
 

 

 

 

平成25年5月29日 

各    位 

    会社名  富士通コンポーネント株式会社 

 代表者名  代表取締役社長 石坂 宏一 

                                                        （コード番号    6719  東証第二部） 

                                                       問合せ先       取 締 役  倉本 雅晴 

                                                       （電話 03-5449-7000） 

 

株式の分割、単元株制度の採用及び定款の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、普通株式の分割の実施、普通株式と第２種優先株式について単

元株制度を採用すること及び定款の一部変更を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、平成25年6月26日開催予定の当社第12 回定時株主総会及び第２種優先株主による種

類株主総会で承認が得られることを条件としています。 

  

記 

 

１．株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的 

平成19年11月27日付にて全国証券取引所が公表した｢売買単位の集約に向けた行動計画｣の趣旨に 
鑑み、当社株式の売買単位を100株とするため、当社定款について株式の分割の実施及び単元株制度採 
用に係る所要の変更を行うものです。なお、第２種優先株式（非上場）につきましては、株式の分割を 
実施せず、単元株式数を1 株といたします。この株式の分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実 
質的な変更はありません。その他、今後発行を予定しない第１種優先株式に係る規定を定款から削除す 
ると共に規定の整備、条文の加除に伴う条数の変更等、所要の変更を行います。 

 

２．株式の分割 

（１）分割の方法 

平成25年9月30日（月）を基準日として、同日 終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する

普通株式を、１株につき100 株の割合をもって分割いたします。 

（２）分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数       普通株式                79,630 株 

第２種優先株式           2,000 株  

合計        81,630 株 

 

今回の分割により増加する株式数     普通株式       7,883,370株   

株式分割後の発行済株式総数       普通株式        7,963,000株 

第２種優先株式            2,000株 

合計        7,965,000株 

株式分割後の発行可能株式総数           普通株式            26,000,000株 

第２種優先株式       8,000株 

合計      26,008,000株 
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３．分割の日程 

（１）基準日公告日 平成25年9月13日（金） 

（２）基準日 平成25年9月30日（月） 

（３）効力発生日 平成25年10月1日（火） 

 

４．単元株制度の採用 

（１）新設する単元株式の数 

「３．分割の日程」の効力発生日をもって単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株、第 

２種優先株式の単元株式数を1 株とします。 

（２）新設の日程 

効力発生日 平成25 年10 月1 日（火） 

（参考）上記のとおり、株式分割及び単元株制度の採用の効力発生日は平成25 年10 月1 日ですが、株式

の売買後の振替手続の関係で、平成25 年9 月26 日（木）をもって、東京証券取引所における当社

株式の売買単位は1 株から100 株に変更されます。 

 

５．定款変更の内容 

（１）現行定款第６条（発行可能株式総数）に所要の変更を加え、変更案第７条（単元株式数）及び第 
 ８条（単元未満株式についての権利）を新設するものであります。 

（２）今後発行を予定しない第１種優先株式について、現行定款第９条（第１種優先株式)を削除する 

ほか、あわせて現行定款第６条（発行可能株式総数）についても、第１種優先株式に係る規定を削除

いたします。 

（３）上記のほか、規定の整備、条文の加除に伴う条数の変更等、所要の変更を行います。 
（４）定款変更の日程 

効力発生日 平成25 年10 月1 日（火） 

（５）変更の内容は次のとおりです。 
 

(下線は変更部分を示します。) 

現 行 定 款 定 款変更案 
（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、270,000株
とし、このうち260,000 株は普通株式、2,000 株は
第1種優先株式、8,000株は第2種優先株式とする。

 
（新設） 

 
 

 
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第７条～第８条 （条文省略） 
 

（第1種優先株式） 
第９条 当会社の発行する第 1 種優先株式の内容
は次のとおりとする。 

（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、26,008,000
株とし、このうち26,000,000株は普通株式、8,000
株は第2種優先株式とする。 

 
（単元株式数） 
第７条 当会社の単元株式数は、普通株式につき
100株とし、第２種優先株式につき１株する。 
 
（単元未満株式についての権利） 
第８条 当会社の株主は、その有する単元未満株式
について、次に掲げる権利以外の権利を行使するこ
とができない。 
1. 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 
2. 会社法第 166 条第１項の規定による請求をす
る権利 
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当
ておよび募集新株予約権の割当を受ける権利 
 
第９条～第１０条 （現行どおり） 
 

（削除） 
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（無議決権株式） 
1. 第1種優先株式を有する株主（以下「第1種優
先株主」という。）は、株主総会において議決権
を有しない。 

（優先配当金） 
2. 当会社は、毎年3月31日の 終の株主名簿に
記載または記録された第1種優先株主および第1
種優先株式の登録株式質権者（以下「第1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。）および
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、1 株当たり、第 1
種優先株式の発行価額（1,000,000円）に、本項
第2号に定める年率（以下「第1種優先配当年率」
という。）を乗じて算出した剰余金の配当（以下
「第1種優先配当金」という。）を行う。 
② 第 1 種優先配当年率は、3 月 31 日（当日が
銀行休業日の場合は前営業日）の日本円TIBOR
（1年物）に当該第1種優先株式の発行に際し
て取締役会で定める率（ただし、上限 1.15％
とする。）を加算した年率とする。第 1 種優先
配当年率は、％位未満小数第4位まで算出し、
その小数第4位を四捨五入する。 
・第1種優先配当年率修正日は毎年4月1日と
する。当日が銀行休業日の場合は前営業日を年
率修正日とする。「日本円 TIBOR（1 年物）」と
は、午前11時における日本円1年物トーキョ
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
される数値の平均値を指すものとする。日本円
TIBOR（1年物）が公表されていない場合には、
同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロ
ンドン時間午前 11 時にスクリーン・ページに
表示されるユーロ円 1 年物ロンドン・インタ
ー・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR
（1年物））として英国銀行協会によって公表さ
れる数値またはこれに準ずるものと認められ
るものを用いる。 

（非累積条項） 
3. ある事業年度において、第1種優先株主または
第 1 種優先登録株式質権者に対して配当する剰
余金の額が第 1 種優先配当金の額に達しないと
きは、その不足額は翌事業年度以降に累積しな
い。 

（参加条項） 
4. 普通株主または普通登録株式質権者に対して
配当する剰余金の額を20倍した金額が、第1種
優先配当金を超える場合は、第1種優先株主また
は第1種優先登録株式質権者に対して、その超え
る金額を第1種優先配当金に加算して支払う。 

（残余財産の分配） 
5. 当会社の残余財産を分配するときは、第1種優
先株主または第 1 種優先登録株式質権者に対し
て、普通株主または普通登録株式質権者に先立
ち、発行価額相当額（ただし、第1種優先株式に
ついて株式分割、併合その他調整が合理的に必要
とされる事由が発生した場合には、当会社取締役
会により合理的に調整された額とする。）を支払
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う。第1種優先株主または第1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。 

（優先株式の取得等） 
6. 当会社は、法令に定めるところに従って第1種
優先株主との合意により第 1 種優先株式の一部
または全部を有償で取得することができ、法令の
定めるところに従ってこれを消却することがで
きる。 

（取得条項） 
7. 当会社は、法令に定める場合を除き、第1種優
先株式の発行日以降いつでも、第1種優先株主ま
たは第 1 種優先登録株式質権者に対して取得日
から 30 日以上 45 日以内の事前通知を行った上
で、残存する第 1 種優先株式の全部または一部
を、1株につき1,010,000円（ただし、第1種優
先株式について株式の併合または分割その他調
整が合理的に必要とされる事由が発生した場合
には、かかる事項が行われる直前の第1種優先株
式の経済的価値を維持できる範囲で適切に調整
された額とする。）で取得することができる。一
部を取得するときは、抽選その他の方法により行
う。 

（株式の併合または分割、新株予約権等） 
8. 当会社は、法令に定める場合を除き、第1種優
先株式について、株式の併合または分割を行わな
い。また、第1種優先株主に対しては、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
与えない。 
当会社は、第1種優先株主には株式無償割当て

または新株予約権無償割当ては行わない。 
（転換予約権（取得請求権）） 
9. 第1種優先株主は、発行に際して取締役会の決
議で定める取得を請求し得べき期間中、当会社に
対し、当該第1種優先株主が有する第1種優先株
式と引換えに、当該決議で定める算定方法による
数の普通株式を交付するよう請求（以下「転換請
求」という。）することができる。 

（普通株式への一斉転換（一斉取得）） 
10. 転換を請求し得べき期間中に転換請求のなか
った第1種優先株式については、同期間の末日の
翌日（以下「一斉転換日」という。）をもって、
その全部を取得する。当会社は、当該取得と引換
えに、第1種優先株式1株あたり、第1種優先株
式1株の払込金額相当額を一斉転換日に先立つ3
取引日（一斉転換日を含み、終値（気配表示を含
む。）のない日を除く。）の株式会社東京証券取引
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（1,000 円
未満を切り捨てる。以下「強制転換価額」という。）
を基として発行に際して取締役会で定める算出
値で除して得られる数の普通株式を交付する。た
だし、強制転換価額が当初転換価額の 40％（以
下「下限転換価額」という。）を下回るときは、
第 1 種優先株式の払込金額相当額を当該下限転
換価額で除して得られる数の普通株式を交付す
る。上記の普通株式の数の算出に当たって1株に
満たない端数が生じたときは、会社法234条に定
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める方法によりこれを取扱う。 
（優先配当金の除斥期間） 
11.  第 37条の規定は、第1種優先配当金の支払
いについて、これを準用する。 

 
（第2種優先株式） 
第 10 条１．～10.（条文省略） 
（優先配当金の除斥期間） 
11. 第37条の規定は、第2種優先配当金の支払い

について、これを準用する。 
 
第11条～第16条 （条文省略） 
 
（種類株主総会） 

第17条  第13条、第15条及び第16 条の規定は、
種類株主総会にこれを準用する。 
 
第18条～第37条 （条文省略） 
 

（新設） 
 

 
 
 
 
 
（第2種優先株式） 
第 11 条１．～10. （現行どおり） 
（優先配当金の除斥期間） 
11.  第38条の規定は、第2種優先配当金の支払い
について、これを準用する。 

 
第12条～第17条 （現行どおり） 
 
（種類株主総会） 

第18条  第14条、第16条及び第17条の規定は、
種類株主総会にこれを準用する。 
 
第19条～第38条 （現行どおり） 
（附則） 第６条の変更、第７条および第８条の新
設ならびにこれに伴う条数の繰下げは、平成 25 年
10月1日から効力を生じるものとする。 
 本附則は効力発生後これを削除する。 
 

 

以上 


