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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 

当社は、平成 22 年５月 26 日開催の取締役会において、平成 22 年６月 25 日開催予定の第 42 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. 定款変更の目的 

 

（１）変更点１－事業持株会社体制への移行に伴う変更 

①  当社及び当社グループは、経営資源を情報サービスに集中し、「ＢＰＯ事業」、「ＩＴマネ

ジメント事業」及び「システム開発事業」を３つの事業の柱と位置づけ、サービス・イン

テグレーションとサービス・イノベーションを両輪としたグループの新たな成長を目指し

ております。 

当社グループの競争力強化のためには、３つの事業のより一層の連携が必要であるという

認識のもと、本年 10 月１日を目処として、それぞれの事業の一体化を実現するグループ体

制に移行することを予定しております。 

  具体的には、当社と当社の完全子会社である株式会社ＣＳＫサービスウェア、株式会社Ｃ

ＳＫ－ＩＴマネジメント及び株式会社ＣＳＫシステムズとの合併を行い、グループ経営体制

及び事業推進体制を「純粋持株会社体制」から「事業持株会社体制」へ移行することを予定

しております。 

本件体制変更は、お客様に必要とされる最適なサービスを提供し続けるためのグループ体

制の構築と価格競争力の強化を図り、持続的な成長・発展を実現することを目的とするもの

であります。 

  つきましては、事業持株会社体制への移行にあたり、商号を「株式会社ＣＳＫ」に変更す

るとともに、事業目的を事業持株会社体制に合わせた内容へ変更するものであります。 

②  その他、当社事業の現状に則し、当社の子会社の主要な事業目的を追加するために、現行

定款第２条を変更するものであります。 

 
（２）変更点２－授権資本枠拡大に伴う変更 

以下の①～④の各権利が行使されることにより、当社の発行済株式総数及び発行済普通

株式総数が増加する可能性があることを考慮して、現行定款第６条の発行可能株式総数及

び普通株式の発行可能種類株式総数を予め増加させるものであります。 

① 平成 21 年９月 30 日付で発行いたしましたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｅ種優先株式

及びＦ種優先株式につき、各優先株主が有する普通株式を対価とする取得請求権 

② 平成 21 年９月 30 日付で発行いたしました第６回新株予約権及び第７回新株予約権 
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③ 平成 15年９月４日付で発行いたしました2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権

付社債に付された新株予約権 

④ 平成 18年７月27日付で発行いたしました第７回無担保転換社債型新株予約権付社債に

付された新株予約権 

 
（３）変更点３－優先株式の消却に伴う変更 

平成 21 年９月 30 日付で合同会社ＡＣＡインベストメンツに割り当てたＣ種優先株式及

びＤ種優先株式の全てについて、平成 22 年３月 17 日付で、合同会社ＡＣＡインベストメ

ンツが普通株式を対価とする取得請求権を行使いたしました。 

また、当該取得請求権の行使により当社が合同会社ＡＣＡインベストメンツより取得し

た自己株式（Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式）の全てにつきましては、当社において、会

社法第 178 条の規定に基づき、平成 22 年３月 17 日付で消却いたしました。 

以上の経緯から、現行定款のＣ種優先株式及びＤ種優先株式に関する第６条の４及び別

紙Ｃ「Ｃ種優先株式の内容」並びに第６条の５及び別紙Ｄ「Ｄ種優先株式の内容」を削除

するとともに、関連する条文の整備等の所要の修正を加えることをあわせてお願いするも

のであります。 

 
 

２. 定款変更の内容 

 

（１）上記１.（１）の変更点１にかかる変更案につきましては、【別紙１】をご参照ください。 

（２）上記１.（２）の変更点２にかかる変更案につきましては、【別紙２】をご参照ください。 

（３）上記１.（３）の変更点３にかかる変更案につきましては、【別紙３】をご参照ください。 

 
 

３. 日程 
 

定款変更のための株主総会開催予定日      平成 22 年６月 25 日（金） 

 

定款変更の効力発生日 

（１）上記１.（１）の変更点１にかかる変更  平成 22 年 10 月１日（金） 

（２）上記１.（２）の変更点２にかかる変更  平成 22 年６月 25 日（金） 

（３）上記１.（３）の変更点３にかかる変更  平成 22 年６月 25 日（金） 

 
以 上 
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【別紙１】 
（下線＿部分は変更箇所） 

現 行 定 款 変  更  案 
(商 号) 
第１条 当会社は、株式会社ＣＳＫホールディ

ングスと称する。 
２ 当会社の英文社名はＣＳＫ ＨＯＬ

ＤＩＮＧＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯ

Ｎと称する｡ 
(目 的) 
第２条 当会社は、次の事業を営む会社及びこ

れに相当する業務を行う外国会社の株

式または持分を取得・所有することに

より、当該会社の事業活動を支配・管

理することを目的とする。 
    (1) 

     （省略）    
(25) 
(26)損害保険代理業務 

 
 

(27)    
（省略）      

(46) 
（新設） 
（新設） 
（新設） 

 
（新設） 

(47) 前各号に附帯関連する一切の業務 
 

 
２ 当会社は、前項第46号を除く前項各号

及びそれに附帯関連する一切の業務

を営むことができる。

 

(商 号) 
第１条 当会社は、株式会社ＣＳＫと称する。

 
２ 当会社の英文社名はＣＳＫ ＣＯＲ

ＰＯＲＡＴＩＯＮと称する｡ 
 

(目 的) 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。     
 
 
 

(1) 
         （現行どおり） 
    (25) 

(26) 損害保険代理業務及び生命保険

契約締結の代理並びに生命保険の

募集に関する業務

(27) 
     （現行どおり） 

(46) 
(47) コールセンター業務 
(48) 倉庫業 

(49) 貨物自動車運送事業及び貨物利

用運送事業 
(50) 酒類販売及びその仲介業務 
(51) 前各号に附帯関連する一切の業務 

 
 

２ 当会社は、前項の事業を営む会社及び

これに相当する業務を行う外国会社

の株式または持分を取得・所有するこ

とにより、当該会社の事業活動を支

配・管理する。

（中略） 

 

～

 

～

 

～

 

～

（中略） 
（新設） 附 則 

第１条 第１条及び第２条は、２０１０年１０

月１日をもって効力を生ずるものとする。

第２条 前条及び本条は、前条の効力発生日を

もって削除するものとする。
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【別紙２】 
（下線＿部分は変更箇所） 

現 行 定 款 変  更  案 
(前略) 

 
(前略) 

 
(発行可能株式総数) 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、29,800

万株とし、当会社の発行可能種類株式

総数は、それぞれ次のとおりとする｡

普通株式29,800万株

(発行可能株式総数) 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、49,837

万6,800株とし、当会社の発行可能種類

株式総数は、それぞれ次のとおりとす

る｡ 
普通株式49,837万6,800株

（以下略） （以下略） 
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【別紙３】 
（下線＿部分は変更箇所） 

現 行 定 款 変  更  案 
(前略) 

 
(前略) 

 
(発行可能株式総数) (発行可能株式総数) 

第６条 当会社の発行可能株式数は、 
（中略） 
Ａ種優先株式15,000株 

第６条 当会社の発行可能株式数は、 
（中略） 

Ａ種優先株式15,000株 
Ｂ種優先株式15,000株 Ｂ種優先株式15,000株 

（削除） 
（削除） 

Ｃ種優先株式227,273株 
Ｄ種優先株式2,273株 
Ｅ種優先株式5,000株 Ｅ種優先株式5,000株 

Ｆ種優先株式5,000株 Ｆ種優先株式5,000株 
（中略） （中略） 

(Ｃ種優先株式) 
第６条の４ Ｃ種優先株式の内容は、別紙Ｃの

とおりとする｡

（削除） 

(Ｄ種優先株式) 
第６条の５ Ｄ種優先株式の内容は、別紙Ｄの

とおりとする｡

（削除） 

（中略） （中略） 

(単元株式数) 
第８条 当会社の普通株式の単元株式数は100

株とし、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、
Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優
先株式及びＦ種優先株式の単元株式数
はそれぞれ１株とする｡ 

(単元株式数) 
第８条 当会社の普通株式の単元株式数は100

株とし、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、
Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の単元
株式数はそれぞれ１株とする｡ 

（以下略） （以下略） 

別紙Ａ「Ａ種優先株式の内容」 別紙Ａ「Ａ種優先株式の内容」 

（中略） （中略） 
４．優先順位 

(1) Ａ種優先株式の剰余金の配当の支払順位
は、Ｂ種優先株式と同順位とし、Ｃ種優
先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及
びＦ種優先株式に優先する。 

４．優先順位 
(1) Ａ種優先株式の剰余金の配当の支払順位

は、Ｂ種優先株式と同順位とし、Ｅ種優
先株式及びＦ種優先株式に優先する。 

(2) Ａ種優先株式の残余財産の分配順位は、

Ｂ種優先株式と同順位とし、Ｅ種優先株

式及びＦ種優先株式に劣後する。 
(2) Ａ種優先株式の残余財産の分配順位は、

Ｂ種優先株式と同順位とし、Ｃ種優先株
式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ
種優先株式に劣後する。 

（中略） （中略） 
７．金銭を対価とする取得請求権 

(1)（省略）  
(2) 取得価額 

（中略） 
｢取得上限額」は、金銭対価取得請求が
なされた事業年度の直前の事業年度末
日（以下「分配可能額計算日」という｡）

７．金銭を対価とする取得請求権 
(1)（省略）  
(2) 取得価額 

（中略） 
｢取得上限額」は、金銭対価取得請求が
なされた事業年度の直前の事業年度末
日（以下「分配可能額計算日」という｡）
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における分配可能額（会社法第461条第
２項に定めるものをいう。以下同じ｡）
を基準とし、当該分配可能額が150億円
を超えている場合において、当該分配可
能額より150億円を控除した金額から、
分配可能額計算日の翌日以降当該金銭
対価取得請求日（同日を含まない｡）ま
での間において、(1)当会社株式に対して
なされた剰余金の配当、並びに(2)本７項
若しくは第８項又はＢ種優先株式、Ｅ種
優先株式若しくはＦ種優先株式の発行
要項に基づいて金銭を対価として取得
された、若しくは取得することを当会社
取締役会において決議されたＡ種優先
株式、Ｂ種優先株式、Ｅ種優先株式及び
Ｆ種優先株式の取得価額の合計を減じ
た額とする。ただし、取得上限額がマイ
ナスの場合は０円とする。 

における分配可能額（会社法第461条第
２項に定めるものをいう。以下同じ｡）
を基準とし、当該分配可能額が150億円
を超えている場合において、当該分配可
能額より150億円を控除した金額から、
分配可能額計算日の翌日以降当該金銭
対価取得請求日（同日を含まない｡）ま
での間において、(1)当会社株式に対して
なされた剰余金の配当、並びに(2)本７項
若しくは第８項又はＢ種優先株式、Ｃ種
優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式
若しくはＦ種優先株式の発行要項に基
づいて金銭を対価として取得された、若
しくは取得することを当会社取締役会
において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種
優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、
Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の取得
価額の合計を減じた額とする。ただし、
取得上限額がマイナスの場合は０円と
する。 

(3) 金銭対価取得請求の競合 
本７項に基づくＡ種優先株式の取得並
びにこれと同一の日において取得され
るべきＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ
種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株
式及びＦ種優先株式の取得に必要な金
額の合計が、当該日における取得上限額
を超える場合、当会社が取得すべき株式
は、取得と引換えに金銭を交付すること
となる各種優先株式の取得に必要な金
額に応じた比例按分の方法又はその他
当会社の取締役会が定める合理的な方
法によって取得がなされるものとする。

 
 
(3) 金銭対価取得請求の競合 

本７項に基づくＡ種優先株式の取得並

びにこれと同一の日において取得され

るべきＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、

Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の取得

に必要な金額の合計が、当該日におけ

る取得上限額を超える場合、当会社が

取得すべき株式は、取得と引換えに金

銭を交付することとなる各種優先株式

の取得に必要な金額に応じた比例按分

の方法又はその他当会社の取締役会が

定める合理的な方法によって取得がな

されるものとする。 
（中略） （中略） 

９．普通株式を対価とする取得請求権 
(1)（省略） 
(2)（省略） 
(3)（省略） 
(4) 株式対価取得請求の競合 

本９項に基づくＡ種優先株式の株式
対価取得請求日にＡ種優先株式の取
得の対価として交付されるべき普通
株式数、並びにこれと同一の日におい
て取得されるべきＡ種優先株式、Ｂ種
優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株
式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の
取得の対価として交付されるべき普
通株式数の合計数が剰余授権株式数
を上回る場合には、取得と引換えに当
会社の発行が予定されている普通株
式の株数に応じた比例按分の方法又
はその他当会社の取締役会が定める
合理的な方法によって取得を行うも
のとする。 

９．普通株式を対価とする取得請求権 
(1)（省略） 
(2)（省略） 
(3)（省略） 
(4) 株式対価取得請求の競合 

本９項に基づくＡ種優先株式の株式

対価取得請求日にＡ種優先株式の取

得の対価として交付されるべき普通

株式数、並びにこれと同一の日におい

て取得されるべきＡ種優先株式、Ｂ種

優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付される

べき普通株式数の合計数が剰余授権

株式数を上回る場合には、取得と引換

えに当会社の発行が予定されている

普通株式の株数に応じた比例按分の

方法又はその他当会社の取締役会が

定める合理的な方法によって取得を

行うものとする。 
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（以下略） （以下略） 

別紙Ｂ「Ｂ種優先株式の内容」 別紙Ｂ「Ｂ種優先株式の内容」 
（中略） （中略） 

４．優先順位 
(1) Ｂ種優先株式の剰余金の配当の支払順位

は、Ａ種優先株式と同順位とし、Ｃ種優
先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及
びＦ種優先株式に優先する。 

４．優先順位 
(1) Ｂ種優先株式の剰余金の配当の支払順位

は、Ａ種優先株式と同順位とし、Ｅ種優
先株式及びＦ種優先株式に優先する。 

(2) Ｂ種優先株式の残余財産の分配順位は、

Ａ種優先株式と同順位とし、Ｅ種優先株

式及びＦ種優先株式に劣後する。 
(2) Ｂ種優先株式の残余財産の分配順位は、

Ａ種優先株式と同順位とし、Ｃ種優先株
式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ
種優先株式に劣後する。 

（中略） （中略） 
７．金銭を対価とする取得請求権 

(1)（省略）  
(2) 取得価額 

（中略） 
｢取得上限額」は、金銭対価取得請求が
なされた事業年度の直前の事業年度末
日（以下「分配可能額計算日」という｡）
における分配可能額（会社法第461条第
２項に定めるものをいう。以下同じ｡）
を基準とし、当該分配可能額が150億円
を超えている場合において、当該分配可
能額より150億円を控除した金額から、
分配可能額計算日の翌日以降当該金銭
対価取得請求日（同日を含まない｡）ま
での間において、(1)当会社株式に対して
なされた剰余金の配当、並びに(2)本７項
若しくは第８項又はＡ種優先株式、Ｃ種
優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式
若しくはＦ種優先株式の発行要項に基
づいて金銭を対価として取得された、若
しくは取得することを当会社取締役会
において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種
優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、
Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の取得
価額の合計を減じた額とする。ただし、
取得上限額がマイナスの場合は０円と
する。 

 (3) 金銭対価取得請求の競合 
本７項に基づくＢ種優先株式の取得並
びにこれと同一の日において取得され
るべきＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ
種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株
式及びＦ種優先株式の取得に必要な金
額の合計が、当該日における取得上限額
を超える場合、当会社が取得すべき株式
は、取得と引換えに金銭を交付すること
となる各種優先株式の取得に必要な金
額に応じた比例按分の方法又はその他
当会社の取締役会が定める合理的な方
法によって取得がなされるものとする。

７．金銭を対価とする取得請求権 
(1)（省略）  
(2) 取得価額 

（中略） 
｢取得上限額」は、金銭対価取得請求が
なされた事業年度の直前の事業年度末
日（以下「分配可能額計算日」という｡）
における分配可能額（会社法第461条第
２項に定めるものをいう。以下同じ｡）
を基準とし、当該分配可能額が150億円
を超えている場合において、当該分配可
能額より150億円を控除した金額から、
分配可能額計算日の翌日以降当該金銭
対価取得請求日（同日を含まない｡）ま
での間において、(1)当会社株式に対して
なされた剰余金の配当、並びに(2)本７項
若しくは第８項又はＡ種優先株式、Ｅ種
優先株式若しくはＦ種優先株式の発行
要項に基づいて金銭を対価として取得
された、若しくは取得することを当会社
取締役会において決議されたＡ種優先
株式、Ｂ種優先株式、Ｅ種優先株式及び
Ｆ種優先株式の取得価額の合計を減じ
た額とする。ただし、取得上限額がマイ
ナスの場合は０円とする。 

 
 
(3) 金銭対価取得請求の競合 

本７項に基づくＢ種優先株式の取得並

びにこれと同一の日において取得され

るべきＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、

Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の取得

に必要な金額の合計が、当該日におけ

る取得上限額を超える場合、当会社が

取得すべき株式は、取得と引換えに金

銭を交付することとなる各種優先株式

の取得に必要な金額に応じた比例按分

の方法又はその他当会社の取締役会が

定める合理的な方法によって取得がな

されるものとする。 
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（中略） （中略） 
９．普通株式を対価とする取得請求権 ９．普通株式を対価とする取得請求権 

(1)（省略） 
(2)（省略） 

(1)（省略） 
(2)（省略） 

(3)（省略） (3)（省略） 
(4) 株式対価取得請求の競合 

本９項に基づくＢ種優先株式の株式
対価取得請求日にＢ種優先株式の取
得の対価として交付されるべき普通
株式数、並びにこれと同一の日におい
て取得されるべきＡ種優先株式、Ｂ種
優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株
式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の
取得の対価として交付されるべき普
通株式数の合計数が剰余授権株式数
を上回る場合には、取得と引換えに当
会社の発行が予定されている普通株
式の株数に応じた比例按分の方法又
はその他当会社の取締役会が定める
合理的な方法によって取得を行うも
のとする。 

(4) 株式対価取得請求の競合 
本９項に基づくＢ種優先株式の株式

対価取得請求日にＢ種優先株式の取

得の対価として交付されるべき普通

株式数、並びにこれと同一の日におい

て取得されるべきＡ種優先株式、Ｂ種

優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付される

べき普通株式数の合計数が剰余授権

株式数を上回る場合には、取得と引換

えに当会社の発行が予定されている

普通株式の株数に応じた比例按分の

方法又はその他当会社の取締役会が

定める合理的な方法によって取得を

行うものとする。 
（以下略） （以下略） 

 別紙Ｃ「Ｃ種優先株式の内容」

（内容省略） （削除） 

別紙Ｄ「Ｄ種優先株式の内容」  
（内容省略） （削除） 

別紙Ｅ「Ｅ種優先株式の内容」 別紙Ｅ「Ｅ種優先株式の内容」 
（中略） （中略） 

４．優先順位 
(1) Ｅ種優先株式の剰余金の配当の支払順位

は、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＦ
種優先株式と同順位とし、Ａ種優先株式
及びＢ種優先株式に劣後する。 

４．優先順位 
(1) Ｅ種優先株式の剰余金の配当の支払順位

は、Ｆ種優先株式と同順位とし、Ａ種優
先株式及びＢ種優先株式に劣後する。 

(2) Ｅ種優先株式の残余財産の分配順位は、

Ｆ種優先株式と同順位とし、Ａ種優先株

式及びＢ種優先株式に優先する。 
(2) Ｅ種優先株式の残余財産の分配順位は、

Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＦ種優
先株式と同順位とし、Ａ種優先株式及び
Ｂ種優先株式に優先する。 

（中略） （中略） 
８．金銭を対価とする取得請求権 

(1)（省略）  
(2) 取得価額 

（中略） 
｢取得上限額」は、金銭対価取得請求が
なされた事業年度の直前の事業年度末
日（以下「分配可能額計算日」という｡）
における分配可能額（会社法第461条第
２項に定めるものをいう。以下同じ｡）
を基準とし、当該分配可能額が150億円
を超えている場合において、当該分配可
能額より150億円を控除した金額から、
分配可能額計算日の翌日以降当該金銭
対価取得請求日（同日を含まない｡）ま

８．金銭を対価とする取得請求権 
(1)（省略）  
(2) 取得価額 

（中略） 
｢取得上限額」は、金銭対価取得請求が
なされた事業年度の直前の事業年度末
日（以下「分配可能額計算日」という｡）
における分配可能額（会社法第461条第
２項に定めるものをいう。以下同じ｡）
を基準とし、当該分配可能額が150億円
を超えている場合において、当該分配可
能額より150億円を控除した金額から、
分配可能額計算日の翌日以降当該金銭
対価取得請求日（同日を含まない｡）ま
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での間において、(1)当会社株式に対して
なされた剰余金の配当、並びに(2)本８項
若しくは第９項又はＡ種優先株式、Ｂ種
優先株式若しくはＦ種優先株式の発行
要項に基づいて金銭を対価として取得
された、若しくは取得することを当会社
取締役会において決議されたＡ種優先
株式、Ｂ種優先株式、Ｅ種優先株式及び
Ｆ種優先株式の取得価額の合計を減じ
た額とする。ただし、取得上限額がマイ
ナスの場合は０円とする。 

での間において、(1)当会社株式に対して
なされた剰余金の配当、並びに(2)本８項
若しくは第９項又はＡ種優先株式、Ｂ種
優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式
若しくはＦ種優先株式の発行要項に基
づいて金銭を対価として取得された、若
しくは取得することを当会社取締役会
において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種
優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、
Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の取得
価額の合計を減じた額とする。ただし、
取得上限額がマイナスの場合は０円と
する。 

 (3) 金銭対価取得請求の競合 
本８項に基づくＥ種優先株式の取得並
びにこれと同一の日において取得され
るべきＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ
種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株
式及びＦ種優先株式の取得に必要な金
額の合計が、当該日における取得上限額
を超える場合、当会社が取得すべき株式
は、取得と引換えに金銭を交付すること
となる各種優先株式の取得に必要な金
額に応じた比例按分の方法又はその他
当会社の取締役会が定める合理的な方
法によって取得がなされるものとする。

 
 
 (3) 金銭対価取得請求の競合 

本８項に基づくＥ種優先株式の取得並

びにこれと同一の日において取得され

るべきＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｅ

種優先株式及びＦ種優先株式の取得に

必要な金額の合計が、当該日における取

得上限額を超える場合、当会社が取得す

べき株式は、取得と引換えに金銭を交付

することとなる各種優先株式の取得に

必要な金額に応じた比例按分の方法又

はその他当会社の取締役会が定める合

理的な方法によって取得がなされるも

のとする。 
（中略） （中略） 

10．普通株式を対価とする取得請求権 
(1)（省略） 
(2)（省略） 
(3)（省略） 
(4) 株式対価取得請求等の競合 

10．普通株式を対価とする取得請求権 
(1)（省略） 
(2)（省略） 

本10項に基づくＥ種優先株式の株式
対価取得請求日にＥ種優先株式の取
得の対価として交付されるべき普通
株式数、並びにこれと同一の日におい
て取得されるべきＡ種優先株式、Ｂ種
優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株
式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の
取得の対価として交付されるべき普
通株式数の合計数が剰余授権株式数
を上回る場合には、取得と引換えに当
会社の発行が予定されている普通株
式の株数に応じた比例按分の方法又
はその他当会社の取締役会が定める
合理的な方法によって取得を行うも
のとする。 

(3)（省略） 
(4) 株式対価取得請求等の競合 

本10項に基づくＥ種優先株式の株
式対価取得請求日にＥ種優先株式の
取得の対価として交付されるべき普
通株式数、並びにこれと同一の日に
おいて取得されるべきＡ種優先株
式、Ｂ種優先株式、Ｅ種優先株式及
びＦ種優先株式の取得の対価として
交付されるべき普通株式数の合計数
が剰余授権株式数を上回る場合に
は、取得と引換えに当会社の発行が
予定されている普通株式の株数に応
じた比例按分の方法又はその他当会
社の取締役会が定める合理的な方法
によって取得を行うものとする。 

（以下略） （以下略） 

別紙Ｆ「Ｆ種優先株式の内容」 別紙Ｆ「Ｆ種優先株式の内容」 

（中略） （中略） 
４．優先順位 

(1) Ｆ種優先株式の剰余金の配当の支払順位
４．優先順位 

(1) Ｆ種優先株式の剰余金の配当の支払順位
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は、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＥ
種優先株式と同順位とし、Ａ種優先株式
及びＢ種優先株式に劣後する。 

(2) Ｆ種優先株式の残余財産の分配順位は、
Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＥ種優
先株式と同順位とし、Ａ種優先株式及び
Ｂ種優先株式に優先する。 

は、Ｅ種優先株式と同順位とし、Ａ種優
先株式及びＢ種優先株式に劣後する。 

 
(2) Ｆ種優先株式の残余財産の分配順位は、

Ｅ種優先株式と同順位とし、Ａ種優先株

式及びＢ種優先株式に優先する。 

（中略） （中略） 
８．金銭を対価とする取得請求権 

(1)（省略）  
(2) 取得価額 

（中略） 
｢取得上限額」は、金銭対価取得請求が
なされた事業年度の直前の事業年度末
日（以下「分配可能額計算日」という｡）
における分配可能額（会社法第461条第
２項に定めるものをいう。以下同じ｡）
を基準とし、当該分配可能額が150億円
を超えている場合において、当該分配可
能額より150億円を控除した金額から、
分配可能額計算日の翌日以降当該金銭
対価取得請求日（同日を含まない｡）ま
での間において、(1)当会社株式に対して
なされた剰余金の配当、並びに(2)本８項
若しくは第９項又はＡ種優先株式、Ｂ種
優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式
若しくはＥ種優先株式の発行要項に基
づいて金銭を対価として取得された、若
しくは取得することを当会社取締役会
において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種
優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、
Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の取得
価額の合計を減じた額とする。ただし、
取得上限額がマイナスの場合は０円と
する。 

 (3) 金銭対価取得請求の競合 
本８項に基づくＦ種優先株式の取得並
びにこれと同一の日において取得され
るべきＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ
種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株
式及びＦ種優先株式の取得に必要な金
額の合計が、当該日における取得上限額
を超える場合、当会社が取得すべき株式
は、取得と引換えに金銭を交付すること
となる各種優先株式の取得に必要な金
額に応じた比例按分の方法又はその他
当会社の取締役会が定める合理的な方
法によって取得がなされるものとする。

８．金銭を対価とする取得請求権 
(1)（省略）  
(2) 取得価額 

（中略） 
｢取得上限額」は、金銭対価取得請求が
なされた事業年度の直前の事業年度末
日（以下「分配可能額計算日」という｡）
における分配可能額（会社法第461条第
２項に定めるものをいう。以下同じ｡）
を基準とし、当該分配可能額が150億円
を超えている場合において、当該分配可
能額より150億円を控除した金額から、
分配可能額計算日の翌日以降当該金銭
対価取得請求日（同日を含まない｡）ま
での間において、(1)当会社株式に対して
なされた剰余金の配当、並びに(2)本８項
若しくは第９項又はＡ種優先株式、Ｂ種
優先株式若しくはＥ種優先株式の発行
要項に基づいて金銭を対価として取得
された、若しくは取得することを当会社
取締役会において決議されたＡ種優先
株式、Ｂ種優先株式、Ｅ種優先株式及び
Ｆ種優先株式の取得価額の合計を減じ
た額とする。ただし、取得上限額がマイ
ナスの場合は０円とする。 

 
 
 (3) 金銭対価取得請求の競合 

本８項に基づくＦ種優先株式の取得並

びにこれと同一の日において取得され

るべきＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｅ

種優先株式及びＦ種優先株式の取得に

必要な金額の合計が、当該日における取

得上限額を超える場合、当会社が取得す

べき株式は、取得と引換えに金銭を交付

することとなる各種優先株式の取得に

必要な金額に応じた比例按分の方法又

はその他当会社の取締役会が定める合

理的な方法によって取得がなされるも

のとする。 
（中略） （中略） 
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10．普通株式を対価とする取得請求権 10．普通株式を対価とする取得請求権 
(1)（省略） (1)（省略） 
(2)（省略） (2)（省略） 
(3)（省略） (3)（省略） 
(4) 株式対価取得請求等の競合 (4) 株式対価取得請求等の競合 

本10項に基づくＦ種優先株式の株式
対価取得請求日にＦ種優先株式の取
得の対価として交付されるべき普通
株式数、並びにこれと同一の日におい
て取得されるべきＡ種優先株式、Ｂ種
優先株式、

本10項に基づくＦ種優先株式の株式

対価取得請求日にＦ種優先株式の取

得の対価として交付されるべき普通

株式数、並びにこれと同一の日におい

て取得されるべきＡ種優先株式、Ｂ種

優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付される

べき普通株式数の合計数が剰余授権

株式数を上回る場合には、取得と引換

えに当会社の発行が予定されている

普通株式の株数に応じた比例按分の

方法又はその他当会社の取締役会が

定める合理的な方法によって取得を

行うものとする。 

Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株
式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の
取得の対価として交付されるべき普
通株式数の合計数が剰余授権株式数
を上回る場合には、取得と引換えに当
会社の発行が予定されている普通株
式の株数に応じた比例按分の方法又
はその他当会社の取締役会が定める
合理的な方法によって取得を行うも
のとする。 

（以下略） （以下略） 
 

以 上 
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