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平成22年5月6日 
 
各 位 
 
 
 
 
  
    
 

 定款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、「定款一部変更の件」を平成22年6月22日開催予

定の第86回定時株主総会に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）発行済Ａ種優先株式全株および発行済Ｂ種優先株式全株を平成21年12月25日に消却した

ことにより、当該優先株式に関連する規定を変更または削除するものであります。 

 
（２）規定の削除に伴い条数を繰り上げるものであります。 
 
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 

 第86回定時株主総会開催日（予定）      平成22年6月22日（火） 

定款変更の効力発生日 (予定)              平成22年6月22日（火） 

 
 
 
 
 
 
 
 

以  上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 社 名 三洋電機株式会社 

代 表 者 代表取締役社長  佐野  精一郎 

(ｺｰﾄﾞ番号6764 東証第一部・大証第一部) 

問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 広報部 

(TEL. 06-6994-3546) 
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別 紙 
定款変更〔案〕 

 (下線は変更部分を示します｡)  
現 行 定 款 変 更 案 

第６条（発行可能株式総数等） 

当会社の発行可能株式総数は、７，４８９，０００，０００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   ７，０６０，３００，０００株 

Ａ種優先株式   １８２，６００，０００株 

Ｂ種優先株式   ２４６，１００，０００株 

2.当会社の普通株式の単元株式数は、１,０００株とし、Ａ種優先株式

およびＢ種優先株式の各単元株式数は、１００株とする。 

第６条（発行可能株式総数等） 

当会社の発行可能株式総数は、７，

４８９，０００，０００株とする。 

 

 

 

2.当会社の単元株式数は、１,０００

株とする。 

第２章の２ 優 先 株 式 
第11条の2（期末配当） 

当会社は、第４１条に定める剰余金の配当をするときは、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。)に対して、以下に定め

る金額を、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。)お

よび他の種類の優先株式の優先株主または優先登録株式質権者と同

順位にてする。 

Ａ種優先株式 Ａ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当

金に、その時点におけるＡ種優先株式転換比率（第１

１条の６第１項において定められる。）を乗じて得ら

れる額。 

Ｂ種優先株式 Ｂ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当

金に、その時点におけるＢ種優先株式転換比率（第１

１条の６第２項において定められる。）を乗じて得ら

れる額。 

＜削除＞ 

第11条の3（中間配当） 

当会社は、第４２条に定める剰余金の配当をするときは、優先株主

または優先登録株式質権者に対して、以下に定める金額を、普通株

主または普通登録株式質権者および他の種類の優先株式の優先株主

または優先登録株式質権者と同順位にてする。 

Ａ種優先株式 Ａ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの中間

配当金に、その時点におけるＡ種優先株式転換比率を

乗じて得られる額。 

Ｂ種優先株式 Ｂ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの中間

配当金に、その時点におけるＢ種優先株式転換比率を

乗じて得られる額。 

＜削除＞ 

第11条の4（残余財産の分配） 

当会社は、残余財産の分配をする場合には、優先株主または優先登

録株式質権者に対して、優先株式１株につきそれぞれ以下に定める

金額を、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、他の種類の

優先株式の優先株主または優先登録株式質権者と同順位にて分配す

る。 

Ａ種優先株式 １株につき７００円（以下「Ａ種優先残余財産分配額」

という。） 

Ｂ種優先株式 １株につき７００円（以下「Ｂ種優先残余財産分配額」

という。） 

2.当会社は、前項に基づく残余財産の分配後、さらに残余する財産が

あるときは、優先株主または優先登録株式質権者に対して、以下に

＜削除＞ 
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定める金額を、普通株主または普通登録株式質権者および他の種類

の優先株主または優先登録株式質権者と同順位にて分配する。 

Ａ種優先株式 Ａ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの残余

財産分配額に、その時点におけるＡ種優先株式転換比

率を乗じて得られる額。 

Ｂ種優先株式 Ｂ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの残余

財産分配額に、その時点におけるＢ種優先株式転換比

率を乗じて得られる額。 

第11条の5（議決権） 

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。 

2.Ｂ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。 

＜削除＞ 

 

第11条の6（転換請求権） 

Ａ種優先株主は、当会社に対し、平成１９年３月１４日以降、平成

３８年３月１３日までの間(以下｢Ａ種優先株式転換請求権行使期

間｣という。)、当該Ａ種優先株主が有するＡ種優先株式を取得し、

これと引換えに、Ａ種優先株式１株につき１０株の割合(以下｢Ａ種

優先株式転換比率｣という。ただし、以下に従い比率が変更された場

合には、当該変更後の比率を｢Ａ種優先株式転換比率｣という。)で普

通株式を交付すること（当会社が取得請求権付株式を取得し、これ

と引換えに普通株式を交付することを、以下「転換」という。）を請

求することができる。 

Ａ種優先株式転換比率は、合併、株式交換、株式移転、または会社分

割その他当会社の普通株式の発行済株式の総数が変更する事由が生

じる場合で、Ａ種優先株主の権利・利益に鑑みての実質的公平の観点

から当該転換比率の調整が必要とされる場合には、取締役会が適切と

判断する転換比率に変更される。 

なお、かかる変更後のＡ種優先株式の転換比率によるＡ種優先株式の

転換により交付すべき普通株式の数の算出に当たって１株に満たな

い端数があるときは、会社法第１６７条第３項の規定に従いこれを取

り扱う。 

2.Ｂ種優先株主は、当会社に対し、払込期日の翌日以降、平成３８年３

月１３日までの間(以下｢Ｂ種優先株式転換請求権行使期間｣とい

う。)、Ｂ種優先株式１株につき１０株の割合(以下｢Ｂ種優先株式転

換比率｣という。ただし、以下に従い比率が変更された場合には、当

該変更後の比率を｢Ｂ種優先株式転換比率｣という。)で転換を請求す

ることができる。 

Ｂ種優先株式転換比率は、合併、株式交換、株式移転、または会社分

割その他当会社の普通株式の発行済株式の総数が変更する事由が生

じる場合で、Ｂ種優先株主の権利・利益に鑑みての実質的公平の観点

から当該転換比率の調整が必要とされる場合には、取締役会が適切と

判断する転換比率に変更される。 

なお、かかる変更後のＢ種優先株式の転換比率によるＢ種優先株式の

転換により交付すべき普通株式の数の算出に当たって1株に満たない

端数があるときは、会社法第１６７条第３項の規定に従いこれを取り

扱う。 

＜削除＞ 

第11条の７（強制転換） 

当会社は、取締役会の決定により、Ａ種優先株式転換請求権行使期間

中に転換の請求のなかったＡ種優先株式について、平成３８年３月１

４日を経過した場合には、取締役会が定める当該日を経過した後の日

をもって当該転換の請求のなかったＡ種優先株式の全てを取得し、こ

＜削除＞ 
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れと引換えに、Ａ種優先株式１株につき、その時点におけるＡ種優先

株式転換比率で普通株式を交付することができる。 

2.当会社は、取締役会の決定により、Ｂ種優先株式転換請求権行使期間

中に転換の請求のなかったＢ種優先株式について、平成３８年３月１

４日を経過した場合には、取締役会が定める当該日を経過した後の日

をもって当該転換の請求のなかったＢ種優先株式の全てを取得し、こ

れと引換えに、Ｂ種優先株式１株につき、その時点におけるＢ種優先

株式転換比率で普通株式を交付することができる。 

第11条の8（株式の分割または併合、募集株式等の割当て等） 

当会社は、株式の分割または併合をするときは、普通株式、Ａ種優先

株式およびＢ種優先株式ごとに、同時に同一の割合でこれをする。当

会社は、株主に募集株式もしくは募集新株予約権（新株予約権付社債

を含む。以下同じ。）の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の

場合に応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新

株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式ま

たはＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、

Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式またはＢ種優先株式を目的とする新

株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合でＡ種

優先株主およびＢ種優先株主それぞれの権利・利益に鑑みての実質的

に公平な割当価額、行使価額その他の条件により与える。当会社は、

株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てをするときは、各々の場

合に応じて、普通株主には普通株式の株式無償割当てまたは普通株式

を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、Ａ種優先株主に

はＡ種優先株式の株式無償割当てまたはＡ種優先株式を目的とする

新株予約権の新株予約権無償割当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株

式の株式無償割当てまたはＢ種優先株式を目的とする新株予約権の

新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。 

2.株式の分割がなされたときは、Ａ種優先残余財産分配額は、以下の算

式により計算される残余財産分配額に調整される。 
 

調整後       調整前       分割前Ａ種優先株式数 
Ａ種優先    ＝ Ａ種優先    ×

                                      

残余財産分配額   残余財産分配額   分割後Ａ種優先株式数 
 

3.株式の併合がなされたときは、Ａ種優先残余財産分配額は、以下の算

式により計算される残余財産分配額に調整される。 
調整後       調整前       併合前Ａ種優先株式数 
Ａ種優先    ＝ Ａ種優先    × 

                                        

残余財産分配額   残余財産分配額   併合後Ａ種優先株式数 
 

4.株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えた株式の交付または株

式無償割当てがなされたときは、Ａ種優先残余財産分配額は、以下の

算式により計算される残余財産分配額に調整される。なお、以下の式

で用いる当初のＡ種優先株式の１株当たりの発行価額または調整前

のＡ種優先株式の１株当たりの払込価額は、Ａ種優先株式の分割、併

合またはこれに類する事由があった場合には、合理的な調整を行うも

のとする。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

＜削除＞ 

当初の A 種優先株
式の 1 株当たりの
発行価額 

当初の A 種優先 
株式の 1 株当た
りの発行価額 

× 株式交付前
のA種優先
株式数 

新たに交付
された A 種
優先株式数 

新たに交付され
た A 種優先株式
の 1 株当たりの
払込価額 

× ＋ 

調整後A種優先
残余財産分配額 ＝ 調整前 A 種優先 

残余財産分配額 × 

株式交付後の 
A 種優先株式数 × 



 5 

 
 
 

以上 

ただし、二回目以降に関しては、上記算式中の｢当初のＡ種優先株式

の１株当たりの発行価額｣は、以下の算式により計算される｢調整後の

Ａ種優先株式の１株当たりの払込価額｣に読み替えられるものとす

る。 

 

 

 

 

 
 

5.株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えた新株予約権の

交付または新株予約権無償割当てがなされたときは、Ａ種優先残余財

産分配額は、第４項に定めるところに準じて適切に調整される。 

6.第２項乃至第５項の計算においては、円位未満小数第３位まで算出

し、その小数第３位を四捨五入する。 

7.株式の分割もしくは併合、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与

えた株式の交付もしくは株式無償割当て、または、株主に募集新株予

約権の割当てを受ける権利を与えた募集新株予約権の交付もしくは

新株予約権無償割当てがなされたときの、Ｂ種優先残余財産分配額の

調整については、第２項乃至第６項の規定を、それぞれ｢A種優先株

式｣を｢Ｂ種優先株式｣、｢A種優先残余財産分配額｣を｢Ｂ種優先残余財

産分配額｣と読み替えて適用する。 

第18条（種類株主総会） 

第１４条、第１５条、第１６条第１項および前条の規定は、種類株主

総会についてこれを準用する。 

2.第１３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。 

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。 

＜削除＞ 

 

第19条～第43条  ＜条文省略＞ 第18条～第42条  ＜現行どおり＞ 

前回の株式交付後のＡ種優先株式数 

調整後A種優先株式の 
1株当たりの払込価額 

＝ 

× ×＋
調整前A種優先株式の 
1株当たりの払込価額 

前回の株式交付前 
のＡ種優先株式数 

前回の新たに交付された
Ａ種優先株式の１株当た
りの払込価額 

前回の新たに 
交付された 
Ａ種優先株式数 


