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平成 23 年５月 27 日 
 
各  位 

社 名： 株 式 会 社 ア ー ク 
代 表 者 名： 代表取締役会長兼社長 荒 木  壽 一 

（コード番号： 7873 東証第一部・JASDAQ） 
問い合せ先： 常 務 取 締 役 土生田 充功 

TEL： 06（6260）1801 
 
 

「企業再生支援機構によるアークへの支援決定のお知らせ」 

の未確定事項の一部確定及び一部変更並びに定款の一部変更に関するお知らせ 

 

平成23年３月31日に公表いたしました「企業再生支援機構によるアークへの支援決定のお知らせ」

について、本日開催の取締役会において、未定であった事項の一部が確定し、また記載事項の一部に

変更がございますので、お知らせいたします。 

主な一部確定事項及び変更事項といたしましては、今後の日程、デット・エクイティ・スワップ（DES）

の金額（総額約 205 億８千万円から総額約 205 億４千万円への変更）、DES の金額変更に伴う B 種優

先株式及び C種優先株式の発行要項、本優先株式発行及び社外監査役の責任限定契約に関する定款変

更の内容並びに未確定であった新・代表取締役（候補）であります。 

なお、以下において用いられている項目番号及び用語は、平成 23年３月 31 日に公表いたしました

「企業再生支援機構によるアークへの支援決定のお知らせ」における項目番号及び同お知らせにおい

て定義される意味を有しております。 

（下線＿は変更箇所を示しております。なお、別紙Ⅴ-2 については、現行定款からの変更部分のみ

下線を付しております。） 
 

Ⅱ．事業再生計画の概要 

2. 金融支援 

 (3) 金融支援の具体的内容 

① デット・エクイティ・スワップ（DES） 

 当社は、過剰債務の解消を図るべく、主要取引先金融機関に対して、総額約 205 億４

千万円の債務の株式化（以下、「本 DES」といいます。）を要請いたします。かかる要

請に応じた主要取引先金融機関に対して B 種優先株式が第三者割当により発行され、ま

た、機構に対して C 種優先株式が第三者割当により発行される予定であり、B 種優先株

式及び C 種優先株式の発行に伴い、当社の有利子負債が約 205 億４千万円減少する予定

です。 

＜中略＞ 

 なお、B 種優先株式及び C 種優先株式の発行は、①平成 23 年６月 21 日開催予定の当

社定時株主総会において、(i)本優先株式発行に必要な定款変更、(ii)当社の発行可能株

式総数の増加に係る定款変更及び(iii)本優先株式発行に係る募集事項の決定を取締役

会に委任する件について承認がなされること、②上記定時株主総会以降に開催される取

締役会決議により本優先株式発行に係る募集事項の全てが決定されること、③機構によ

り債権の買取決定及び出資決定が行われること並びに④その他各種の法令に基づく許認

可等の効力が発生することを条件としております。 

② 債権放棄 

 本 DES に加え、過剰債務の解消を図るべく、主要取引先金融機関に対して、 大で総

額約 28 億１千万円の債権放棄（以下、「本債権放棄」といいます。）（但し、別途約９

億７千万円の保証履行請求権の放棄を依頼します。）を要請いたします。 

 なお、本債権放棄額は、下記のとおり当社の直前事業年度の末日である平成 22 年３月
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31 日における債務の総額の 10％を超えておりません。また、平成 23 年３月 31 日におけ

る債務の総額の 10％も超えておりません。 

＜後略＞ 

③ 資金調達 

＜前略＞ 

 機構に割り当てる予定の A 種優先株式は、株主総会における議決権を有し、A 種優先

株式の発行による既存株主の議決権の希薄化率は約 220％となります。また、A種優先株

式には、払込日から１年後以降 10 年間はいつでも、その保有者が A種優先株式１株につ

き４株の普通株式を取得できる取得請求権を付す予定となっており、さらに当該取得請

求が可能な期間の末日の翌日（当該日が営業日でない場合は、その直後の営業日）には、

取得請求のなかった全ての A 種優先株式につき、A 種優先株式１株当たり普通株式４株

の交付をもって当社が一斉に取得する、普通株式を対価とする取得条項を付す予定とな

っております。これら取得請求権及び取得条項による A 種優先株式の発行による潜在的

な議決権の希薄化率は約 881％となります。この潜在的な希薄化率と、前記の本 DES に

おける B 種優先株式及び C 種優先株式の発行による潜在的な希薄化率を合計した場合、

約 1,089％の希薄化が生じる可能性があります。 

 本資金調達の詳細については、下記「Ⅳ．第三者割当による優先株式の発行について

（予定）」をご参照下さい。 

 なお、A 種優先株式の発行は、①平成 23 年６月 21 日開催予定の当社定時株主総会に

おいて、(i)本優先株式発行に必要な定款変更、(ii)当社の発行可能株式総数の増加に係

る定款変更及び(iii)本優先株式発行に係る募集事項の決定を取締役会に委任する件に

ついて承認がなされること、②上記定時株主総会以降に開催される取締役会決議により

本優先株式発行に係る募集事項の全てが決定されること、③機構により債権の買取決定

及び出資決定が行われること並びに④その他各種の法令に基づく許認可等の効力が発生

することを条件としております。 

 

(4) 金融支援による当社財務への影響 

 平成 22 年 12 月末における連結純資産額は 7,131 百万円であり、また平成 23 年５月 20 日

付で別途開示しております「平成 23 年３月期決算短信」に記載のとおり、平成 23 年３月期

の通期の連結業績は、9,829 百万円の当期純損失となっておりますが、前記の本資金調達に

より、当社は総額 90 億円の資金を調達することとなり、本 DES により当社の有利子負債が約

205 億４千万円減少し、加えて本債権放棄により有利子負債が 大約 28 億１千万円減少する

ことから、強固な収益基盤の確立と抜本的な財務体質の改善が図られるものと考えておりま

す。なお、本資金調達及び本 DES により、合計で、資本金の額が約 147 億９千万円増加し、

資本準備金の額が約 147 億５千万円増加する予定です。 

 

(5) 既存株主への影響 

＜前略＞ 

本DES及び本資金調達に伴い300％を大きく上回る希薄化が生じることが想定されますが、

本 DES 及び本資金調達に関しましては、①本資金調達は機構法に基づき主務大臣の認可を受

けて設立された公的な役割を担う法人である機構に対する第三者割当増資により行われるも

のであり、公的資金による救済としての側面を有すること、②機構以外の主要取引先金融機

関に対して割り当てられる株式（B種優先株式）に係る潜在的な希薄化率は 大で約 208％と

300％を超えないこと、③本事業再生計画の実行により将来的な株主利益の向上が見込まれる

こと、並びに、④本優先株式発行及び発行可能株式総数の増加に係る定款変更並びに本優先

株式発行に係る募集事項の決定を取締役会に委任する件について、平成 23 年６月 21 日開催

予定の定時株主総会に付議される予定であり、株主の承認を得た上で適法に手続が遂行され

る予定であること等に鑑み、本 DES 及び本資金調達に関しては、「株主及び投資者の利益を

侵害するおそれが少ないと当取引所が認める場合」（東証）及び「第三者割当の目的、割当

対象者の属性、発行可能株式総数の変更に係る手続の実施状況その他の条件を総合的に勘案
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し、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと本所が認める場合」（JASDAQ）のそ

れぞれに該当し、希薄化率が 300％を超える第三者割当増資であっても、上場廃止基準には

該当せず、引き続き、両市場における当社普通株式の上場は維持されるものと考えておりま

す。 

なお、B 種優先株式及び C 種優先株式の発行により減少する当社の有利子負債の総額は、

本事業再生計画に基づき、基準日である平成 23 年 3 月 30 日において主要取引先金融機関が

当社に対して有していた金融債権額の調査結果を踏まえて算定し、平成 23 年３月 31 日付の

「企業再生支援機構によるアークへの支援決定のお知らせ」において公表した総額約 205 億

８千万円から、上記のとおり、総額約 205 億４千万円に変更しております。 

 

Ⅲ．本件の日程 

 ＜前略＞ 

 ５月 27 日 （金） 定時株主総会の招集に係る取締役会決議（注１） 

 ６月 21 日 （火） 定時株主総会（予定） 

   定款変更の承認 

   本優先株式発行に係る募集事項の決定を取締役会に委任する件の承認 

 ６月 23 日 （木） 機構による買取決定及び出資決定（予定） 

   本優先株式発行に係る未確定の募集事項の確定に係る取締役会決議（予定）

 ８月 24 日 （水） 本 DES に係る払込みの完了（予定） 

 ８月 25 日 （木） 本資金調達に係る払込みの完了（予定） 

 ８月 31 日 （水） 臨時株主総会（予定）（役員選任）（注２） 

   代表取締役の異動（予定） 

（注１）第三者割当による本優先株式の発行を行うため、本優先株式発行に係る募集事項の決定を

取締役会に委任する旨の議案を平成 23 年６月 21 日開催予定の定時株主総会に付議すること

について、本日開催の取締役会において決議しております。 

（注２）平成 23 年８月 25 日に発行予定の A種優先株式を取得する機構に対して、会社法第 124 条

第４項に基づき、平成 23 年８月 31 日開催予定の当社臨時株主総会において当該株式に係る

議決権を付与する予定です。 

 

Ⅳ．第三者割当による優先株式の発行について（予定） 

当社は、機構からの支援決定の通知を受け、第三者割当の方法による本優先株式発行を下記概要の

とおり予定しております。なお、B 種優先株式については、主要取引先金融機関に割り当てることを

予定しておりますが、今後の主要取引先金融機関との協議を踏まえ、機構による買取決定予定日であ

る平成 23 年６月 23 日まで（同日を含みます。）に機構が主要取引先金融機関から当社に対する債権

の買取決定を行った場合、当該債権の現物出資による当該主要取引先金融機関に対する B種優先株式

の発行に代えて、当該債権の現物出資による機構に対する C種優先株式の発行を行うことを予定して

おります。なお、当社は、本日開催の取締役会において本優先株式発行に係る募集事項の決定を取締

役会に委任する件について定時株主総会への付議決議を行っており、平成 23 年６月 21 日開催予定の

定時株主総会における決議を経た後、平成 23 年６月 23 日に予定されている機構による買取決定等を

踏まえ、取締役会において本優先株式発行に係る未確定の募集事項を確定する予定です。 

本優先株式発行に伴い、既存株式の議決権に大幅な希薄化が生じることが見込まれますが、当社と

いたしましては、本優先株式発行後も引き続き、東証及び JASDAQ における当社普通株式の上場は維

持されるものと考えております。 

なお、A種優先株式、B種優先株式及び C種優先株式の詳細につきましては、別紙Ⅳ-11 をご参照下

さい。 
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1. 募集の概要 

(1) A 種優先株式の概要 

① 払込期日 平成 23 年８月 25 日（予定） 

⑥ その他 上記の各項目は、①平成 23 年６月 21 日開催予定の定時株主

総会において、(i)本優先株式発行に必要な定款変更、(ii)

当社の発行可能株式総数の増加に係る定款変更並びに(iii)

本優先株式発行に係る募集事項の決定を取締役会に委任す

る件について承認がなされること、②上記定時株主総会以降

に開催される取締役会決議により本優先株式発行に係る募

集事項の全てが決定されること、③機構により債権の買取決

定及び出資決定が行われること、④その他各種の法令に基づ

く許認可等の効力が発生することを条件としております。 

 

(2) B 種優先株式の概要 

① 払込期日 平成 23 年８月 24 日（予定） 

② 発行新株式数 47,222,932 株（上限） 

④ 調達資金の額 B 種優先株式の発行は DES の手法を採用するため、資金調達

は行いません。なお、B 種優先株式及び C 種優先株式の発行

により、当社の有利子負債が総額約 205 億４千万円減少する

こととなります。また、本 DES の対象となる債権は、本 DES

の実行時点で主要取引先金融機関が当社に対して有する金

融債権の一部となります。 

⑥ その他 上記の各項目は、①平成 23 年６月 21 日開催予定の定時株主

総会において、(i)本優先株式発行に必要な定款変更、(ii)

当社の発行可能株式総数の増加に係る定款変更並びに(iii)

本優先株式発行に係る募集事項の決定を取締役会に委任す

る件について承認がなされること、②上記定時株主総会以降

に開催される取締役会決議により本優先株式発行に係る募

集事項の全てが決定されること、③機構により債権の買取決

定及び出資決定が行われること、④その他各種の法令に基づ

く許認可等の効力が発生することを条件としております。 
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(3) C 種優先株式の概要 

①  払込期日 平成 23 年８月 24 日（予定） 

②  発行新株式数 47,222,932 株（上限） 

④  調達資金の額 C 種優先株式の発行は DES の手法を採用するため、資金調達

は行いません。なお、B 種優先株式及び C 種優先株式の発行

により、当社の有利子負債は総額約 205 億４千万円減少する

こととなります。また、本 DES の対象となる債権は、機構が

主要取引先金融機関から買取りを行った場合に、当社に対し

て保有する金融債権となります。 

⑥  その他 上記の各項目は、①平成 23 年６月 21 日開催予定の定時株主

総会において、(i)本優先株式発行に必要な定款変更、(ii)

当社の発行可能株式総数の増加に係る定款変更並びに(iii)

本優先株式発行に係る募集事項の決定を取締役会に委任す

る件について承認がなされること、②上記定時株主総会以降

に開催される取締役会決議により本優先株式発行に係る募

集事項の全てが決定されること、③機構により債権の買取決

定及び出資決定が行われること、④その他各種の法令に基づ

く許認可等の効力が発生することを条件としております。 

 

5. 発行条件等の合理性 

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

A 種優先株式には議決権が付与されているため、A種優先株式が発行された段階で、普通株式

の議決権に約 220％の希薄化が生じることとなります。 

また、A種優先株式、B種優先株式及び C種優先株式には普通株式を対価とする取得請求権及

び取得条項が、それぞれ付与されております。そのため、本優先株式の全てが普通株式に転換

された場合、A種優先株式は普通株式 600,000,000 株に、B種優先株式及び C種優先株式は合計

で普通株式 141,668,796 株に転換され、この結果、既存の普通株式の議決権について、下表の

とおり、約1,089％（A種優先株式により約881％、B種優先株式及びC種優先株式により約208％）

の大幅な希薄化が生じることとなります。 

＜中略＞ 

 

 
A 種優先株式（1）

B種優先株式及び 

C 種優先株式の合計（2） 

合計 

（1+2） 

発行後 
発行新株式数 150,000,000 株 47,222,932 株 197,222,932 株

発行後議決権数 1,500,000 個 - 1,500,000 個

転換後 
転換後株式数 600,000,000 株 141,668,796 株 741,668,796 株

転換後議決権数（a） 6,000,000 個 1,416,687 個 7,416,687 個

現在の議決権数（注）（b） 680,876 個 

潜在的な議決権の希薄化率

（a/b） 
約 881％ 約 208％ 約 1,089％ 

（注）平成 22 年 12 月 31 日現在の議決権数を記載しております。 
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7. 第三者割当後の大株主及び持株比率 

(1) 普通株式 

＜中略＞ 

（注２）本事業再生計画に基づき平成 23 年３月 31 日に締結された株式贈与契約により、平成 23

年８月24日に予定されている本DES及び平成23年８月25日に予定されている本資金調達に

係る払込みの完了を停止条件として、当社代表取締役会長兼社長である荒木壽一氏及び当社

常務取締役である荒木一実氏保有の全株式が当社へ無償贈与される予定です。 

 

(5) 本優先株式発行後及び本優先株式の普通株式への転換後における議決権の状況（見込み） 

募集前（平成 22 年９月 30 日現在） 募集後（注１） 
本優先株式の全てが普通株

式に転換された場合（注１）

株式会社企業再生支援機構 - 68.78％ （注３） 74.10％

B 種優先株式の普通株式への転換後の

主要取引先金融機関（合計） 
- - （注３） 17.50％

荒木 恵美子 5.26％ 1.64％ 0.44％

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社 
4.05％

1.26％ 0.34％

荒木 壽一（注２） 3.80％ 1.19％ 0.32％

荒木 一実（注２） 3.15％ 0.98％ 0.27％

日本証券金融株式会社 1.49％ 0.47％ 0.13％

ユービーエスエージーロンドンアカウ

ントアイピービーセグリゲイテッドク

ライアントアカウント（常任代理人 

シティバンク銀行株式会社） 

1.10％ 0.34％ 0.09％

株式会社みずほ銀行（常任代理人 資

産管理サービス信託銀行株式会社） 
0.88％ 0.28％ 0.07％

藤原 治 0.77％ 0.24％ 0.06％

安井 正治 0.46％ 0.14％ 0.04％

向 茂夫 0.44％ 0.14％ 0.04％

フィリップセキュリティーズ（常任代

理人 藍澤證券株式会社） 
0.44％ 0.14％ 0.04％

（注１）募集後及び本優先株式の全てが普通株式に転換された場合の議決権の状況のうち、株式

会社企業再生支援機構及び B 種優先株式の普通株式への転換後の主要取引先金融機関（合

計）以外の株主については、平成 22 年９月 30 日現在の各株主の保有する株式数に基づき

記載しております。 

（注２）本事業再生計画に基づき平成 23 年３月 31 日に締結された株式贈与契約により、平成 23

年８月24日に予定されている本DES及び平成23年８月25日に予定されている本資金調達

に係る払込みの完了を停止条件として、当社代表取締役会長兼社長である荒木壽一氏及び

当社常務取締役である荒木一実氏保有の全株式が当社へ無償贈与される予定です。 
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（注３）本優先株式の全てが普通株式に転換された場合の機構及び主要取引先金融機関の議決権

の状況は、C種優先株式が一切発行されない場合の議決権比率を記載しております。C種優

先株式が発行される場合には、本優先株式の全てが普通株式に転換された場合の議決権比

率は、機構については上記の比率より高くなり、他方、主要取引先金融機関については上

記の比率より低くなります。 

 

  ※A 種優先株式を取得する機構に対して、会社法第 124 条第４項に基づき、平成 23 年８月 31 

   日開催予定の当社臨時株主総会において当該株式に係る議決権を付与する予定です。 

 

8. 今後の見通し 

A 種優先株式の発行並びに B 種優先株式及び C 種優先株式の転換により、既存株式の議決権

に段階的な希薄化が生じる見込みです。 

なお、平成 22 年 12 月末における連結純資産額は 7,131 百万円であり、また平成 23 年５月

20 日付で別途開示しております「平成 23 年３月期決算短信」に記載のとおり、平成 23 年３月

期の通期の連結業績予想は、9,829 百万円の当期純損失となっておりますが、本資金調達により、

当社は総額 90 億円の資金を調達することとなり、本 DES により当社の有利子負債が約 205 億４

千万円減少し、加えて本債権放棄により有利子負債が 大約 28 億１千万円減少することから、

強固な収益基盤の確立と抜本的な財務体質の改善が図られるものと考えております。なお、本

資金調達及び本 DES により、合計で、資本金の額が約 147 億９千万円増加し、資本準備金の額

が約 147 億５千万円増加する予定です。 

 

Ⅴ．定款の変更（予定） 

＜前略＞ 

1. 定款変更の目的 

 当社は、上記「Ⅳ．第三者割当による優先株式の発行について（予定）」に記載のとおり、A 種優

先株式、B 種優先株式及び C 種優先株式の発行を予定しており、かかる本優先株式発行を可能とする

ため、関係条文を新設するとともに、当社の発行可能株式総数を増加するための変更を行うなどの所

要の変更を行うことを予定しております。また、会社法第 427 条第１項の規定に従い、社外監査役が

期待される役割を十分に発揮することができるよう、社外監査役との責任限定契約に関する規定を新

設する予定です。 

 

2. 定款変更の内容 

 定款変更の具体的な内容につきましては、別紙Ⅴ-2 のとおりです。 

 

3. 日程 

 平成 23 年５月 27 日 （金）  定時株主総会の招集に係る取締役会決議 

 平成 23 年６月 21 日 （火）  定時株主総会（予定） 

 平成 23 年６月 21 日 （火）  発行可能株式総数の増加に係る定款変更の効力発生日（予定） 

        本優先株式に係る定款変更の効力発生日（予定） 

 平成 23 年８月 25 日 （木）  合計 181,898,408 株以上の本優先株式発行を条件とする発行可 

能株式総数の増加に係る定款変更の効力発生日（予定） 
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Ⅵ．親会社及び主要株主である筆頭株主の異動（見込み） 

1. 異動の年月日 

平成 23 年８月 25 日（予定） 

 

Ⅶ．代表取締役の異動（見込み） 

1. 異動の理由 

本事業再生計画に基づき、新たな経営体制の整備及び充実を図ることを目的とした旧経営体制か

らの移行の一環として、本 DES 及び本資本調達に係る払込みの完了後、平成 23 年８月 31 日付で

予定されている臨時株主総会において、当社は、機構より推薦を受けた鈴木康夫氏を新たに取締

役に選任し、同日開催予定の取締役会において代表取締役に選定する予定であり、当該臨時株主

総会の終結時をもって当社の代表取締役である荒木壽一は辞任する予定です。 

 

2. 新旧代表取締役（候補）の氏名及び役職名 

（新任）氏名：鈴木 康夫（スズキ ヤスオ） 

新・役職名：代表取締役社長 

 （退任）氏名：荒木 壽一（アラキ トシヒロ） 

     旧・役職名：代表取締役会長兼社長 

 

3. 新任代表取締役の生年月日、略歴、所有株式数 

生年月日 略歴 所有株式数

（千株） 

昭和 23 年 

１月 28 日生 

昭和 45 年４月  株式会社小松製作所入社 

平成 14 年４月  同社 産機事業本部長 

平成 14 年６月  同社 執行役員 

平成 16 年４月  同社 常務執行役員 

平成 16 年６月  同社 取締役（現任） 

平成 19 年４月  同社 専務執行役員 

平成 20 年４月  同社 産機事業統括本部長 

平成 21 年４月  同社 産機事業本部長 

0 

 

4. 就任予定日 

平成 23 年８月 31 日 

 

 

以 上 
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別紙Ⅳ-11-(1) 

A 種優先株式発行要項 

＜前略＞ 

7. 申込期日 

平成 23 年８月 25 日（予定） 

 

8. 払込期日 

平成 23 年８月 25 日（予定） 

＜中略＞ 

19. その他 

上記各項は、①平成 23 年６月 21 日開催予定の当社定時株主総会において、(i)A 種優先株式、B

種優先株式及び C種優先株式の発行に必要な定款変更、(ii)当社の発行可能株式総数の増加に係る

定款変更、並びに(iii)A 種優先株式、B種優先株式及び C種優先株式の発行に係る募集事項の決定

を取締役会に委任する件について承認がなされること、②上記定時株主総会以降に開催される取締

役会決議により A種優先株式、B種優先株式及び C種優先株式の発行に係る募集事項の全てが決定

されること、③株式会社企業再生支援機構により債権の買取決定及び出資決定が行われること、④

その他各種の法令に基づく許認可等の効力が発生することを条件とする。 

 

以上 
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別紙Ⅳ-11-(2) 

B 種優先株式発行要項 

＜前略＞ 

2. 募集株式の数 

47,222,932 株（上限） 

 

3. 払込金額 

１株につき金 435 円（総額（上限）金 20,541,975,420 円） 

 

4. 増加する資本金の額 

１株につき金 218 円（総額（上限）金 10,294,599,176 円） 

 

5. 増加する資本準備金の額 

１株につき金 217 円（総額（上限）金 10,247,376,244 円） 

 

6. 募集方法 

第三者割当の方法により、以下の者に B種優先株式を割り当てる。ただし、これらの者のいずれか

（以下、「引受辞退者」という。）が B種優先株式の全部又は一部を引き受けない場合、当該引受

辞退者に割り当てる予定であった株式数を募集株式の数から減少させる。 

 

株式会社みずほ銀行    12,315,391 株（上限） 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行   11,388,928 株（上限） 

上記以外の主要取引先金融機関  合計 23,518,613 株（上限） 

 

7. 現物出資財産の内容 

現物出資財産の内容は、以下の財産とする。なお、これらの財産の全部又は一部が譲渡された場合、

当該譲渡された財産により払い込まれるべき B種優先株式に係る割当ては行わない。 

 

株式会社みずほ銀行が当社に対して有する金融債権      金 5,357,195,085 円（上限） 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行が当社に対して有する金融債権    金 4,954,183,680 円（上限） 

上記以外の主要取引先金融機関が当社に対して有する金融債権  合計金 10,230,596,655 円（上限） 

 

8. 申込期日 

平成 23 年８月 23 日（予定） 

 

9. 払込期日 

平成 23 年８月 24 日（予定） 

＜中略＞ 
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21. その他 

上記各項は、①平成 23 年６月 21 日開催予定の当社定時株主総会において、(i)A 種優先株式、B

種優先株式及び C種優先株式の発行に必要な定款変更、(ii)当社の発行可能株式総数の増加に係る

定款変更、並びに(iii)A 種優先株式、B種優先株式及び C種優先株式の発行に係る募集事項の決定

を取締役会に委任する件について承認がなされること、②上記定時株主総会以降に開催される取締

役会決議により A種優先株式、B種優先株式及び C種優先株式の発行に係る募集事項の全てが決定

されること、③株式会社企業再生支援機構により債権の買取決定及び出資決定が行われること、④

その他各種の法令に基づく許認可等の効力が発生することを条件とする。 

 

以上 
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別紙Ⅳ-11-(3) 

C 種優先株式発行要項 

＜前略＞ 

2. 募集株式の数 

47,222,932 株（上限） 

 

3. 払込金額 

１株につき金 435 円（総額（上限）金 20,541,975,420 円） 

 

4. 増加する資本金の額 

１株につき金 218 円（総額（上限）金 10,294,599,176 円） 

 

5. 増加する資本準備金の額 

１株につき金 217 円（総額（上限）金 10,247,376,244 円） 

＜中略＞ 

7. 現物出資財産の内容 

現物出資財産の内容は、以下の財産とする。 

 

B 種優先株式の割当予定先のうち引受けを辞退した者から株式会社企業再生支援機構が譲り受け

た、当社に対する金融債権 金 20,541,975,420 円（上限） 

 

8. 申込期日 

平成 23 年８月 23 日（予定） 

 

9. 払込期日 

平成 23 年８月 24 日（予定） 

＜中略＞ 

21. その他 

上記各項は、①平成 23 年６月 21 日開催予定の当社定時株主総会において、(i)A 種優先株式、B

種優先株式及び C種優先株式の発行に必要な定款変更、(ii)当社の発行可能株式総数の増加に係る

定款変更、並びに(iii)A 種優先株式、B種優先株式及び C種優先株式の発行に係る募集事項の決定

を取締役会に委任する件について承認がなされること、②上記定時株主総会以降に開催される取締

役会決議により A種優先株式、B種優先株式及び C種優先株式の発行に係る募集事項の全てが決定

されること、③株式会社企業再生支援機構により債権の買取決定及び出資決定が行われること、④

その他各種の法令に基づく許認可等の効力が発生することを条件とする。 

 

以上 
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別紙Ⅴ-2  

定款変更の内容 

 平成23年６月21日付の変更の内容は次のとおりであります。  

現 行 定 款 変 更 案 

（発行可能株式総数）  

第５条 当会社の発行可能株式総数は、100,000,000株とす

る。 
  
  
  
  
  
  
  
（単元株式数）  

第６条 当会社の単元株式数は、100株とする。  

  

  

2.  （条文略） 

  

（新設） 

  

  

 

  

  

  

（新設） 
  

（新設） 
  

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、272,406,368株とす

る。  

2. 当会社の各種類の株式の発行可能種類株式総数

は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。  

（１） 普通株式     900,000,000株 

（２） Ａ種優先株式 150,000,000株 

（３） Ｂ種優先株式  50,000,000株 

（４） Ｃ種優先株式  50,000,000株 

（単元株式数） 

第６条 当会社の普通株式、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式

及びＣ種優先株式の単元株式数は、それぞれ100株

とする。 

2. （現行通り） 

（株式の分割又は併合及び株式無償割当て） 

第６条の２ 当会社は、株式の分割又は併合を行う場合は、

普通株式、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ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場合は、普通株

式、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ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。 

第２章の２ Ａ種優先株式 

（Ａ種優先期末配当金） 

第８条の２ 当会社は、第33条に定める期末配当金として

の剰余金の配当を行う場合、当該剰余金の配当に係

る基準日の 終の株主名簿に記載又は記録された

Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」

という。）又は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。）

又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。）、Ｂ種優先株式を有する株主

（以下「Ｂ種優先株主」という。）又は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。）及びＣ種優先株式を有する株主（以

下「Ｃ種優先株主」という。）又はＣ種優先株式の

登録株式質権者（以下「Ｃ種優先登録株式質権者」

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（但し、Ａ

種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、

株式の併合又はこれらに類する事由があった場合

には、適切に調整される。）に、次項に定める配当

年率（以下「Ａ種優先配当年率」という。)を乗じ

て得られる額の金銭（円位未満小数第３位まで算出

し、その小数第３位を切り上げる。）（以下「Ａ種

優先期末配当金」という。）の配当を行う。 

但し、当該基準日の属する事業年度においてＡ種優

先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して次条

第１項に定めるＡ種優先中間配当金又は同条第２

項に定めるＡ種優先臨時配当金を支払った場合は、

その額を控除した額をＡ種優先期末配当金とする。

2. Ａ種優先配当年率は、日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月

物）に0.5を加えて得られる数値（％未満小数第４

位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）

とする。  
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現 行 定 款 変 更 案 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

（新設） 

  

  

3. 前項の「日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）」とは、

各事業年度の初日（当該日が銀行休業日の場合はそ

の直後の営業日）（以下「Ａ種優先配当年率決定日」

という。）の午前11時における日本円12ヶ月物トー

キョー・インター・バンク・オファード・レート（日

本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行協会によって公表

される数値又はこれに準ずるものと認められるも

のを指す。但し、当該日時に日本円ＴＩＢＯＲ（12

ヶ月物）が公表されていない場合は、Ａ種優先配当

年率決定日（当該日がロンドンにおける銀行休業日

の場合にはその直後の営業日）において、ロンドン

時間午前11時現在のＲｅｕｔｅｒｓ3750ページに

表示されるロンドン・インター・バンク・オファー

ド・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ12ヶ月物（360日

ベース））として、英国銀行協会（ＢＢＡ）によっ

て公表される数値を、日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）

に代えて用いる。 

4. ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先

登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が

Ａ種優先期末配当金の額に達しない場合は、その不

足額は翌事業年度以降に累積しない。 

5. Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し

ては、Ａ種優先期末配当金の額を超えて剰余金の配

当は行わない。但し、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又は当

会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763

条第12号ロ若しくは第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。

（Ａ種優先中間配当金及びＡ種優先臨時配当金） 

第８条の３ 当会社は、第34条に定める中間配当金として

剰余金の配当を行う場合、当該剰余金の配当に係る

基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＡ

種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普

通株主又は普通登録株式質権者、Ｂ種優先株主又は

Ｂ種優先登録株式質権者及びＣ種優先株主又はＣ

種優先登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株

につき、Ａ種優先期末配当金の額の２分の１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。 

2. 当会社は、期末配当金及び中間配当金としての剰

余金の配当以外に剰余金の配当を行う場合、当該剰

余金の配当に係る基準日の 終の株主名簿に記載

又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株

式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権

者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者及び

Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に先立

ち、Ａ種優先株式１株につき、当該基準日が属する

事業年度に係るＡ種優先期末配当金として支払わ

れるべき金額に、当該事業年度の初日（同日を含

む。）から当該基準日（同日を含む。）までの日数

を乗じて得られる額を、365で除して得られる額（円

位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切

り上げる。）（以下「Ａ種優先臨時配当金」という。）

を金銭により支払う。但し、当該事業年度の初日か

ら当該基準日までの期間に属する基準日に係るＡ

種優先中間配当金又は先行するＡ種優先臨時配当

金がある場合には、かかるＡ種優先中間配当金及び

Ａ種優先臨時配当金の合計額を控除した額とする。
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現 行 定 款 変 更 案 

  

（新設） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

（新設） 

  

  

（新設）  

（残余財産の分配） 

第８条の４ 当会社は、残余財産を分配する場合、Ａ種優

先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株

主又は普通登録株式質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種

優先登録株式質権者及びＣ種優先株主又はＣ種優

先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（但

し、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割

当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった

場合には、適切に調整される。）に第３項に定める

Ａ種優先株式１株当たりの経過Ａ種優先配当金相

当額を加えた額の金銭を支払う。 

2. 当会社は、Ａ種優先株主又はＡ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。 

3. Ａ種優先株式１株当たりの経過Ａ種優先配当金相

当額とは、残余財産の分配が行われる日（以下「分

配日」という。）において、分配日の属する事業年

度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含む。）

までの日数にＡ種優先期末配当金の額を乗じて得

られる額を、365で除して得られる額（円位未満小

数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げ

る。）をいう。但し、分配日の属する事業年度にお

いてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に

対してＡ種優先中間配当金又はＡ種優先臨時配当

金を支払った場合は、その額を控除した額とする。

（議決権） 

第８条の５ Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を

有する。 

（普通株式を対価とする取得請求権） 

第８条の６ Ａ種優先株主は、第３項に定める取得請求期

間中いつでも、当会社に対して、自己の有するＡ種

優先株式の全部又は一部を、普通株式を対価として

取得することを請求することができる。 

2. 前項の取得請求があった場合、当会社は、当該請

求に係るＡ種優先株式を取得するのと引換えに、当

該請求に係るＡ種優先株式の数にＡ種優先株式１

株当たりの払込金額相当額（但し、Ａ種優先株式に

つき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又

はこれらに類する事由があった場合には、適切に調

整される。）を乗じて得られる額を、次条に定める

取得価額で除して得られる数の普通株式を当該Ａ

種優先株主に対して交付する。本項に基づいてＡ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は、会社法第

167条第３項に従ってこれを取扱う。 

3. Ａ種優先株主が当会社に対して、本条に基づき自

己の有するＡ種優先株式の全部又は一部の取得を

請求することができる期間は、Ａ種優先株式の払込

期日の１年後の応当日の翌日（当該日が営業日でな

い場合には、その直後の営業日）からＡ種優先株式

の払込期日の11年後の応当日（当該日が営業日でな

い場合には、その直後の営業日）まで（以下「取得

請求期間」という。）とする。  

4. 取得請求の受付場所は、第７条に定める株主名簿

管理人及びその事務取扱場所とする。 

5. 取得請求の効力は、取得請求に要する書類が前項

に定める取得請求の受付場所に到達したときに発

生する。 
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現 行 定 款 変 更 案 

  

（新設） 

（普通株式を対価とする取得請求に係る取得価額） 

第８条の７ 前条の取得請求に係る取得価額は、当初15円と

し、次項以下の定めに従って調整される。 

2.  Ａ種優先株式の発行後に次の第１号から第５号に

掲げる事由が発生した場合、当該各号に定めるとお

り取得価額を調整する（取得価額の調整に際して計

算が必要な場合は、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。）。 

（１）普通株式につき株式の分割又は株式無償割当

てを行う場合、次の算式により取得価額を調

整する。この場合において、株式無償割当て

を行うときは、次の算式における「分割前発

行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普

通株式数（その時点で当会社が保有する普通

株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式

数」は「無償割当て後発行済普通株式数（そ

の時点で当会社が保有する普通株式を除

く。）」とそれぞれ読み替える。調整後の取

得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式

無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当

てに係る基準日を定めた場合は当該基準日）

の翌日以降これを適用する。 

 

調 整 後

取 得 価 額
＝
  

調 整 前

取 得 価 額
× 
  

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

  

（２）普通株式につき株式の併合をする場合、株式

の併合の効力が生ずる日をもって次の算式に

より、取得価額を調整する。  

  

調 整 後

取 得 価 額
＝
  

調 整 前

取 得 価 額
× 
  

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

  

（３）第４項に定める普通株式１株当たりの時価を

下回る払込金額をもって普通株式を発行する

場合又は当会社が保有する普通株式を処分す

る場合（株式無償割当ての場合、普通株式の

交付と引換えに取得される株式若しくは新株

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。）の取得によ

る場合、普通株式を目的とする新株予約権の

行使による場合又は合併、株式交換若しくは

会社分割により普通株式を交付する場合を除

く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」

という。)により取得価額を調整する。調整後

の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた

場合には当該払込期間の 終日）の翌日以降、

また、株主への割当てに係る基準日を定めた

場合は当該基準日（以下「株主割当日」とい

う。）の翌日以降、これを適用する。 

この場合において、当会社が保有する普通株

式を処分するときは、取得価額調整式におけ

る「新たに発行する普通株式の数」は「処分

する当会社が保有する普通株式の数」、「当

会社が保有する普通株式の数」は「処分前に

おいて当会社が保有する普通株式の数」とそ

れぞれ読み替える。  
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調 整 後

取 得 価 額
＝

調 整 前

取 得 価 額
× 

   
(発行済普通株式の数－

当会社が保有する普通株

式の数) 

＋

  

新たに発行する

普 通 株 式 の 数
× 

１ 株 当 た り の

払 込 金 額

１株当たりの時価 

（発行済普通株式の数－当会社が保有する普通株式の数)＋新たに発

行する普通株式の数   

  

（４）当会社に取得をさせることにより、又は当会

社に取得されることにより、第４項に定める

普通株式１株当たりの時価を下回る普通株式

１株当たりの取得価額をもって普通株式の交

付を受けることができる株式を発行又は処分

する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、

かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の 終日。以下本号にお

いて同じ。）に、株式無償割当ての場合には

その効力が生ずる日（株式無償割当てに係る

基準日を定めた場合は当該基準日。以下本号

において同じ。）に、又は株主割当日がある

場合はその日に、発行又は処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付

されたものとみなし、取得価額調整式におい

て「１株当たり払込金額」としてかかる価額

を使用して計算される額を、調整後取得価額

とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日

以降、株式無償割当ての場合にはその効力が

生ずる日の翌日以降、又は株主割当日がある

場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

（５）行使することにより又は当会社に取得される

ことにより、普通株式１株当たりの新株予約

権の払込金額と新株予約権の行使に際して出

資される財産の普通株式１株当たりの価額の

合計額が第４項に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付

を受けることができる新株予約権を発行する

場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、

かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新

株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場

合は当該基準日。以下本号において同じ。）

に、又は株主割当日がある場合はその日に、

発行される新株予約権の全てが当初の条件で

行使され又は取得されて普通株式が交付され

たものとみなし、取得価額調整式において「１

株当たり払込金額」として普通株式１株当た

りの新株予約権の払込金額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式１株当

たりの価額の合計額を使用して計算される額

を、調整後取得価額とする。調整後取得価額

は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、

新株予約権無償割当ての場合にはその効力が

生ずる日の翌日以降、又は株主割当日がある

場合にはその翌日以降、これを適用する。但

し、本号による取得価額の調整は、当会社の

取締役、監査役又は従業員に対してストッ

ク・オプション目的で発行される普通株式を

目的とする新株予約権には適用されない。 
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（新設） 

  

3. 前項各号に掲げる事由によるほか、次の各号に掲

げる事由のいずれかに該当する場合には、当会社

は、Ａ種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者に対

して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事

由、調整後取得価額及び適用の日その他必要な事項

を通知した上、取得価額の調整を適切に行う。 

（１）合併、株式交換、株式移転、吸収分割又は新

設分割のために取得価額の調整を必要とする

とき。 

（２）前号のほか、普通株式の発行済株式の総数（当

会社が保有する普通株式の数を除く。）の変

更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によ

って取得価額の調整を必要とするとき。 

4. 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの

時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取

引日目に始まる連続する30取引日の株式会社大阪

証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）における当会社普

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。また、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。）とする。 

5. 取得価額の調整に際し計算を行った結果、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

とどまる場合は、取得価額の調整はこれを行わな

い。但し、その後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。 

6. 前項までに定める取得価額は、希薄化防止及び異

なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から

解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又

は算定の結果が不合理となる場合には、当会社の取

締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に

必要な措置をとらなければならない。 

（金銭を対価とする取得請求権） 

第８条の８ Ａ種優先株主は、第４項に定める期間中いつ

でも、当会社に対して、自己の有するＡ種優先株式

の全部又は一部を、金銭を対価として取得すること

を請求することができる（以下「金銭対価取得請求」

という。）。 

2. 前項の金銭対価取得請求があった場合、当会社は、

Ａ種優先株主が当該金銭対価取得請求をしたＡ種

優先株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価取

得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求

日」という。）における次項に定める取得上限額を

限度として法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求

日に、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（但し、Ａ種優先株式につ

き、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又は

これらに類する事由があった場合には、適切に調整

される。）に経過Ａ種優先配当金相当額を加えた額

の金銭を当該Ａ種優先株主に対して交付する。 
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（新設） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

（新設） 

  

（新設） 

  

この場合において、取得上限額を超えて金銭対価取

得請求がなされたときは、当会社が取得すべきＡ種

優先株式は、金銭対価取得請求がなされた株数に応

じた比例按分の方法により決定する。本項における

経過Ａ種優先配当金相当額の計算は、第８条の４第

３項に定める経過Ａ種優先配当金相当額の計算に

おける「残余財産の分配が行われる日」及び「分配

日」をいずれも「金銭対価取得請求日」と読み替え

てこれを行う。 

3. 本条において、「取得上限額」とは、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。）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、当会社株式に対してなされた剰余

金の配当、及び本条に基づき金銭対価取得請求が行

われたＡ種優先株式の前条に定める取得価額の合

計額を減じて得られる額をいう（０未満の場合は０

円とする。）。 

4. Ａ種優先株主が当会社に対して、金銭対価取得請

求をすることができる期間は、Ａ種優先株式の払込

期日の翌日（当該日が営業日でない場合には、その

直後の営業日）からＡ種優先株式の払込期日の11年

後の応当日（当該日が営業日でない場合には、その

直後の営業日）までとする。 

5. 第８条の６第４項及び第５項の規定は、本条に定

める金銭対価取得請求がなされた場合に準用する。

（普通株式を対価とする取得条項） 

第８条の９ 当会社は、第８条の６第３項に定める取得請

求期間の末日の翌日（当該日が営業日でない場合に

は、その直後の営業日。）が到来することをもって、

普通株式の交付と引換えに、Ａ種優先株式の全部を

取得する。 

2. 前項の場合、当会社は、かかるＡ種優先株式を取

得するのと引換えに、かかるＡ種優先株式の数にＡ

種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ａ

種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、

株式の併合又はこれらに類する事由があった場合

には、適切に調整される。）を乗じて得られる額を

次項に定める一斉取得価額で除して得られる数の

普通株式をＡ種優先株主に対して交付する。本項に

基づいてＡ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

は、会社法第234条に従ってこれを取扱う。 

3. 一斉取得価額は、第８条の７に定める取得価額（但

し、同条に準じて調整される。）と同額とする。 

第２章の３ Ｂ種優先株式 

（Ｂ種優先株式の剰余金の配当）  

第８条の10 当会社は、普通株主又は普通登録株式質権者

に対して、第33条に定める期末配当金としての剰余

金の配当を行う場合、第34条に定める中間配当金と

しての剰余金の配当を行う場合、又はこれら以外の

剰余金の配当を行う場合、当該剰余金の配当に係る

基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＢ

種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、Ｂ

種優先株式１株につき普通株式１株当たりの配当

額と同額の剰余金を支払う。 
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（新設） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（新設） 

  

  

（新設） 

  

  

  

    

（新設） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（新設） 

  

  

2. Ｂ種優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、

普通株式及びＣ種優先株式に係るそれと同順位と

する。 

（残余財産の分配） 

第８条の11 当会社は、残余財産を分配する場合、Ｂ種優

先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株

主又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（但し、Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株

式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由

があった場合には、適切に調整される。）の金銭を

支払う。 

2. Ｂ種優先株主又はＢ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。 

（議決権） 

第８条の12 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。 

（種類株主総会における決議） 

第８条の13 当会社が会社法第322条第１項各号に掲げる

行為をする場合においては、法令に別段の定めのあ

る場合を除き、Ｂ種優先株主を構成員とする種類株

主総会の決議を要しない。 

（普通株式を対価とする取得請求権） 

第８条の14 Ｂ種優先株主は、第３項に定める取得を請求

することができる期間中いつでも、当会社に対し

て、自己の有するＢ種優先株式の全部又は一部を、

普通株式を対価として取得することを請求するこ

とができる。 

2. 前項の取得請求があった場合、当会社は、当該請

求に係るＢ種優先株式を取得するのと引換えに、当

該請求に係るＢ種優先株式の数にＢ種優先株式１

株当たりの払込金額相当額（但し、Ｂ種優先株式に

つき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又

はこれらに類する事由があった場合には、適切に調

整される。）を乗じて得られる額を、次条に定める

取得価額で除して得られる数の普通株式を当該Ｂ

種優先株主に対して交付する。本項に基づいて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は、会社法第

167条第３項に従ってこれを取扱う。 

3. Ｂ種優先株主が当会社に対して、本条に基づき自

己の有するＢ種優先株式の全部又は一部の取得を

請求することができる期間は、Ｂ種優先株式の払込

期日の５年後の応当日の翌日（当該日が営業日でな

い場合には、その直後の営業日）以降とする。但し、

第８条の16に基づき当会社が金銭を対価とする取

得条項に係るＢ種優先株式取得日を定めた場合、当

会社がＢ種優先株主及びＢ種優先登録株式質権者

に対し、Ｂ種優先株式取得日を通知又は公告した日

からＢ種優先株式取得日までの間、Ｂ種優先株主は

本項に基づく普通株式を対価とする取得請求権を

行使することができない。 

4. 第８条の６第４項及び第５項の規定は、本条に定

める取得請求がなされた場合に準用する。 

（普通株式を対価とする取得請求に係る取得価額） 

第８条の15 前条の取得請求に係る取得価額は、当初145

円とし、第８条の７第２項から第６項までの規定を

準用して調整する。この場合、当該各項の「Ａ種優

先株式」、「Ａ種優先株主」及び「Ａ種優先登録株

式質権者」は、「Ｂ種優先株式」、「Ｂ種優先株主」

及び「Ｂ種優先登録株式質権者」とそれぞれ読み替

える。 
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（新設） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（新設） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（新設） 

  

（新設） 

  

（新設） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（新設） 

  

  

（金銭を対価とする取得条項） 

第８条の16 当会社は、Ｂ種優先株式の払込期日の翌日以

降、取締役会が別に定める日（以下「Ｂ種優先株式

取得日」という。）が到来することをもって、法令

上可能な範囲で、次項に定める金銭の交付と引換え

に、Ｂ種優先株式の全部又は一部を取得することが

できる。 

2. 前項の場合、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株につき、Ｂ

種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ｂ

種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、

株式の併合又はこれらに類する事由があった場合

には、適切に調整される。）の金銭を当該Ｂ種優先

株主に対して交付する。この場合において、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。 

（普通株式を対価とする取得条項） 

第８条の17 当会社は、Ｂ種優先株式の払込期日の１年後

の応当日の翌日以降、取締役会が別に定める日（以

下「Ｂ種優先株式一斉転換日」という。）が到来す

ることをもって、次項に定める普通株式の交付と引

換えに、Ｂ種優先株式の全部を取得することができ

る。 

 2. 前項の場合、当会社は、かかるＢ種優先株式を取

得するのと引換えに、かかるＢ種優先株式の数にＢ

種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ｂ

種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、

株式の併合又はこれらに類する事由があった場合

には、適切に調整される。）を乗じて得られる額を、

Ｂ種優先株式一斉転換日における第８条の15に定

める取得価額で除して得られる数の普通株式をＢ

種優先株主に対して交付する。本項に基づいて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

234条に従ってこれを取扱う。 

（譲渡制限） 

第８条の18 譲渡によるＢ種優先株式の取得については、

当会社の取締役会の承認を要する。 

第２章の４ Ｃ種優先株式 

（Ｃ種優先株式の剰余金の配当） 

第８条の19 当会社は、普通株主又は普通登録株式質権者

に対して、第33条に定める期末配当金としての剰余

金の配当を行う場合、第34条に定める中間配当金と

しての剰余金の配当を行う場合、又はこれら以外の

剰余金の配当を行う場合、当該剰余金の配当に係る

基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＣ

種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対し、Ｃ

種優先株式１株につき普通株式１株当たりの配当

額と同額の剰余金を支払う。 

2. Ｃ種優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、

普通株式及びＢ種優先株式に係るそれと同順位と

する。 

（残余財産の分配） 

第８条の20 当会社は、残余財産を分配する場合、Ｃ種優

先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対し、普通株

主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式

１株につき、Ｃ種優先株式１株当たりの払込金額相

当額（但し、Ｃ種優先株式につき、株式の分割、株

式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由

があった場合には、適切に調整される。）の金銭を

支払う。 
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（新設） 

  

  

（新設） 

  

  

  

  

（新設） 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（新設） 

  

  

  

  

  

  

   

（新設） 

  

  

2. Ｃ種優先株主又はＣ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。 

（議決権） 

第８条の21 Ｃ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。 

（種類株主総会における決議） 

第８条の22 当会社が会社法第322条第１項各号に掲げる

行為をする場合においては、法令に別段の定めのあ

る場合を除き、Ｃ種優先株主を構成員とする種類株

主総会の決議を要しない。 

（普通株式を対価とする取得請求権） 

第８条の23 Ｃ種優先株主は、第３項に定める取得を請求

することができる期間中いつでも、当会社に対し

て、自己の有するＣ種優先株式の全部又は一部を、

普通株式を対価として取得することを請求するこ

とができる。 

2. 前項の取得請求があった場合、当会社は、当該請

求に係るＣ種優先株式を取得するのと引換えに、当

該請求に係るＣ種優先株式の数にＣ種優先株式１

株当たりの払込金額相当額（但し、Ｃ種優先株式に

つき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又

はこれらに類する事由があった場合には、適切に調

整される。）を乗じて得られる額を次条に定める取

得価額で除して得られる数の普通株式を当該Ｃ種

優先株主に対して交付する。本項に基づいてＣ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は、会社法第167

条第３項に従ってこれを取扱う。 

3. Ｃ種優先株主が当会社に対して、本条に基づき自

己の有するＣ種優先株式の全部又は一部の取得を

請求することができる期間は、Ｃ種優先株式の払込

期日の１年後の応当日の翌日（当該日が営業日でな

い場合には、その直後の営業日）以降とする。但し、

第８条の25に基づき当会社が金銭を対価とする取

得条項に係るＣ種優先株式取得日を定めた場合、当

会社がＣ種優先株主及びＣ種優先登録株式質権者

に対し、Ｃ種優先株式取得日を通知又は公告した日

からＣ種優先株式取得日までの間、Ｃ種優先株主は

本項に基づく普通株式を対価とする取得請求権を

行使することができない。 

4. 第８条の６第４項及び第５項の規定は、本条に定

める取得請求がなされた場合に準用する。 

（普通株式を対価とする取得請求に係る取得価額） 

第８条の24 前条の取得請求に係る取得価額は、当初145

円とし、第８条の７第２項から第６項までの規定を

準用して調整する。この場合、当該各項の「Ａ種優

先株式」、「Ａ種優先株主」及び「Ａ種優先登録株

式質権者」は、「Ｃ種優先株式」、「Ｃ種優先株主」

及び「Ｃ種優先登録株式質権者」とそれぞれ読み替

える。 

（金銭を対価とする取得条項） 

第８条の25 当会社は、Ｃ種優先株式の払込期日の翌日以

降、取締役会が別に定める日（以下「Ｃ種優先株式

取得日」という。）が到来することをもって、法令

上可能な範囲で、次項に定める金銭の交付と引換え

に、Ｃ種優先株式の全部又は一部を取得することが

できる。  



 

 23

   

現 行 定 款 変 更 案 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

（新設） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

（新設） 

  

  

（新設） 

  

  

  

  

  

  

  

  

（新設） 

  

  

  

   

第28条～第34条  （条文略）  

2. 前項の場合、当会社は、かかるＣ種優先株式を取

得するのと引換えに、Ｃ種優先株式１株につき、Ｃ

種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ｃ

種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、

株式の併合又はこれらに類する事由があった場合

には、適切に調整される。）の金銭を当該Ｃ種優先

株主に対して交付する。この場合において、Ｃ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。 

（普通株式を対価とする取得条項） 

第８条の26 当会社は、Ｃ種優先株式の払込期日の１年後

の応当日の翌日以降、取締役会が別に定める日（以

下「Ｃ種優先株式一斉転換日」という。）が到来す

ることをもって、普通株式の交付と引換えに、Ｃ種

優先株式の全部を取得することができる。 

2. 前項の場合、当会社は、かかるＣ種優先株式を取

得するのと引換えに、かかるＣ種優先株式の数にＣ

種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ｃ

種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、

株式の併合又はこれらに類する事由があった場合

には、適切に調整される。）を乗じて得られる額を、

Ｃ種優先株式一斉転換日における第８条の24に定

める取得価額で除して得られる数の普通株式をＣ

種優先株主に対して交付する。本項に基づいてＣ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。 

（譲渡制限） 

第８条の27 譲渡によるＣ種優先株式の取得については、

当会社の取締役会の承認を要する。 

（種類株主総会） 

第14条の２ 第11条、第12条及び第14条の規定は、種類株

主総会にこれを準用する。 

2. 第10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。 

3. 第13条第１項の規定は、会社法第324条第１項の種

類株主総会決議に、第13条第２項の規定は、会社法

第324条第２項の種類株主総会決議にそれぞれ準用

する。 

（社外監査役との責任限定契約） 

第28条 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社

外監査役との間で、同法第423条第１項の損害賠償

責任について法令の定める限度まで限定する契約

を締結することができる。 

  

第29条～第35条 （条文番号のみ１条ずつ繰り下げ） 
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 また、平成23年６月21日開催予定の当社定時株主総会において、本優先株式発行に係る募集事項の決定を取締

役会に委任する件について承認がなされることを条件として、上記変更後の定款の一部を更に下記に記載の変更

案のとおり変更することにつき上記定時株主総会に付議いたします。 

 

 なお、下記変更案につきましては、本優先株式の合計181,898,408株以上についての払込金額の払込み及び現物

出資財産の給付がなされることを条件として、当該株数以上の本優先株式が発行されることとなる本優先株式の

払込（給付）期日で 初に到来する日に変更の効力が生じるものといたします。 

変 更 前 定 款 変 更 案 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、272,406,368株とす

る。 

2.  （条文略） 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、1,000,000,000株と

する。 

2. （変更前定款通り） 

  

 

以上  


