
 

平成 18 年 4月 21 日 

各   位 

本社所在地 大阪市中央区南船場 2丁目 3番 2号 

会 社 名 株式会社ジャパンメンテナンス 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  根 来  良 成 

（コード番号 ９７８７ 東証・大証 第一部） 

お問合せ先 専務取締役管理本部長 白川 治男 

（TEL.０６－６２６０－５６２１）  

当社の親会社 イオン株式会社（コード番号：8267） 

株式会社マイカル（コード番号： － ） 

 

 

定款変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 18 年 4月 21 日開催の当社取締役会において、定款の一部変更の承認を求める議

案を平成18年5月25日開催予定の当社第33期定時株主総会に提案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）第 1条（商号）につきまして、株式会社イオンテクノサービスを当社に吸収合併すること

を新たな創業期と位置づけ、両社の新しいスタートを切ることを目的として商号をイオン

ディライト株式会社と変更するものであります。新商号の「イオンディライト」には、従

来のビルメンテナンスという枠組みを超えて、オーナー・働く人・お客さまの全てにとっ

て魅力的で嬉しい場所、快適な空間を提供するという意志を込めています。 

なお、この変更は合併期日である平成 18年 9月 1日（予定）に効力を生じるものといた

します。 

 

（2）第 2条（目的）につきまして、今後の事業展開に備えるため、新たな事業目的を追加する

ものであります。 

 

（3）第 5 条（公告方法）につきまして、「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）により電子公告制度が認められ、「会社法」（平成 17 年法

律第 86 号）第 939 条の規定に基づき、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更

し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができないときの措置を定めるも

のであります。 

 

（4）第 23 条（取締役会の決議の省略）につきまして、「会社法」（平成 17 年法律第 86 号）の

施行により定款に定めることで書面決議が認められることになりましたので、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規定を新設するものであります。 

 

（5）「会社法」（平成 17 年法律第 86 号）の施行に合わせ、会社の各機関の設置等や株券を発行

する旨を定めるとともに条文の整備をするものであります。 

①第４条  取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人の機関を設置する。 

②第 7条  株券を発行する。 

 

（6）その他「会社法」（平成 17 年法律第 86 号）の施行に合わせ、用語の変更等所要の手当て

を加えるとともに併せて一部字句の表現方法や表記の仕方を整備するものであります。 

 

2.変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分であります。） 

現行定款 変更案 
第１章 総則 

                      

第１条（商号） 

 当会社は、株式会社ジャパンメンテナンスと称

し、英文では、Japan Maintenance Co.,Ltd.と表

示する。 

第２条（目的） 

 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

(1) 

 
（22） 

（新 設） 

（新 設） 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

第１章 総則 

                      

第１条（商号） 

 当会社は、イオンディライト株式会社と称し、

英文では、ÆON DELIGHT CO.,LTD.と表示する。
 

第２条（目的） 

 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

（23）放置車両の確認等に関する事務 

（24）放置違反金に関する事務 

（25）集金代行業務及び会計出納に関するアウト

ソーシング業務の受託 

（26）マンションの管理の適正化の推進に関する

法律で定義されるマンション管理業 

（27）マンション管理に関するコンサルティング

事業 

（28）文書・電磁的記録等の保管取次業務 

（29）貨物自動車運送事業並びに運送の仲介・斡

旋・管理に関する事業 

（30）観葉植物の販売・賃貸及びその仲介並びに

斡旋 

記載省略 



（新 設） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

（新 設） 

（新 設） 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

 

（新 設） 

（23）上記各号に附帯関連する一切の事業 

第３条 （本店の所在地） 

（記載省略） 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

第４条（公告の方法） 

 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。 

（31）損害保険代理業並びに生命保険の募集に関

する業務 

（32）自動販売機の設置・斡旋並びに飲料等の販

売の取次業務 

（33）各種商品券・ギフト券等の販売並びにその

取次業務 

（34）インターネット・カタログによる通信販売

業 

（35）絵画・美術工芸品、衣料品、食料品、清涼

飲料水の販売 

（36）古物売買業 

（37）計量器の点検及び修理 

（38）総合リース業 

（39）ホームメンテナンス（家の清掃・模様替え・

片付け等）事業 

（40）炭酸ガス、圧縮空気、オゾン等による配管

洗浄事業 

（41）苔等の植物を用いた屋上及び外壁等緑化事

業 

（42）タイルカーペット、ビニールタイル等張替

床材のレンタル業 

（43）地方自治法に定義される民生施設、衛生施

設、体育施設、社会教育施設、公園、会館、診療

施設等の運営 

（44）水質検査、測定及び証明事業 

（45）前各号に附帯関連する一切の事業 

第３条（本店の所在地） 

（現行どおり） 

第４条（機関） 

 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機

関を置く。 

（1）取締役会 

（2）監査役 

（3）監査役会 

（4）会計監査人 

第５条（公告方法） 

 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、

事故その他やむを得ない事由によって電子公告に

よる公告をすることができない場合は、日本経済

新聞に掲載して行う。 

 

 

 



第２章 株式 

 

第５条（発行する株式の総数） 

 当会社の発行する株式の総数は、4,320 万株と

する。ただし、株式の消却が行われた場合は、こ

れに相当する株式数を減ずる。 

（新 設） 

 

第６条（自己株式の取得） 

 当会社は、商法第 211 条ノ 3第 1項第 2号の規

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。 

 

第７条（1 単元の株式の数及び単元未満株券の不

発行） 

 当会社の 1単元の株式の数は、100 株とする。

２ 当会社は、1 単元に満たない株式数を表示し

た株券を発行しない。 

第８条（株式取扱規則） 

（記載省略） 

第９条（名義書換代理人） 

 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、実質株主名簿及び株券喪

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、実質株主通知の受理及

び単元未満株式の買取請求の取扱その他株式に

関する事務は名義書換代理人に取り扱わせ、当会

社においてはこれを取り扱わない。 

第 10 条 （基準日） 

 当会社は、毎決算期現在の株主名簿に記載又は

記録された株主（実質株主名簿に記載又は記録さ

れた実質株主を含む。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権利を

行使すべき株主とみなす。 

２ 前項及びその他本定款に定めがある場合の

ほか、必要があるときは、あらかじめ公告して基

準日を定めることができる。 

 

 

 

 

第２章 株式 

 

第 6 条（発行可能株式総数） 

 当会社の発行可能株式総数は、4,320 万株とす

る。 

 

第 7 条（株券の発行） 

 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

第 8条（自己の株式の取得） 

 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。 

第 9条（単元株式数及び単元未満株券の不発行）

 

 当会社の単元株式数は、100 株とする。 

２ 当会社は、第 7 条の規定にかかわらず、単元

未満株式に係る株券を発行しない。 

第 10 条（株式取扱規則） 

（現行どおり） 

第 11 条（株主名簿管理人） 

 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（実質株主名簿を含む。以

下同じ。）、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の

作成並びに備え置きその他の株主名簿、新株予約

権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これ

を株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこ

れを取り扱わない。 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 株主総会 

 

第 11 条（招集の時期） 

（記載省略） 

（新 設） 

 

 

第 12 条（招集者及び議長） 

（記載省略） 

第 13 条（議決権の代理行使） 

（記載省略） 

第 14 条（決議の方法） 

株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定

めがある場合を除くほか、出席株主の議決権の過

半数により決する。 

第 15 条（議事録） 

（記載省略） 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

第 16 条（員数） 

(記載省略) 

第 17 条（選任） 

(記載省略) 

第 18 条（任期） 

 取締役の任期は、就任後１年内の最終の決算期

に関する定時株主総会終結のときまでとする。補

欠又は増員により選任された取締役の任期は、他

の現任取締役の残任期間とする。 

 

第 19 条（代表取締役及び役付取締役） 

（記載省略） 

第 20 条（取締役会） 

（記載省略） 

（新 設） 

 

 

第 21 条（報酬） 

 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決

議をもってこれを定める。 

 

 

 

第３章 株主総会 

 

第 12 条（招集の時期） 

（現行どおり） 

第 13 条（定時株主総会の基準日） 

当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎

年 2月末日とする。 

第 14 条（招集者及び議長） 

（現行どおり） 

第 15 条（議決権の代理行使） 

（現行どおり） 

第 16 条（決議の方法） 

株主総会の決議は、法令に別段の定めがある場

合を除き、出席した議決権を行使することができ

る株主の議決権の過半数をもって行う。 

第 17 条（議事録） 

（現行どおり） 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

第 18 条（員数） 

 現行どおり 

第 19 条（選任） 

 現行どおり 

第 20 条（任期） 

 取締役の任期は、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。補欠又は増員により選任さ

れた取締役の任期は、他の現任取締役の残任期間

とする。 

第 21 条（代表取締役及び役付取締役） 

（現行どおり） 

第 22 条（取締役会） 

（現行どおり） 

第 23 条（取締役会の決議の省略） 

 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたと

きは、取締役会の決議があったものとみなす。 

第 24 条（報酬等） 

 取締役の報酬、賞与及び退職慰労金その他の職

務の執行の対価として当会社から受ける財産上の

利益は、株主総会の決議によって定める。 

 

 



第５章 監査役及び監査役会 

 

第 22 条（員数） 

（記載省略） 

第 23 条（選任） 

（記載省略） 

第 24 条（任期） 

 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ときまでとする。補

欠として選任された監査役の任期は、前任者の残

任期間とする。 

 

 

第 25 条（常勤監査役） 

 監査役はその互選により、常勤監査役若干名を

定める。 

第 26 条（監査役会） 

（記載省略） 

第 27 条（報酬） 

 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決

議をもってこれを定める。 

 

 

第６章 計算 

 

第 28 条（営業年度） 

 当会社の営業年度は、毎年 3 月１日から翌年 2

月末日迄とし、毎営業年度末日を決算期とする。

第 29 条（利益配当及び中間配当） 

 利益配当は、毎決算期現在の株主名簿に記載又

は記録された株主又は登録質権者に対しこれを

行う。 

 

２ 取締役会の決議により、毎年 8 月 31 日現在

の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録

質権者に対し、商法第 293 条ノ 5の規定による金

銭の分配（中間配当という。）を行うことができ

る。 

第 30 条（配当金等の除斥期間） 

 利益配当金又は中間配当金が、支払開始の日か

ら満 3年を経過しても受領されないときは、当会

社はその支払の義務を免れるものとする。 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

第 25 条（員数） 

（現行どおり） 

第 26 条（選任） 

（現行どおり） 

第 27 条（任期） 

 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 任期の満了前に退任した監査役の補欠として

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。 

第 28 条（常勤の監査役） 

 監査役会は、その決議によって常勤監査役若干

名を選定する。 

第 29 条（監査役会） 

（現行どおり） 

第 30 条（報酬等） 

 監査役の報酬、賞与及び退職慰労金その他の職

務の執行の対価として当会社から受ける財産上の

利益は、株主総会の決議によって定める。 

 

第６章 計算 

 

第 31 条（事業年度） 

 当会社の事業年度は、毎年 3 月１日から翌年 2

月末日までの 1年とする。 

第 32 条（剰余金の配当の基準日） 

 当会社の期末配当の基準日は、毎年 2 月末日と

する。 

 

第 33 条（中間配当） 

 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 8 月

31 日を基準日として、会社法第 454 条第 5項によ

る剰余金の配当をすることができる。 

 

 

第 34 条（配当金の除斥期間） 

 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の

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） 

 

 

附則 

第 1条の変更は平成 18年 9月 1日より実施する。

 なお、本附則は、期日経過後これを削除する。

 
以 上  

 


