
 

平成 18 年 4 月 11 日 

各    位 

寺  島  薬  局  株  式  会  社

代 表 取 締 役 社 長   田 口   武

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号 ７５８６）

問い合わせ先 専務取締役管理本部長 岩崎  卓二

ＴＥＬ ０２９－８５６－８８８８

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

平成 18 年４月 10 日開催の当社取締役会において、「定款の一部変更の件」に関し､平成 18 年５月

25日開催予定の第35期定時株主総会において､下記のとおり付議することを決議いたしましたので

ご通知いたします。 

記 

 

１．定時株主総会開催予定日       平成 18 年５月 25 日 

２．定款の一部変更の趣旨及び目的 

(１)変更の理由 

① 第２条 

ア． 当社事業内容の多様化に対応するため、事業目的（２８）を追加変更するものです。 
イ． 「介護保険法等の一部を改正する法律」平成１８年４月１日施行により、法令で定め

る介護サービス内容の変更に伴い、（２９）～(３７）に所要の変更を行うものです。 
   ② 第４条 

    「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成１６年法律第８７号）

が平成１７年２月１日に施行され、電子公告制度の導入が認められたひとに伴い、より

効果的で経済的な情報開示方法であこの方法を採用するため変更し、併せてやむを得な

い事由により電子公告ができないときの措置を定めるものであります。 
③ その他 

     「会社法」（平成１７年法律第８６号）が平成１７年７月２６日に公布され、その施行に

より定款に定めることで可能となる事項等に関し、以下の変更を行うものであります。 
ア、 第２５条第２項（新設）、第２６条第２項(新設)：取締役会において、書面決議が認
められることになりますので、経営判断をより機動的に行えるよう、全取締役の同意が

あり、全監査役にも異議がない場合に限り、現に会議を開催しない形で取締役会の決議

を認めるものであります。 
イ、 第９条（新設）：単元未満株主の権利の一部を制限するためのものであります。 



ウ、 株券を発行する旨や会社の機関の設置を明記するものであります。 
① 第６条(新設)：株券を発行する旨。 
② 第２１条(新設)：取締役会を設置する旨。 
③ 第３０条(新設)：監査役および監査役会を設置する旨。 
④ 第６章第４０条～第４３条(新設)：会計監査人の設置、選任、任期、報酬等に関す
る規定の新設。 

    エ、 用語の変更等所要の手当てを加えるものであります。 
第５条(発行可能株式総数)、第７条(自己の株式の取得)、第８条(単元株式数及び単元
未満株券の不発行)、第１０条(基準日)、第１１条(株主名簿管理人)、第１２条(株式取
扱規程)、第１３条(召集)、第１５条(決議の方法)、第１６条(議決権の代理行使)、第１
７条(議事録)、第１９条(選任方法)、第２０条(任期)、第２２条(代表取締役及び役付取
締役)、第２４条(取締役会の招集通知)、第２５条(取締役会の決議方法)、第２８条(報
酬等)、第３２条(選任方法)、第３３条(任期)、第３４条(常勤の監査役)、第３５条(監
査役会の招集通知)、第３６条(監査役会の決議方法)、第３７条(監査役会の議事録)、
第３９条(報酬等)、第４４条(事理業年度)、第４５条(剰余金の配当)、第４６条(中間配
当)、第４７条(剰余金の配当等の除斥期間) 



３．変更の内容 
現行定款 変更案 

第１章   総  則 

（商号） 

第１条  当会社は、寺島薬局株式会社と 

称し、英文では、TERASHIMA 
Co.,Ltdと表示する。 

（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)薬局の経営 

(2)医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用

具、治療衛生材料、介護用品、 福祉

用具、健康器具、計量器、農薬、工業

薬品、毒物劇物の製造並びに販売 

(3)食品、食品添加物、酒精飲料の製造並

びに販売 

   (4)飼料、飼料添加物、肥料の製造並びに

販売 

(5)写真材料の製造並びに販売 

   (6)繊維製品、装身具及び日用品雑貨 

の製造並びに販売 

(7)米穀類、酒類、塩、煙草、石油、ガス、

その他家庭用燃料の販売 

   (8)事務用機器、事務用品、文房具、ス 

ポーツ用品、レジャー用品、寝具、 

園芸用品、時計、眼鏡、宝飾品、カ 

メラ、映像ソフト、音楽ソフト、ゲ 

ームソフト、ペット、ペットフード 

、ペット用品の販売 

(9)切手、葉書、収入印紙、テレホン 

カード、商品券等の販売及び販売 

の代行 

(10)家具、木材、電気照明器具、ガス器

具、冷暖房設備器具、給排水設備器

具、給湯設備器具、厨房器具、電気

製品、映像機器、音響機器の販売 

    (11)自動車、自転車、その他の車両及 

び部品の販売 

(12)前記各号の物品及びその付帯関連

する物品の輸出入業並びにレンタ

ル、通信販売 

(13)前記 6 号、８号、９号、10 号及び

11 号に関連する古物の売買並びに

その受託販売 

(14)代金前払方式の磁気カードの発行 

及び販売の代行 

(15)不動産の賃貸借、仲介並びに管理 

(16)建物の保守及び清掃並びに一般廃

棄物の回収 

(17)医療機関等における医療用機材の

物品管理並びに消毒、滅菌業務の受

第１章   総  則 

（商号） 
＜現行どおり＞ 
 
 
（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)薬局の経営 

(2)医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用

具、治療衛生材料、介護用品、 福祉

用具、健康器具、計量器、農薬、工業

薬品、毒物劇物の製造並びに販売 

(3)食品、食品添加物、酒精飲料の製造並

びに販売 

   (4)飼料、飼料添加物、肥料の製造並びに 

販売 

(5)写真材料の製造並びに販売 

   (6)繊維製品、装身具及び日用品雑貨 

の製造並びに販売 

(7)米穀類、酒類、塩、煙草、石油、ガス、

その他家庭用燃料の販売 

   (8)事務用機器、事務用品、文房具、ス 

ポーツ用品、レジャー用品、寝具、 

園芸用品、時計、眼鏡、宝飾品、カ 

メラ、映像ソフト、音楽ソフト、ゲ 

ームソフト、ペット、ペットフード 

、ペット用品の販売 

(9)切手、葉書、収入印紙、テレホン 

カード、商品券等の販売及び販売 

の代行 

(10)家具、木材、電気照明器具、ガス器

具、冷暖房設備器具、給排水設備器

具、給湯設備器具、厨房器具、電気

製品、映像機器、音響機器の販売 

    (11)自動車、自転車、その他の車両及 

び部品の販売 

(12)前記各号の物品及びその付帯関連

する物品の輸出入業並びにレンタ

ル、通信販売 

(13)前記 6 号、８号、９号、10 号及び

11 号に関連する古物の売買並びに

その受託販売 

(14)代金前払方式の磁気カードの発行 

及び販売の代行 

(15)不動産の賃貸借、仲介並びに管理 

(16)建物の保守及び清掃並びに一般廃

棄物の回収 

(17)医療機関等における医療用機材の

物品管理並びに消毒、滅菌業務の受



託事業 

(18)人材育成のための教育事業 

(19)書籍の出版並びに販売事業 

(20)商品、講座および教育システムの市

場調査並びに開発 

(21)労働者派遣に係わる事業 

(22)有料職業紹介業 

(23)スポーツ施設、文化施設、遊戯場、

駐車場、興行場、飲食店、クリーニ

ング業、美容業、理容業、旅行業、

運送業、ガソリンスタンドの経営 

(24)生命保険の募集に関する業務、損害

保険及び自動車損害賠償保障法に

基づく保険代理業 

(25)コンピューターによる情報処理並

びに情報提供に関する事業 

(26)コンピューターおよびコンピュー

ターソフトウェアの開発並びに販

売事業 

(27)給食事業および配食サービス事業 

 ＜ 新 設 ＞ 

 (28)(1)介護保険法に基づく指定居宅介

護支援事業 

      (2)介護保険法に基づく次の居宅ｻｰ

ﾋﾞｽ事業 

① 訪問介護 

② 訪問入浴介護 

③ 訪問看護 

④ 通所介護 

⑤ 短期入所生活介護 

⑥ 痴呆対応型共同生活介護 

⑦ 特定施設入所者生活介護 

⑧ 福祉用具貸与 

      (3)居宅介護福祉用具の販売 

      (4)居宅介護住宅改修事業 

      (5)居宅療養管理指導事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託事業 

(18)人材育成のための教育事業 

(19)書籍の出版並びに販売事業 

(20)商品、講座および教育システムの市

場調査並びに開発 

(21)労働者派遣に係わる事業 

(22)有料職業紹介業 

(23)スポーツ施設、文化施設、遊戯場、

駐車場、興行場、飲食店、クリーニ

ング業、美容業、理容業、旅行業、

運送業、ガソリンスタンドの経営 

(24)生命保険の募集に関する業務、損害

保険及び自動車損害賠償保障法に

基づく保険代理業 

(25)コンピューターによる情報処理並

びに情報提供に関する事業 

(26)コンピューターおよびコンピュー

ターソフトウェアの開発並びに販

売事業 

(27)給食事業および配食サービス事業 
(28)一般乗用旅客自動車運送事業 

  (29)(1)介護保険法に基づく次の居宅 
ｻｰﾋﾞｽ事業 
＜訪問ｻｰﾋﾞｽ＞ 
① 訪問介護 
② 訪問入浴介護 
③ 訪問看護 
④ 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
⑤ 居宅療養管理指導 
＜通所ｻｰﾋﾞｽ＞ 
⑥ 通所介護 
⑦ 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
＜短期入所ｻｰﾋﾞｽ＞ 
⑧ 短期入所生活介護 
⑨ 短期入所療養介護 
＜他＞  
⑩ 特定施設入居者生活介護 
⑪ 特定福祉用具販売 
⑫ 福祉用具販売 

     (2)介護保険法に基づく居宅介護支
援事業 

     (3)介護保険法に基づく施設ｻｰﾋﾞｽ
事業 

     ① 介護老人福祉施設 
     ② 介護老人保健施設 
     ③ 介護療養型医療施設 
         (4)介護保険法に基づく地域密着

型ｻｰﾋﾞｽ事業 
     ① 夜間対応型訪問介護 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (29)身体障害者福祉法に基づく指定居宅

介護事業 

  (30)知的障害者福祉法に基づく指定居

宅介護事業 

  (31)精神衛生法に基づく精神障害者居

宅介護事業 

  (32)難病患者等ホームヘルプサービス

     ② 認知症対応型通所介護 
     ③ 小規模多機能型居宅介護 
     ④ 認知症対応型共同生活介護 
     ⑥ 地域密着型特定施設入居者生

活介護 
     ⑦ 地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
    (5)介護保険法に基づく次の介護予 

防ｻｰﾋﾞｽ事業 
     ＜訪問ｻｰﾋﾞｽ＞ 

① 介護予防訪問介護 
② 介護予防訪問入浴介護 
③ 介護予防訪問看護 
④ 介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
⑤ 介護予防居宅療養管理指導 
＜通所ｻｰﾋﾞｽ＞ 
⑥ 介護予防通所介護 
⑦ 介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
＜短期入所ｻｰﾋﾞｽ＞ 
⑧ 介護予防短期入所生活介護 
⑨ 介護予防短期入所療養介護 
＜他＞ 
⑩ 介護予防特定施設入居者生

活介護 
⑪ 特定介護予防福祉用具販売 
⑫ 介護予防福祉用具貸与 

     (６)介護保険法に基づく地域密着 
型介護予防ｻｰﾋﾞｽ事業 
① 介護予防認知症対応型通所

介護 
② 介護予防小規模多機能型居

宅介護 
③ 介護予防認知症対応型共同

生活介護 
    (７) 介護保険法に基づく介護予防

支援事業 
    (８) 介護保険法に基づく居宅介護

住宅改修事業 
    (９) 介護保険法に基づく介護予防

住宅改修事業 
(30)身体障害者福祉法に基づく指定居宅 

介護事業 

(31)知的障害者福祉法に基づく指定居宅

介護事業 

  (32)精神衛生法に基づく精神障害者居

宅介護事業 

  (33)難病患者等ホームヘルプサービス



事業 

  (33)介護を行なう施設の経営並びに運

営の受託業務 

  (34)有料老人ホーム施設の経営並びに

運営の受託業務 

(35)寝具の丸洗い、乾燥、衛生加工 

(36)前記各号に付帯関連する一切の業

務 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を茨城県つくば市に

置く。 

（公告の方法） 

第４条 当会社の公告は日本経済新聞に掲載

する。 

 

 

 

 第２章   株  式 

(発行する株式の総数) 

第５条 当会社が発行する株式の総数は、

18,940,000 株とする。 

 

＜新設＞ 

 

（自己株式の取得） 
第６条  当会社は、商法第 211条ノ３第１項

第２項の規定により、取締役会の決

議をもって自己株式を買受けること

ができる。 
 

 

 

（１単元の株式数及び単元未満株券 

の不発行） 

第７条 当会社の１単元の株式の数は、100

株とする。 

 ２．当会社は、１単元の株式の数に満た

ない株式（以下「単元未満株式」と

いう。）に係わる株券を発行しない。

ただし、当会社が株主のために必要

と認めたときは、この限りではない。

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

（基準日） 

第８条 当会社は、毎年２月末日の最終の株

主名簿（実質株主名簿を含む。以下同

事業 

  (34)介護を行なう施設の経営並びに運

営の受託業務 

  (35)有料老人ホーム施設の経営並びに

運営の受託業務 

(36)寝具の丸洗い、乾燥、衛生加工 

(37)前記各号に付帯関連する一切の業

務 

 
＜現行どおり＞ 
 
（公告の方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行

う。ただし、電子公告によることがで

きない事故その他のやむを得ない事

由が発生じたときは、日本経済新聞に

掲載する方法により行う。 
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、

18,940,000 株とする。 

(株券の発行) 
第 6 条 当会社は株式に係る株券を発行す

る。 
（自己の株式の取得） 
第７条  当会社は、会社法第 165 条第 2 項

の規定により、取締役会の決議によっ

て同条第１項に定める市場取引等に

より自己の株式を取得することがで

きる 
 
 
（単元株式数及び単元未満株券 

の不発行） 

第８条 当会社の単元株式数は、100 株とす

る。 

 ２．当会社は、単元株式数に満たない株 

式（以下「単元未満株式」という。） 

に係わる株券を発行しない。ただし、 

株式取扱規程に定めるところについて 

はこの限りではない。 

(単元未満株式についての権利) 

第９条 当会社の株主(実質株主を含む。以下
同じ)は、その有する単元未満株式に
ついて、次に揚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 項各号に揚げ
る権利 

２．次条に揚げる権利 
（基準日） 

第１０条 当会社は、毎年２月末日の最終の 

株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同



じ。）に記載又は記録された議決権を有

する株主（実質株主を含む。以下同じ。）

をもって、その決算期に関する定時株主

総会において議決権を行使すべき株主

とする。 

2.本定款に定めるもののほか、必要がある

ときは、取締役会の決議によりあらかじ

め公告して臨時に基準日を定めること

ができる。 

（名義書換代理人） 

第９条 当会社は、株式につき名義書換代理

人を置く。 

2.名義書換代理人及びその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって選定する。

 

3.当会社の株主名簿および株券喪失登

録簿は、名義書換代理人の事務取扱場

所に備え置き、株式の名義書換、質権

の登録および信託財産の表示または

これらの抹消、株券の不所持、株券の

交付、単元未満株式の買取り、届出の

受理その他株式に関する事務は名義

書換代理人に取扱わせ、当会社におい

てはこれを取扱わない。 

（株式取扱規程） 

第１０条 当会社の株券の種類及び株式の 

名義書換、質権の登録及び信託財産の

表示またはこれらの抹消、株券の不所

持、株券の再交付、単元未満株式の買

取り、届出の受理その他株式に関する

取扱い並びに手数料は、法令または本

定款のほか、取締役会において定める

株式取扱規程による。 

 

第３章   株 主 総 会 

（株主総会の招集） 

第１１条 当会社の定時株主総会は、毎年 

５月にこれを招集し、臨時株主総会

は、必要あるときに随時これを招集す

る。 

（招集権者及び議長） 

第１２条 株主総会は、取締役社長がこれを

招集し、議長となる。 

  ２．取締役社長に事故があるときは、 

取締役会においてあらかじめ定めた 

順序に従い、他の取締役が株主総会を

招集し、議長となる。 

（決議の方法） 

第１３条 株主総会の決議は、法令または本

定款に別段の定めある場合を除き、出

席した株主の議決権の過半数で行う。

 

２．商法第 343 条に定める特別決議は、

じ。）に記載又は記録された議決権を有

する株主をもって、その事業年度に関す

る定時株主総会において権利を行使す

ることができる株主とする。 

 

2.前項に定めるほか、必要があるときは、

取締役会の決議によってあらかじめ公

告して臨時に基準日を定めることがで

きる。 

（株主名簿管理人） 

第１１条 当会社は、株主名簿管理人を置

く。 

2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定め、これ

を公告する。 

3.当会社の株主名簿、株券喪失登録簿およ

び新株予約権原簿の作成ならびに備置き、そ

の他の株式に関する事務は、これを株主名簿

管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わ

ない。 
 
 
 
 
（株式取扱規程） 

第１２条 当会社の株券の種類及び株式の 

名義書換、単元未満株式の買取り、そ

の他株式に関する取扱い及び手数料

は、法令または本定款のほか、取締役

会において定める株式取扱規程によ

る。 

 
 
 

第３章   株 主 総 会 

(召集) 
第１３条 ＜現行とおり＞ 
 
 
 
（招集権者及び議長） 

第１４条 ＜現行とおり＞ 
 
     ＜現行とおり＞ 
 
 
 
(決議の方法） 

第１５条 株主総会の決議は、法令または本 

定款に別段の定めがある場合を除き、

出席した株主の議決権の過半数をも

って行う。 

２．会社法第 309 条第 2 項に定める決議 

は、本定款に別段の定めがある場合を



総株主の議決権の3分の1以上を有する

株主が出席し、その議決権の 3分の 2以

上で行う。 

 

 

（議決権の代理行使） 

第１４条 株主は、当会社の議決権を有する

他の株主を代理人として、その議決権

を行使することができる。 

２．株主または代理人は、株主総会毎に

代理権を証明する書面を当会社に提 

出しなければならない。 

（議事録） 

第１５条 株主総会における議事の経過の 

要領及びその結果については、これを

議事録に記載又は記録し、議長及び出

席した取締役がこれに記名押印又は 

電子署名を行う。 

 

第４章  取締役及び取締役会 

（員数） 

第１６条 当会社の取締役は、15 名以内と

する。 

（選任方法） 

第１７条 取締役は、株主総会において選任

する。 

２．取締役の選任決議は、総株主の議 

決権の３分の１以上を有する株主が 

出席し、その議決権の過半数で行う。

 

３．取締役の選任決議は、累積投票によ

らないものとする。 

（任期） 

第１８条 取締役の任期は、就任後２年内の

最終の決算期に関する定時株主総会 

終結の時までとする。 

 

２．増員または補欠として選任された取

締役の任期は、在任取締役の任期の満

了すべき時までとする。 

 

<新設> 

（代表取締役及び役付取締役） 

第１９条 代表取締役は、取締役会の決議に

より選任する。 

２．取締役会の決議により、取締役会長

、取締役社長各 1名、取締役副社長、

専務取締役、常務取締役各若干名を定

めることができる。 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第２０条 取締役会は、法令に別段の定め 

ある場合を除き、取締役社長がこれ 

除き、当該株主総会において議決権を

行使することができる株主の議決権

の 3 分の 1 以上を有する株主が出席

し、その議決権の 3分の 2以をもって

行う。 

（議決権の代理行使） 

第１６条 株主は、当会社の議決権を有する 

他の株主１名を代理人として、その議 

決権を行使することができる。 

２．株主または代理人は、株主総会ごと 

に代理権を証明する書面を当会社に 

提出しなければならない。 
（議事録） 

第１７条 株主総会の議事録は、法令で定め 

るところにより書面または電磁的記 

録をもって作成し、議長ならびに出席 

した取締役及び監査役は、これに署名 

もしくは記名押印し、または電子署名 

を行う。 
第４章  取締役及び取締役会 

（員数） 

第１８条 ＜現行どおり＞ 

 

（選任方法） 

第１９条 取締役は、株主総会の決議よって

選任する。 

２．取締役の選任決議は、議決権を行使 

することのできる株主の議決権の３ 

分の１以上を有する株主が出席し、そ 

の議決権の過半数をもって行う。 

  ３． ＜現行どおり＞ 

 

（任期） 

第２０条 取締役の任期は、選任後２年以内 

に終了する事業年度のうち最後のも

のに関する定時株主総会終結の時ま

でとする。 

２．増員または補欠として選任された取 

締役の任期は、在任取締役の任期の満 

了する時までとする。 

(取締役会の設置) 

第２１条 当会社は、取締役会を置く。 

（代表取締役及び役付取締役） 

第２２条 代表取締役は、取締役会の決議に

よって選任する。 

３．取締役会の決議によって、取締役会 

  長取締役社長各 1 名、取締役副社

長、専務取締役、常務取締役各若干

名を選定することができる。 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第２３条 取締役会は、法令に別段の定めが 

ある場合を除き、取締役社長がこれ 



を招集し、議長となる。 

２．取締役社長に欠員または事故があ 

るときは、取締役会においてあらか 

じめ定めた順序に従い、他の取締役 

が取締役会を招集し、議長となる。 

（取締役会の招集通知） 

第２１条 取締役会の招集通知は、会日の３

日前までに各取締役及び各監査役に 

対して発する。ただし、緊急の必要が

あるときは、この期間を短縮すること

ができる。 

２．取締役及び監査役の全員の同意があ

るときは、招集の手続を経ないで取締役

会を開くことができる。 

（取締役会の決議方法） 

第２２条 取締役会の決議は、取締役の過半

数が出席し、出席した取締役の過半数

で行う。 

   ＜ 新 設 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取締役会の議事録） 

第２３条 取締役会における議事の経過の 

要領及びその結果については、これを

議事録に記載又は記録し、出席した取

締役及び監査役が、これに記名押印又

は電子署名を行うものとする。 

  ＜ 新 設 ＞ 

 

 

（取締役会規程） 

第２４条 取締役会に関する事項は、法令ま

たは本定款のほか、取締役会において

定める取締役会規程による。 

（報酬及び退職慰労金） 

第２５条 取締役の報酬及び退職慰労金は、

株主総会の決議により定める。 

 

 

（相談役及び顧問） 

第２６条 当会社は、取締役会の決議によ 

り、相談役及び顧問を置くことができ

る。 

 

第５章  監査役及び監査役会 

 

 ＜ 新 設 ＞ 

を招集し、議長となる。 

２． ＜現行どおり＞ 

 

 

 

（取締役会の招集通知） 

第２４条 ＜現行どおり＞ 

 
 
 
 
２．取締役及び監査役の全員の同意があ 

るときは、招集の手続きを経ないで取 

締役会を開催することができる。 

（取締役会の決議方法） 

第２５条 取締役会の決議は、決議に加わる 

ことができる取締役の過半数が出席 

し、その過半数をもって行う。 
  ２．当会社は、取締役会の決議事項につ

いて、取締役(当該決議事項について
決議に加わることができるものに限

る。)の全員が書面または電磁的記録
により同意の意思表示をしたときは、

当該決議事項を可決する旨の取締役

会の決議があつたものとみなす。ただ

し、監査役が当該決議事項について異

議を述べたときはこの限りでない。 
（取締役会の議事録） 

第２６条 取締役会の議事録は、法令で定め 

   るところにより書面または電磁的記 

録をもって作成し、出席した取締役 

及び監査役は、これに署名もしくは記 

名押印し、または電子署名を行う。 
  ２．前条第 2項の議事録は、法令で定め

るところにより書面または電磁的記

録をもつて作成する。 
（取締役会規程） 

第２７条 ＜現行どおり＞ 
 
 
（報酬等） 

第２８条 取締役の報酬、賞与その他の職務

執行の対価として当会社から受ける

財産上の利益(以下「報酬等」という。)

は、株主総会の決議によって定める。 

（相談役及び顧問） 
第２９条 ＜現行どおり＞ 
 
 

 

第５章  監査役及び監査役会 

(監査役及び監査役会の設置) 

第３０条 当会社は、監査役及び監査役会を



 

（員数） 

第２７条 当会社の監査役は、４名以内とす

る。 

（選任方法） 

第２８条 監査役は、株主総会において選任

する。 

２．監査役の選任決議は、総株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出 

席し、その議決権の過半数で行う。 

 

（任期） 

第２９条 監査役の任期は、就任後４年内の

最終の決算期に関する定時株主総会 

終結の時までとする。 

 

２．補欠として選任された監査役の任期

は、退任した監査役の任期の満了すべ

き時までとする。 

（常勤の監査役） 

第３０条 監査役は、互選により常勤の監査

役を定める。 

（監査役会の招集通知） 

第３１条 監査役会の招集通知は、会日の３

日前までに各監査役に対して発する。

ただし、緊急の必要があるときは、こ

の期間を短縮することができる。 

２．監査役全員の同意があるときは、招

集の手続きを経ないで監査役会を開 

くことができる。 

（監査役会の決議方法） 

第３２条 監査役会の決議は、法令に別段の

定めある場合を除き、監査役の過半数

で行う。 

（監査役会の議事録） 

第３３条 監査役会における議事の経過の 

要領及びその結果については、これを

議事録に記載又は記録し、出席した監

査役がこれに記名押印又は電子署名 

を行なう。 

（監査役会規程） 

第３４条 監査役会に関する事項は、法令又

は本定款のほか、監査役会におい  て

定める監査役会規程による。 

（報酬及び退職慰労金） 

第３５条 監査役の報酬及び退職慰労金は、

株主総会の決議により定める。 

 

 ＜ 新 設 ＞ 

 

 

 

 ＜ 新 設 ＞ 

置く。 

（員数） 

第３１条 ＜現行どおり＞ 

 
（選任方法） 

第３２条 監査役は、株主総会の決議によっ

て選任する。 

２．監査役の選任決議は、議決権を行使 

することのできる株主の議決権の３ 

分の１以上を有する株主が出席し、そ 

の議決権の過半数をもって行う。 

（任期） 

第３３条 監査役の任期は、選任後４年以内 

に終了する事業年度のうち最後のも 

のに関する定時株主総会終結の時ま 

でとする。 

２．補欠として選任された監査役の任期 

は、退任した監査役の任期の満了する 

時までとする。 
（常勤の監査役） 

第３４条 監査役会は、監査役の中から常勤

の監査役を選定する。 
（監査役会の招集通知） 

第３５条 ＜現行どおり＞ 

 

 

 

２．監査役全員の同意があるときは、招 

集の手続を経ないで監査役会を開催 

することができる。 
（監査役会の決議方法） 

第３６条 監査役会の決議は、法令に別段の 

定めある場合を除き、監査役の過半数 

をもって行う。 
（監査役会の議事録） 

第３７条 監査役会の議事録は、法令で定め 

るところにより書面または電磁的記 

録をもって作成し、出席した監査役 

は、これに署名もしくは記名押印し、 

または電子署名を行う。 
（監査役会規程） 

第３８条 ＜現行どおり＞ 
 
 
（報酬等） 

第３９条 監査役の報酬等は、株主総会の決 

議によって定める。 
 

第６章  会計監査人 
(会計監査人の設置) 
第４０条 当会社は、会計監査人を置く。 
(選任方法) 
第４１条 会計監査人は、株主総会の決議に



 

 

 ＜ 新 設 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜ 新 設 ＞ 

 

 

第６章   計  算 

（営業年度及び決算期） 

第３６条 当会社の営業年度は、毎年３月１

日から翌年２月末日までの１年とし、

営業年度末日を決算期とする。 

 

（利益配当金） 

第３７条 当会社の利益配当金は、毎年２月

末日の最終の株主名簿に記載又は記 

録された株主または登録質権者に対 

して支払う。 

（中間配当） 

第３８条 当会社は、取締役会の決議によ

り、毎年８月 31 日の最終の株主名簿

に記載又は記録された株主または登

録質権者に対し、中間配当を行うこと

ができる。 

（配当金の除斥期間） 

第３９条 利益配当金及び中間配当金は、支

払開始の日から満３年を経過しても 

なお受領されないときは、当会社はそ

の支払義務を免れる。 

＜ 新 設 ＞ 

 

 

 

 

よって選任する。 
(任期) 
第４２条 会計監査人の任期は、選任後１年

以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の終結

の時までとする。 
② 会計監査人は、前項の定時株主総会

において別段の決議がされなかった

ときは、当該定時株主総会において

再任されたものとみなす。 
(報酬等) 
第４３条 会計監査人の報酬等は、代表取締

役が監査役会の同意を得て定める。 
 

第７章   計  算 

（事業年度） 

第４４条 当会社の事業年度は、毎年３月１ 

日から翌年２月末日までとする。 
 
 
（剰余金の配当） 

第４５条 剰余金の配当は、毎年２月末日の 

最終の株主名簿に記載又は記録され 

た株主または登録株式質権者に対し 

行う。 
（中間配当） 

第４６条 当会社は、取締役会の決議によっ 

て、毎年８月 31 日の最終の株主名簿

に記載又は記録された株主または登

録株式質権者に対し、中間配当を行う

ことができる。 
（剰余金の配当等の除斥期間） 

第４７条 剰余金の配当及び中間配当は、支 

払開始の日から満３年を経過しても 

なお受領されないときは、当会社は 

その支払義務を免れる。 
(附則) 
   第３条から第４７条までの本件定款

の変更は、会社法(平成１７年法律第
８６号)の施行を停止条件とし、同法
の施行日をもって変更の効力が発生

するものとする。なお、本附則は効力

発生日後、これを削除する。 
 
 
 

 

 


