
−1−

証券コード ８３７７

平 成 ２８ 年 ６ 月 ２４ 日
株　主　各　位

富山市堤町通り一丁目２番２６号

取締役社長　庵　　　栄　伸

第13期定時株主総会および普通株式にかかる種類株主総会決議ご通知

拝啓　日頃は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第13期定時株主総会および普通株式にかかる
種類株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたの
で、ご通知申しあげます。

敬　具　
記

報 告 事 項
　�　第１３期（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　　　本件は、上記の内容を報告いたしました。
決 議 事 項
　第１号議案　剰余金の配当の件
　　�　本件は、原案どおり承認可決され、普通株式の期末配当金は１株に
つき４円２５銭、第１回第５種優先株式の期末配当金は１株につき所定の
７円５０銭と決定されました。

　第２号議案　株式併合の件
　　�　本件は、原案どおり承認可決され、平成２８年１０月１日を効力発生日
として、普通株式について、１０株を１株の割合で併合することと決定さ
れました。

　第３号議案　定款一部変更の件
　　�　本件は、原案どおり承認可決され、平成２８年１０月１日を効力発生日
として変更されることと決定されました。定款変更の内容は後記のとお
りであります。

　第４号議案　取締役９名選任の件
　　�　本件は、原案どおり承認可決され、庵栄伸、笹原晶博、麦野英順、
山川広行、中野隆、小倉隆巳、大島雄次、中川了滋の８氏が再選され
重任し、新たに、浅林孝志が選任され就任いたしました。

以　上　
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定款変更内容
　（下線部分は変更箇所を示します。）

現行定款 変更案

第２章　株　式
（発行可能株式総数）
第５条�　当会社の発行可能株式総数は３８億株とす

る。このうち２８億株は普通株式、４億株は
第１種優先株式、２億株は第２種優先株式、
２億株は第３種優先株式、９千万株は第４
種優先株式、１億１千万株は第５種優先株
式とする。

第２章　株　式
（発行可能株式総数）
第５条�　当会社の発行可能株式総数は３億９千万

株とする。発行可能種類株式総数は、普通
株式は２億８千万株とし、第５種優先株式
は１億１千万株とする。

（単元株式数）
第６条�　当会社の単元株式数は、すべての種類の

株式につき１，０００株とする。

（単元株式数）
第６条�　当会社の単元株式数は、普通株式は１００株

とし、優先株式は１，０００株とする。

第３章　優　先　株　式
（優先配当金）
第１０条�　当会社は、第５０条に定める剰余金の配当

を行うときは、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、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、それぞれ次に定め
る金額を上限として、完全子会社となる会
社における商法第３６５条もしくは第３５３条の
規定による株主総会の決議または当該優先
株式発行に際して取締役会の決議で定める
額の剰余金の配当（以下、「優先配当金」と
いう）を支払う。

　　　　第１種優先株式１株につき、年３７円５０銭
　　　　第２種優先株式１株につき、年３７円５０銭
　　　　第３種優先株式１株につき、年５０円
　　　　第４種優先株式１株につき、年３７円５０銭
　　　　第５種優先株式１株につき、年５０円

第３章　優　先　株　式
（優先配当金）
第１０条�　当会社は、第４７条に定める剰余金の配当

を行うときは、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、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、次に定める金額を
上限として、完全子会社となる会社におけ
る旧商法第３５３条の規定による株主総会の決
議または当該優先株式発行に際して取締役
会の決議で定める額の剰余金の配当（以下、
「優先配当金」という）を支払う。

　　　　第５種優先株式１株につき、年５０円

（優先中間配当金）
第１１条�　当会社は、第５１条に定める中間配当を行

うときは、優先株主または優先登録株式質
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、優先株式１株につき優先
配当金の２分の１を上限として、完全子会
社となる会社における商法第３６５条もしくは
第３５３条の規定による株主総会の決議または
当該優先株式発行に際して取締役会の決議
で定める額の金銭（本定款において、「優先
中間配当金」という）を支払う。

（優先中間配当金）
第１１条�　当会社は、第４８条に定める中間配当を行

うときは、優先株主または優先登録株式質
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、優先株式１株につき優先
配当金の２分の１を上限として、完全子会
社となる会社における旧商法第３５３条の規定
による株主総会の決議または当該優先株式
発行に際して取締役会の決議で定める額の
金銭（本定款において、「優先中間配当金」
という）を支払う。

（残余財産の分配）
第１２条�　当会社は、残余財産を分配するときは、

優先株主または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、それぞれ次に定める金銭を支払う。

　　　　第１種優先株式１株につき、５００円
　　　　第２種優先株式１株につき、５００円
　　　　第３種優先株式１株につき、５００円
　　　　第４種優先株式１株につき、５７０円
　　　　第５種優先株式１株につき、５００円

（残余財産の分配）
第１２条�　当会社は、残余財産を分配するときは、

優先株主または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、次に定める金銭を支払う。

　　　　第５種優先株式１株につき、５００円
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現行定款 変更案

（取得条項付株式に対する金銭の交付）
第１３条�　当会社は、第２種、第３種または第５種

優先株式の発行後、その発行に際して取締
役会の決議で定める期間を経過した後、当
会社の取締役会が別に定める日をもって、
会社法第４６１条に定める限度額を限度とし
て、当該決議でそれぞれ定める時期および
市場実勢を勘案して妥当と認められる額の
金銭を交付して、当該優先株式の全部また
は一部を取得することができる。当該優先
株式の一部を取得する場合は、抽選その他
妥当と認められる方法により行う。

（取得条項付株式に対する金銭の交付）
第１３条�　当会社は、第５種優先株式の発行後、そ

の発行に際して取締役会の決議で定める期
間を経過した後、当会社の取締役会が別に
定める日をもって、会社法第４６１条に定める
限度額を限度として、当該決議でそれぞれ
定める時期および市場実勢を勘案して妥当
と認められる額の金銭を交付して、当該優
先株式の全部または一部を取得することが
できる。当該優先株式の一部を取得する場
合は、抽選その他妥当と認められる方法に
より行う。

（第１種優先株式および第４種優先株式の自己株式
取得）
第１３条�の２　当会社は、第1種および第４種優先株

式における会社法第４５９条第１項第１号に定
める事項については、取締役会の決議によっ
て定めることができる。

　２．第１種および第４種優先株式に関する自己
株式の取得について会社法第１６０条第１項の
規定による決定をするときは、同条第２項
および第３項の規定を適用しない。

（削　除）

（取得請求権付株式）
第１６条�　第１種、第２種および第４種優先株式の

株主は、当会社に対し、その有する株式に
かえて、普通株式の交付を請求することが
できる。

　２．前項の取得請求をすることができる期間お
よび普通株式交付の条件は、完全子会社と
なる会社における商法第３６５条もしくは第
３５３条の規定による株主総会の決議または当
該優先株式の発行に際して取締役会の決議
をもって定める。

（削　除）

（取得条項付株式に対する普通株式の交付）
第１７条�　前条により取得請求をすることができる

期間中に取得請求のなかった第１種、第２
種または第４種優先株式は、同期間の末日
の翌日（以下、「一斉取得日」という）に、
当会社がその株式の全部を取得し、当該優
先株式１株の払込金相当額を一斉取得日に
先立つ４５取引日目に始まる３０取引日の東京
証券取引所における当会社の普通株式の普
通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の
平均値（終値のない日を除く）で除して得
られる数の普通株式を交付する。当該平均
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。この場合、
当該平均値が完全子会社となる会社におけ
る商法第３６５条もしくは第３５３条の規定によ
る株主総会の決議または当該優先株発行に
際して取締役会の決議で定める金額を下回
るときは、１株の払込金相当額を当該金額
で除して得られる数の普通株式を交付する。

　２．前項の普通株式数の算出にあたって１株に
満たない端数が生じた場合は、会社法に従っ
てこれを取り扱う。

（削　除）



−4− −5−

〈ご参考〉
■役員体制
　�　本定時株主総会終了後開催の取締役会ならびに監査役会の選定により、
役員体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長　　　　　　　庵　　　栄　伸
代表取締役副社長　　　　　　笹　原　晶　博
取　締　役　　　　　　　　　麦　野　英　順
取　締　役　　　　　　　　　山　川　広　行
取　締　役　　　　　　　　　中　野　　　隆
取　締　役　　　　　　　　　浅　林　孝　志（新任）
取　締　役　　　　　　　　　小　倉　隆　巳
取　締　役　　　　　　　　　大　島　雄　次
取　締　役　　　　　　　　　中　川　了　滋
常勤監査役　　　　　　　　　稲　葉　純　一
監　査　役　　　　　　　　　前　泉　洋　三
監　査　役　　　　　　　　　川　田　達　男

（注）　１．大島雄次および中川了滋は、社外取締役であります。
　　　２．前泉洋三および川田達男は、社外監査役であります。

現行定款 変更案

（優先順位）
第１８条�　第１種、第２種、第３種、第４種および

第５種優先株式相互の間の優先配当金、優
先中間配当金および残余財産の支払順位は、
同順位とする。

（削　除）

（優先配当金の除斥期間）
第１９条�　第５２条の規定は、優先配当金および優先

中間配当金の支払いについてこれを準用す
る。

（優先配当金の除斥期間）
第１６条�　第４９条の規定は、優先配当金および優先

中間配当金の支払いについてこれを準用す
る。

第２０条～第２５条　（記載省略） 第１７条～第２２条　（現行どおり）

第４章　株　主　総　会
（種類株主総会）
第２６条�　第２２条、第２３条および第２５条の規定は、

種類株主総会についてこれを準用する。
　２．第２１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。

第４章　株　主　総　会
（種類株主総会）
第２３条�　第１９条、第２０条および第２２条の規定は、

種類株主総会についてこれを準用する。
　２．第１８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。

第２７条～第５２条　（記載省略） 第２４条～第４９条　（現行どおり）

（新　設） 附　則
本定款の変更の効力発生日は、平成２８年６月２４日
開催の第１３期定時株主総会および普通株式にかか
る種類株主総会の議案にかかる株式併合の効力が発
生した日とする。なお、本附則は、当該株式併合の
効力発生日の経過後、これを削除する。

以　上
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■配当金のお支払いについて
　・�口座振込をご指定の方には、６月２７日付をもってご指定の口座へお振
込みの手続きをいたしますので、ご確認ください。

　・�口座振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払
渡しの期間（平成２８年６月２７日から平成２８年７月２６日まで）に領収証
裏面記載の方法によりお受け取りください。

　・�「期末配当金計算書」は、配当金額のご確認や、確定申告を行う際の添
付資料（支払通知書）としてご使用いただけます。株式数比例配分方
式を選択されている株主さまにおかれましては、お取引の証券会社等へ
ご確認ください。

■当社普通株式の単元株式数の変更および株式併合に伴うお取り扱いについて
　�　当社普通株式について、平成２８年１０月１日をもって単元株式数（売買
単位）が１，０００株から１００株に変更されます。また、第１３期定時株主総会
および普通株式にかかる種類株主総会において、平成２８年１０月１日をもっ
て普通株式１０株を１株に併合することについてご承認をいただきました。
　�　なお、この普通株式の単元株式数の変更および株式併合に伴う株主さま
による特段のお手続きの必要はございません。

　１．株式併合による影響等
　　�　株式併合により、普通株式の発行済株式総数が１０分の１に減少する
こととなりますが、純資産等は変動しませんので、１株あたりの純資産
は１０倍となり、株式市況の変動等他の要因を除けば、株主さまがお持
ちの当社普通株式の資産価値に変動はありません。また、議決権数にも
変動は生じません。

　２．株式併合後の株式
　　�　各株主さまの株式併合後の所有普通株式数は、平成２８年９月３０日の
最終の株主名簿に記録された株式数に１０分の１を乗じた数（１に満た
ない端数がある場合には、これを切り捨てます。）となります。

　　�　株主さまがお取引の証券会社等の口座に記録されている当社普通株式
の数は、平成２８年１０月１日をもって株式併合後の株式数に変更されます。
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　３．�１株未満の端数が生じる場合の処理
　　�　株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定
めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数の生じた株主さまに対
して、端数に応じて交付いたします。該当する株主さまには、後記のス
ケジュールにより別途ご案内いたします。

　　�　また、株式併合の効力発生前に、単元未満株式の買増しまたは買取り
をご請求いただくことにより、１株未満の端数が生じないようにするこ
とも可能です。単元未満株式の買増し・買取りのお申し出は、お取引の
証券会社において受け付けております。証券会社に口座を作られていな
い株主さまは、後記株主名簿管理人までお問い合わせください。

　４．主なスケジュール
　　�　平成２８年９月２７日　当社普通株式の１，０００株単位での売買の最終日
　　　平成２８年９月２８日　�各証券取引所の当社普通株式の売買単位が１００

株に変更�
　　　平成２８年１０月１日　単元株式数変更および株式併合の効力発生日�
　　　平成２８年１１月中旬　株主さまへ株式併合割当通知発送
　　　平成２８年１２月初旬　端数処分代金の支払開始

　５．本件に関するお問い合わせ先
　　�　単元株式数の変更および株式併合に関しご不明な点は、お取引のある
証券会社または下記株主名簿管理人までお問い合わせください。�

　　　東京都杉並区和泉２丁目８番４号�
　　　みずほ信託銀行株式会社�証券代行部�
　　　電話番号：０１２０－２８８－３２４（フリーダイヤル）�
　　　受付時間：�午前９時から午後５時まで（土日、祝日を除く）


