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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 28 年３月 29 日開催予
定の第 80 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）当社が平成18年度に発行したＡ種優先株式については、当該株式の株主である太陽
誘電株式会社より会社法第166条の定めに基づく取得請求権の行使があり、当社は
普通株式の発行と引き換えにこれを取得しました。その後当社は会社法第178条の
定めに基づきＡ種優先株式の消却を実施し、当該株式は発行の目的を完了しました。
これに伴い、Ａ種優先株式に関連する定款の規定を削除するものであります。（第
６条、第10条の２～第10条の７、第16条の２）
（２）上記（１）の取得請求権の行使および普通株式の発行により、当社の発行済株式総
数は、定款に定めた発行可能株式総数の上限に近づいております（発行可能株式総
数に対する割合は約83.5％）。そこで当社グループの将来の事業拡大に備えた機動
的かつ柔軟な資本政策の実現を可能とするために、現在の発行済株式総数の約2.6
倍に相当する発行可能株式総数の拡幅を行うものであります。（第６条）
（３） 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行により、責任限定
契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、関連する定款
の規定の変更を行うものであります。（第27条(2)、第35条(2)）
なお、第27条の変更を行うことにつきましては、監査役全員の同意を得ております。
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２．変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
（下線は変更部分を示します｡)
現 行 定 款

変 更 定 款 案

第６条（発行可能株式総数）

第６条（発行可能株式総数）

当会社の発行可能株式総数は、8,280 万株とし、

当会社の発行可能株式総数は、１億 5,000 万株と

このうち 6,780 万株は普通株式の発行可能種類株

する。

式総数、1,500 万株はＡ種優先株式の発行可能種
類株式総数とする。
第 10 条の２（Ａ種優先配当金）

（削除）

（1）当会社は、剰余金の配当をするときは、当該
配当の基準日の最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、同日の最終の株主名簿に記載または記録
された当会社の普通株式（以下、
「普通株式」とい
う。）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２円（以下、
「Ａ種年間優先配当額」と
いう。）に、当該基準日が属する事業年度の初日（同
日を含む。）から当該配当の基準日（同日を含む。）
までの日数を乗じ 365（当該事業年度が閏年の場
合には 366 とする。）で除して得られる割合を乗じ
た額の配当（以下、「Ａ種優先配当」という。）を
する。ただし、すでに当該事業年度に属する日を
基準日とするＡ種優先配当をしたときは、かかる
Ａ種優先配当の累積額を控除した額とする。
(2)ある事業年度において、Ａ種優先株主またはＡ
種優先登録質権者に対してした剰余金の配当の額
がＡ種年間優先配当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。
(3)Ａ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対
しては、Ａ種年間優先配当額を超えて剰余金の配
当をしない。ただし、当会社が吸収分割をする場
合において会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 758
条第 8 号ロもしくは同法第 760 条第 7 号ロに規定
する剰余金の配当をするとき、または当会社が新
設分割をする場合において同法第 763 条第 12 号ロ
もしくは同法第 765 条第 1 項第 8 号ロに規定する
剰余金の配当をするときに、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種年間優先配
当額を配当した後に、普通株主または普通登録株
式質権者に対して剰余金の配当をするときは、同
時に、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権
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（削除）

現 行 定 款

変 更 定 款 案

者に対して、Ａ種優先株式１株当たり、普通株式
１株当たりの剰余金の配当額と同一額の配当をす
る。
第 10 条の３（残余財産の分配）

（削除）

(1)当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先

（削除）

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 100 円を支払う。
(2)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は行わな
い。
第 10 条の４（議決権）

（削除）

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を

（削除）

除き、株主総会において議決権を有しない。
第 10 条の５（転換請求権）

（削除）

Ａ種優先株主は、下記の転換請求期間中、下記に
定める転換の条件で、当会社に対して、Ａ種優先
株式を取得することを請求することができるもの
とし、当会社は、Ａ種優先株主が取得の請求をし
たＡ種優先株式を取得するのと引換えに、当会社
の普通株式を当該Ａ種優先株主に対して交付する
（以下「転換」という。）ものとする。
①転換請求期間
Ａ種優先株式の転換を請求し得べき期間（以下、
「転換請求期間」という。）は、平成 18 年 10 月 1
日から平成 28 年 3 月 31 日までとする。
②転換の条件
(ア)当初転換価額
当初転換価額は、100 円とする。
(イ)転換価額の調整
(a)以下の(ⅰ)ないし(ⅳ)のいずれかに該当する
場合には、転換価額を次に定める算式（以下、
「転
換価額調整式」という。）により調整し、以下の(ⅴ)
に該当する場合には、転換価額を(ⅴ)に定めると
ころに従い調整する。転換価額調整式を用いる計
算については、円位未満小数第１位まで算出し、
その少数第１位を切り上げる。
調整後転換価額＝
調整前転換価額×｛（既発行普通株式数－自己株式
数）＋新規発行普通株式数×１株あたりの払込金
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（削除）

現 行 定 款

変 更 定 款 案

額／１株あたりの時価｝
／（既発行普通株式数－自己株式数）＋新規発行
普通株式数
(ⅰ)転換価額調整式に使用する時価を下回る金額
をもって普通株式を発行または当会社が保有する
普通株式（以下、「自己株式」という。）を処分す
る場合（無償割当ての場合を含むが、普通株式の
交付と引換えに取得される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(イ)において同じ。）の取得による場合または
普通株式を目的とする新株予約権の行使による場
合を除く。）
調整後の転換価額は、払込期日（払込期間を定め
た場合には当該払込期間の最終日。無償割当ての
場合にはその効力が生じる日。以下本(a)において
同じ。）の翌日以降、または株主への割当てにかか
る基準日を定めた場合は当該基準日（無償割当て
にかかる基準日を定めた場合には当該基準日。）
（以下、「株主割当日」という。）がある場合はそ
の日の翌日以降これを適用する。なお、自己株式
の処分の場合には、転換価額調整式における「新
規発行普通株式数」は「処分自己株式数」、「１株
当たりの払込金額」は「1 株当たりの処分価額」、
「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞ
れ読み替える。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後の転換価額は、株式の分割にかかる基準日
の翌日以降これを適用する。なお、この場合、転
換価額調整式における「（既発行普通株式数－自己
株式数）」は「既発行普通株式数」、
「新規発行普通
株式数」は「株式の分割により増加する普通株式
数」とそれぞれ読み替える。
ただし、分配可能額から資本に組み入れられるこ
とを条件としてその部分を持って株式の分割をす
る旨取締役会で決議する場合であり、かつ当該分
配可能額の資本組入の決議をする株主総会の終結
の日以前の日を株主の分割にかかる基準日とする
場合には、調整後の転換価額は、当該分配可能額
の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌
日以降これを適用する。なお、上記但書の場合に
おいて、株式分割にかかる基準日の翌日から当該
分配可能額の資本組入の決議をした株主総会の終
結の日までに転換を請求した者に対しては、次の
算出方法により、当会社の普通株式を発行する。
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現 行 定 款

変 更 定 款 案

株式数＝
（調整前転換価額－調整後転換価額）
×（調整前転換価額をもって転換により当該期間
内に発行された株式数）
／調整後転換価額
(ⅲ)転換価額調整式に使用する時価を下回る価額
をもって普通株式の交付と引換えに当会社に取得
される株式、新株予約権もしくはその他の証券ま
たは当会社に対して取得を請求できる株式、新株
予約権もしくはその他の証券を発行もしくは処分
する場合（無償割当ての場合を含む。）、または権
利行使により転換価額調整式に使用する時価を下
回る価額をもって普通株式又は普通株式の交付と
引換えに当会社に取得される株式その他の証券も
しくは当会社に対して取得を請求できる株式その
他の証券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（無償割当ての場合を含む。）調整
後の転換価額は、かかる株式、新株予約権もしく
はその他の証券の払込期日（新株予約権の場合は
割当日。以下本(a)において同じ）に、無償割当て
の場合にはその効力が生ずる日（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(a)
において同じ。）に、また、株主割当日がある場合
はその日に、発行または処分される株式、新株予
約権、またはその他の証券の全てが当初の条件で
取得又は行使等され普通株式が交付されたものと
みなし、その払込期日の翌日以降、無償割当の場
合にはその効力が生ずる日以降、また株主割当日
がある場合にはその翌日以降これを適用する。以
後の調整においては、かかるみなし株式数は、実
際に当該取得または新株予約権の行使がなされた
結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発
行の普通株式数に算入される（下記(ⅳ)も同様と
する。）。
(ⅳ)普通株式の交付と引換えに当会社に取得され
る株式その他の証券もしくは当会社に対して取得
を請求できる株式その他の証券の交付を受けるこ
とができる新株予約権または普通株式を目的とす
る新株予約権であって、取得の価額または新株予
約権の行使に際して出資される財産の１株当たり
の価額がかかる新株予約権の割当日において確定
しておらず後日一定の日（以下、
「価額決定日」と
いう。）の価額を基準として確定されるものを発行
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現 行 定 款

変 更 定 款 案

（無償割当ての場合を含む。）した場合において、
決定された取得の価額または新株予約権の行使に
際して出資される財産の１株あたりの価額が転換
価額調整式に使用する時価を下回る場合、調整後
の転換価額は、当該価額決定日に残存する当該株
式の全てが転換または全ての新株予約権が行使さ
れたものとみなし、価額決定日の翌日以降これを
適用する。
(ⅴ)普通株式の併合をするときは、株式の併合の
効力発生の時をもって次の算式により、転換価額
を調整する。
調整後転換価額＝
調整前転換価額×併合前発行済普通株式数／併合
後発行済普通株式数
(b)上記(a)に掲げる場合のほか、合併、株式交換、
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部
の取得、株式移転または会社の分割等その他普通
株式の発行済株式数の総数（但し、当会社が保有
する普通株式の数を除く。）の変更または変更の可
能性を生じる事由の発生により転換価額の調整を
必要とする場合には、取締役会が合理的と判断す
る転換価額に調整する。
(c)転換価額調整式に使用する１株あたりの時価
とは、調整後転換価額を適用する日（但し、上記
(a)(ⅱ)但書の場合には当該基準日）に先立つ 45
取引日目に始まる 30 取引日の株式会社東京証券
取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値
（気配表示がある場合は気配表示を含む。）の平均
値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円
位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を
四捨五入する。なお、上記 45 取引日の間に、上記
(a)または(b)で定める転換価額の調整事由が生じ
た場合には、当該平均値は、上記(a)または(b)に
準じて取締役会が合理的と判断する値に調整され
る。
(d)転換価額調整式に使用する調整前転換価額は
調整後転換価額を適用する前日において有効な転
換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既
発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその
日、もしくは株主割当日がない場合は調整後転換
価額を適用する日の１ヵ月前の日における当会社
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現 行 定 款

変 更 定 款 案

の発行済普通株式数とする。
(e)転換価額調整式に使用する１株あたりの払込
金額とは、それぞれ以下のとおりとする。
(ⅰ)上記(a)(ⅰ)の転換価額調整式で使用する時
価を下回る金額を持って普通株式を発行または自
己株式を処分する場合（普通株式の交付と引換え
に取得される株式もしくは新株予約権の取得によ
る場合または普通株式を目的とする新株予約権の
行使による場合を除く。）には、当該払込金額また
は処分価額（金銭以外の財産による払込みの場合
にはその適正な評価額）。なお、当該普通株式を無
償割当てする場合には０円とする。
(ⅱ)上記(a)(ⅱ)の株式の分割をする場合は０円
(ⅲ)上記(a)(ⅲ)の転換価額調整式で使用する時
価を下回る価額をもって普通株式の交付と引換え
に当会社に取得される株式、新株予約権もしくは
その他の証券または当会社に対して取得を請求で
きる株式、新株予約権もしくはその他の証券を発
行もしくは処分する場合（無償割当ての場合を含
む。）、または上記(a)(ⅲ)で定める内容の新株予約
権を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）は、
当該取得の価額または当該新株予約権の行使に際
して出資される財産の１株あたりの価額
(ⅳ)上記(a)(ⅳ)の場合は、価額決定日に決定され
た取得の価額または新株予約権の行使に際して出
資される財産の１株あたりの価額
(f)転換価額調整式により算出された調整後転換
価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとど
まるときは、転換価額の調整はこれを行わない。
ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由
が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価
額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換
価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
③転換により交付すべき普通株式数
転換により交付すべき普通株式数＝
Ａ種優先株主が転換請求のために提出したＡ種優
先株式の発行価額の総額
／転換価額
転換により交付すべき普通株式数の算出にあたっ
ては、１株に満たない端数が生じたときは、これ
を切り捨てる。
第 10 条の６(一斉転換条項）

（削除）

当会社は、転換請求期間中に転換請求のなかった
Ａ種優先株式を、同期間の末日の翌日（以下、
「一
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（削除）

現 行 定 款

変 更 定 款 案

斉転換基準日」という。）をもって、Ａ種優先株式
１株の払込金額相当額を、一斉転換基準日におい
て有効な転換価額で除して得られる数の普通株式
と引換えに取得する。
上記の普通株式の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、会社法第 234 条に従
いこれを取り扱う。
第 10 条の７（株式の併合または分割、募集株式の割 （削除）
当て等）
当会社は、Ａ種優先株式について株式の併合また

（削除）

は分割を行わない。また、当会社は、Ａ種優先株
主に対し、募集株式または募集新株予約権の割当
てを受ける権利を与えず、また株式無償割当てま
たは新株予約権無償割当ては行わない。
第 27 条（取締役の責任免除）

第 27 条（取締役の責任免除）

(2）当会社は、会社法第 427 条第１項の規定によ

(2）当会社は、会社法第 427 条第１項の規定によ

り、社外取締役との間に、会社法第 423 条第１項

り、取締役（業務執行取締役等を除く）との間に、

の行為による賠償責任を限定する契約を締結する

会社法第 423 条第１項の行為による賠償責任を限

ことができる。ただし、当該契約に基づく賠償責

定する契約を締結することができる。ただし、当

任の限度額は、法令が規定する額とする。

該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定
する額とする。

第 35 条（監査役の責任免除）

第 35 条（監査役の責任免除）

(2）当会社は、会社法第 427 条の規定により、社

(2）当会社は、会社法第 427 条の規定により、監

外監査役との間に、会社法第 423 条第１項の行為

査役との間に、会社法第 423 条第１項の行為によ

による賠償責任を限定する契約を締結することが

る賠償責任を限定する契約を締結することができ

できる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限

る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額

度額は、法令が規定する額とする。

は、法令が規定する額とする。

３．日程
(1)定款変更のための株主総会開催日

平成28年３月29日（予定）

(2)定款変更の効力発生日

平成28年３月29日（予定）
以上
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