

上であらかじめ定める金額または法令が定める

額のいずれか高い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７章 会計監査人 
第 42 条～第 43 条  （条文省略） 

 
第７章 会計監査人 

第48条～第49条  （現行どおり） 
（会計監査人の責任限定） 
第 44 条 当会社は会計監査人との間で、当該会

計監査人の会社法第 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、金 200 万円

以上であらかじめ定める金額又は法令が定める

額のいずれか高い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。 

（会計監査人の責任限定） 
第50条 当会社は会計監査人との間で、当該会

計監査人の会社法第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、金200万円

以上であらかじめ定める金額または法令が定め

る額のいずれか高い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。 
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第８章  計 算 

第 45 条   （条文省略） 
（剰余金の配当等の決定機関） 
第 46条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459
条第 1 項各号に定める事項については、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

り定める。 
第 47 条～第 49 条 （条文省略） 

 
第８章  計 算 

第51条   （現行どおり） 
（剰余金の配当等の決定機関） 
第52条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459
条第1項各号に定める事項については、法令に別

段の定めがある場合を除き、株主総会の決議に

よらず取締役会の決議により定める。 
第53条～第55条 （現行どおり） 

 
 

（新設） 

 
附 則 

（株券喪失登録簿） 
当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きそ

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、当会社では取扱わな

い。本附則は、平成22年1月5日まで有効とし、

同年1月6日をもって本附則を削るものとする。

 
 
 

 
 

以上 


