
平成 18 年５月８日 

各位 

会社名 帝人株式会社 

代表者名 代表取締役社長 長島 徹 

（コード番号 3401 東証第一部、大証第一部） 

問合せ先 ＩＲ担当部長 市田 潤一 

(TEL 03-3506-4408) 

 

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、定款の一部変更の議案を、平成 18 年６月 23 日開

催予定の当社定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の目的・内容 

（１）会社法への対応他 

１）変更の目的 

会社法（平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」とよびます。）及び会社法の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87 号。以下「整備法」とよびます。）が

本年５月１日に施行されことに伴い、これらへの対応その他を目的として、現行定款の一

部を改めます。 

２）変更の内容 

実質的な変更・追加条文の主なものは、次のとおりです。なお、条文番号は変更後のも

のを参照しています。 

第２条（目的） 

・ 会社法により、「子会社」の定義が改正されたこと等に伴い、変更するものです。また、

スポーツ施設を経営する子会社トーアスポーツ㈱を既に売却し同事業から撤退してい

ることに伴い、第 18 号の目的を削除し、第 19 号以下の号数を繰り上げます。 

第４条（公告方法） 

・ より効果的かつ経済的な情報開示方法である電子公告の方式を採用するため、変更する

ものです。 

第８条（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 
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・ 会社法により用語が改正されたことに伴い変更するものです。また、会社法により、単

元未満株主の権利を一定の範囲で制限できることとなったことに伴い、当社における単

元未満株式の管理の合理化を図るために変更を行います。 

第 13 条（株主総会の招集の時期及び開催場所） 

・ 会社法により、株主総会の開催場所について法律上の限定がなくなったことから、株主

様の多数の便宜を図るため、大阪府内または東京都内で開催する定めを設けるものです。 

第 14 条（定時株主総会の基準日） 

・ 会社法により、株主総会における議決権の基準日に関する制度が改正されたことに伴い

現行定款第８条を削るとともに、関連する定めをおくものです。 

第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 

・ 会社法により、変更案第 15 条に掲げる書類への記載又は表示について、当会社のウェ

ブサイトに掲示することにより、株主様へ郵送する書類への記載を省略することができ

ることになったことに伴い、充実した情報開示を可能とするため、規定を新設するもの

です。 

第 18 条（議決権の代理行使） 

・ 円滑に総会を運営するために、代理人の数に制限を設けるものです。 

第 30 条（取締役会の決議の省略） 

・ 取締役会の機動的な運営ができるように、会社法により新たに創設された制度を採用す

るために、必要な定めをおくものです。 

第 38 条（社外監査役との責任限定契約） 

・ 社外監査役として適任者を招聘、登用することができるように、会社法により新たに創

設された社外監査役との責任限定契約の締結ができる旨の変更を行うものです。 

第 42 条（剰余金の配当等の決定機関） 

・ 会社法により、①剰余金の配当、②自己の株式の取得、③損失の処理、任意積立金の積

立てその他の剰余金の処分（資本金・準備金の額の増加及び剰余金の配当その他会社の

財産を処分するものを除く。）、④準備金の減少について、取締役会の決議によって決定

することができる制度が新たに創設されたことに伴い、機動的な剰余金の配当等を可能

とするため、規定を新設するものです。 

その他の変更は、主として会社法の施行に伴う規定の新設、及び、参照条文、用語、表

現等の変更です。 

（２） 買収防衛策の導入 

１）変更の目的 
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当社は、本日開催の取締役会において、当社の株主の在り方に関する基本方針（会社法

施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号。以下「会社法施行規則」とよびます。）第 127 条に

いう、当社の財務及び事業の方針を支配するものの在り方に関する基本方針）について、

後記２）のとおり決定いたしました。 

そのため、当社においては、上記の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務

及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（以下「会社法施行規則

第 127 条第２号ロに定める取組み」といいます。）として買収防衛策を導入することが、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために必要不可欠であると判断しまし

た。 

もっとも、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす大

量取得行為や買付提案を行う者が現れる前の時点において、あらかじめ買収防衛策を導入

するに当たっては、株主の皆様の意思を十分に反映することが重要であると考えておりま

す。 

そこで、株主の皆様の意思を法的に明確な形で反映させるため、当社の定款に、今回導

入をお諮りする、会社法施行規則第 127 条第２号ロに定める取組みとして、当会社の株主

の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者による買収が開始される前に導入する、

株式又は新株予約権の無償割当てを用いた買収防衛策の決定を株主総会決議事項とする旨

の条項を新たに設けることといたしたく存じます。 

２）当社の株主の在り方に関する基本方針 

（会社法施行規則第 127 条にいう、当社の財務及び事業の方針を支配するものの在り

方に関する基本方針） 

当社の株主の在り方について、当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるもの

と考えています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうか

の判断も、 終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。 

しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、 

①買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明

白な侵害をもたらすおそれのあるもの、 

②株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、 

③当社に、当該買付に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えることな

く行われるもの、 

④当社株主に対して、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供

することなく行われるもの、 

⑤買付の条件等（対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性、買付の実行の蓋

然性等）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当なもの、 
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⑥当社の持続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、顧客を含む取引先、債権者

などの利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する

重大なおそれをもたらすもの、 

も想定されます。このような大量取得行為や買付提案を行う者は、例外的に、当社の財務

及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。 

２）変更の内容 

第 19 条（株主総会の議事録）の次に下記の１条を加えます。なお、条文番号は変更後の

ものを参照しています。 

第 20 条（株主総会決議事項）会社法施行規則第 127 条第２号ロに定める取組みとして、当

会社の株主の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者による買収が開始される前に

導入する、株式又は新株予約権の無償割当てを用いた買収防衛策の決定は、株主総会の決

議による。 

（３）発行可能株式総数の拡大 

１）変更の目的 

当社の発行可能株式総数は 1,931,345,000 株でありますが、発行済株式総数が

928,298,872 株に達しています。そこで、企業価値の持続的増大のために、資金調達、資本

の拡充、合併や株式交換などの手法による企業買収や、買収防衛策の導入など、将来起こ

りうる様々な経営課題達成の手段として、機動的に株式を発行することができるよう、発

行可能株式総数を変更します。 

２）変更の内容 

第６条（発行可能株式総数）を下記のように変更します。なお、条文番号は変更後のも

のを参照しています。 

第６条（発行可能株式総数）当会社の発行可能株式総数は 3,000,000 千株とする。 

 

２．新旧対照表 

別紙に記載しています。 

 

３．変更の日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成 18 年６月 23 日 

定款変更の効力発生日 平成 18 年６月 23 日 

 

以 上 
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（別紙） 

（下線は変更部分を表します） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 

 

第１条（商号） 

当会社は帝人株式会社と称する。 

前項の商号は英文では ＴＥＩＪＩＮ 

ＬＩＭＩＴＥＤとする。 

 

第２条（目的） 

当会社は次の事業を営むこと、並びに、次

の事業を営む会社及びこれに相当する事

業を営む外国会社の株式若しくは持分を

保有することにより当該会社の事業活動

を支配、管理することを目的とする。 

１．人造繊維及びその原料副産物並びに 

織布等の製造、加工、売買 

２．プラスチック、医薬品、医薬部外品、

試薬、化粧品その他各種化学製品及 

びその原料副産物の製造、加工、売買

３．原油、天然ガス及び石油製品の生産、

加工、輸送、売買 

４．石油化学製品及びその原料副産物の 

製造、加工、売買 

５．繊維機械及び化学工業用装置等一般 

産業用機械装置の設計、製作、工事、

  保全、売買 

６．食品、食品添加物及びその原料副産 

物の製造、加工、売買 

７．土木、建設用材料の製造、加工、売買

８．繊維原料及び繊維製品の売買 

９．家具、装飾品、レジャー用品及びそ 

の雑貨品の売買 

10．電子機器及び医療用具の製造、売買 

第１章 総則 

 

第１条（商号） 

＜現行どおり＞ 

 

 

 

第２条（目的） 

当会社は次の事業を営むこと、並びに、次

の事業又はこれに相当する事業を営む子

会社等の株式若しくは持分を保有するこ

とにより当該子会社等の事業活動を支配、

管理することを目的とする。 

１．人造繊維及びその原料副産物並びに 

織布等の製造、加工、売買 

２．プラスチック、医薬品、医薬部外品、

試薬、化粧品その他各種化学製品及 

びその原料副産物の製造、加工、売買

３．原油、天然ガス及び石油製品の生産、

加工、輸送、売買 

４．石油化学製品及びその原料副産物の 

製造、加工、売買 

５．繊維機械及び化学工業用装置等一般 

産業用機械装置の設計、製作、工事、

保全、売買 

６．食品、食品添加物及びその原料副産 

物の製造、加工、売買 

７．土木、建設用材料の製造、加工、売買

８．繊維原料及び繊維製品の売買 

９．家具、装飾品、レジャー用品及びそ 

の雑貨品の売買 

10．電子機器及び医療用具の製造、売買 

別紙－1 



11．教育機材及び教材の製作、売買並び 

に教育施設の経営 

12．自動車関連機器の製造、加工、売買 

13．前各号商品等の動産のリース業及び 

輸出入業 

14．不動産の売買、貸借、管理並びに土 

地の造成及び建設工事の設計、請負 

15．海上及び陸上の運送業、運送取扱業、

倉庫業 

16．金融業、損害保険代理業、生命保険 

の募集に関する業務 

17．コンピュータによる情報処理、コン 

ピュータのソフトウェアの開発並び

に販売 

18．スポーツ施設の経営 

19．在宅医療並びに病院外における介護 

及び看護に関する事業 

20．前各号に関連する情報の取引 

21．前各号に関連する事業 

当会社は前項の諸事業に関連附帯する取

引又は行為をなすことができる。 

 

第３条（本店の所在地） 

当会社は本店を大阪市に置く。 

 

第４条（公告方法） 

当会社の公告は日本経済新聞に掲載する。

 

 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

11．教育機材及び教材の制作、売買並び 

に教育施設の経営 

12．自動車関連機器の製造、加工、売買 

13．前各号商品等の動産のリース業及び 

輸出入業 

14．不動産の売買、貸借、管理並びに土 

地の造成及び建設工事の設計、請負 

15．海上及び陸上の運送業、運送取扱業、

倉庫業 

16．金融業、損害保険代理業、生命保険 

の募集に関する業務 

17．コンピュータによる情報処理、コン 

ピュータのソフトウェアの開発並び

に販売 

＜削除＞ 

18．在宅医療並びに病院外における介護 

及び看護に関する事業 

19．前各号に関連する情報の取引 

20．前各号に関連する事業 

当会社は前項の諸事業に関連附帯する取

引又は行為をなすことができる。 

 

第３条（本店の所在地） 

＜現行どおり＞ 

 

第４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５条（機関の設置） 

 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 
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第２章 株式 

 

第５条（株式総数） 

当会社の発行する株式の総数は１，９３

１，３４５千株とする。 

但し、株式の消却が行われた場合には、こ

れに相当する株式数を減ずる。

 

 

 

第６条（自己株式の取得）

 当会社は、取締役会の決議をもって、自己

株式を買い受けることができる。 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

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、1,000 株と

する。 

 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。）に係る株

券を発行しない。 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 （２）監査役 

 （３）監査役会 

 （４）会計監査人 

  

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３，０００，

０００千株とする。 

  

 

 

 

 

＜削る＞ 

 

 

 

 

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（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、1,000 株とする。

 

当会社は前条の規定にかかわらず、単元株

式数に満たない株式（以下単元未満株式と

いう。）に係る株券を発行しない。ただし、

株式取扱規則に定めるところについては

この限りでない。

当会社の単元未満株式を有する株主（実質

株主を含む。以下同じ。）は、単元未満株

式について、次に掲げる権利以外の権利を

行使できない。 
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第８条（基準日） 

当会社は、毎決算期現在の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記載された株主（実

質株主を含む。以下同じ。）をもって、そ

の期の定時株主総会において株主の権利

を行使すべき株主とする。 

前項の規定にかかわらず、取締役会は、予

め公告して、これと異なる日現在の株主名

簿及び実質株主名簿に記載又は記録され

た株主をもって、その決算期の定時株主総

会において株主の権利を行使すべき株主

をすることができる。 

前二項のほか必要ある場合は、取締役会の

決議により予め公告して、一定の日現在の

株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記

録された株主又は質権者をもってその権

利を行使すべき株主又は質権者とするこ

とができる。 

 

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。 

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し、これを公

告する。 

 

（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

式の割当て及び募集新株予約権の割当て

を受ける権利 

（４）第 10 条に定める単元未満株式の売

り渡しを請求する権利

 

＜削る＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条（株主名簿管理人） 

当会社は株主名簿管理人を置く。 

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。 
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第１０条（単元未満株式の買増し） 

 当会社の単元未満株式を有する株主は、そ

の有する単元未満株式の株と併せて１単

元の株式の数となるべき数の株式を売り

渡すことを当社に請求することができる。

 

第１１条（株主名簿、実質株主名簿及び株券

喪失登録簿の備置場所並びに名義書換代理

人への委託業務） 

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、単元未

満株式の買取り及び買増し、株券喪失登録

及び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、当会社では取り扱わ

ない。 

 

第１２条（株式取扱規則） 

当会社の株式の名義書換、単元未満株式の

買取り及び買増し、株券喪失登録及びその

他の株式に関する取扱いは、取締役会で定

める株式取扱規則による。 

 

第３章 株主総会 

 

第１３条（株主総会招集の時期） 

当会社の定時株主総会は毎年６月にこれ

を招集する。 

前項のほか必要があるときは随時に臨時

株主総会を招集する。 

 

＜新設＞ 

 

 

＜新設＞ 

 

第１０条（単元未満株式の買増し） 

 当会社の単元未満株式を有する株主は、そ

の有する単元未満株式の株と併せて単元

株式数となるべき数の株式を売り渡すこ

とを当社に請求することできる。 

 

第１１条（株主名簿、新株予約権原簿及び株

券喪失登録簿の備置場所並びに株主名簿管

理人への委託業務） 

 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

に関する事務は株主名簿管理人に委託し、

当会社では取り扱わない。 

 

 

第１２条（株式取扱規則） 

当会社の株式に関する取扱い及び手数料 

は、法令又は本定款のほか、取締役会で定

める株式取扱規則による。 

 

 

第３章 株主総会 

 

第１３条（株主総会の招集の時期及び開催場

所） 

当会社の定時株主総会は毎年６月にこれ

を招集する。 

前項のほか必要があるときは随時に臨時

株主総会を招集する。 

 当会社は、大阪府又は東京都で株主総会を

開催する。 

 

第１４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
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＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４条（株主総会の議長） 

株主総会の議長は予め取締役会が定める

代表取締役がこれに当る。当該取締役に事

故あるときは取締役会の決議をもって予

め定めた順序により他の取締役がこれに

当る。 

 

第１５条（決議の方法） 

株主総会の決議は、法令の規定によるべき

場合又は本定款に別段の定めがある場合

のほか、出席した株主の議決権の過半数を

もってする。 

  

商法第343条の規定によるべき株主総会の

特別決議は、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３

分の２以上をもってする。 

 

 

第１６条（議決権の代理行使） 

株主又はその法定代理人は、当会社の議決

権を行使しうる他の株主を代理人として、

株主総会における議決権を行使すること

は、毎年 3月 31 日とする。

 

 

第１５条（株主総会参考書類等のインター

ネット開示とみなし提供） 

 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類及び連結

計算書類に記載又は表示をすべき事項に

係る情報を、法務省令に定めるところに従

いインターネットを利用する方法で開示

することにより、株主に対して提供したも

のとみなすことができる。 

 

第１６条（株主総会の議長） 

＜現行どおり＞ 

 

 

 

 

 

第１７条（決議の方法） 

株主総会の決議は、法令の規定によるべき

場合又は本定款に別段の定めがある場合

のほか、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す

る。 

会社法第309条第2項の規定によるべき株

主総会の特別決議は、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以上をもってする。 

 

第１８条（議決権の代理行使） 

株主又はその法定代理人は、当会社の議決

権を行使しうる他の株主1名を代理人とし

て、株主総会における議決権を行使するこ
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ができる。 

前項の場合、株主又は代理人は、株主総会

開会前に代理権を証する書面を当会社に

提出しなければならない。 

 

第１７条（株主総会の議事録） 

株主総会の議事については議事録に記載

又は記録し、議長及び出席した取締役がこ

れに記名捺印又は電子署名を行う。

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

第１８条（取締役の数） 

当会社の取締役は１０名以内とする。 

 

第１９条（取締役の選任） 

取締役は株主総会でこれを選任する。 

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

決権の過半数をもってする。 

取締役の選任は累積投票によらない。 

 

 

第２０条（取締役の任期） 

取締役の任期は、就任後 1年内の決算期に

関する定時株主総会の終結の時をもって

満了する。 

 

とができる。 

＜現行どおり＞ 

 

 

 

第１９条（株主総会の議事録） 

株主総会の議事の経過の要領及びその結

果並びにその他法令に定める事項につい

ては、これを議事録に記載又は記録する。

 

第２０条（株主総会決議事項） 

  会社法施行規則第 127 条第 2号ロに定め

る取組みとして、当会社の株主の在り方に関

する基本方針に照らして不適切な者による

買収が開始される前に導入する、株式又は新

株予約権の無償割当てを用いた買収防衛策

の決定は、株主総会の決議による。

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

第２１条（取締役の数） 

＜現行どおり＞ 

 

第２２条（取締役の選任） 

取締役は株主総会でこれを選任する。 

取締役の選任決議は、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、その議決権の過半

数をもってする。 

取締役の選任は累積投票によらない。 

 

第２３条（取締役の任期） 

 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をもって満了する。
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第２１条（代表取締役の選任） 

取締役会はその決議により代表取締役若

干名を定める。 

 

第２２条（役付取締役の選任並びに顧問及び

相談役の委嘱） 

取締役会はその決議により取締役会長、取

締役社長各１名、取締役副会長、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。 

取締役会はその決議により顧問及び相談

役を置くことができる。 

 

第２３条（取締役の報酬） 

取締役の報酬は、株主総会で定める。 

 

 

 

 

第２４条（取締役の責任の減免） 

当会社は、商法第 266 条第 1項 5号の行為

に関する取締役の責任につき、その取締役

が職務を行うにあたり善意にして且つ重

大な過失がない場合に、責任の原因である

事実の内容、職務執行の状況その他の事情

を勘案して特に必要があると認めるとき

は、取締役会の決議をもって、商法所定の

限度額の範囲内で賠償責任を免除するこ

とができる。 

 

第２５条（社外取締役との責任限定契約） 

当会社は、社外取締役との間において、今

後その者が商法第266条第 1項 5号の行為

に関する責任を負った場合にその職務を

行うにあたり善意にして且つ重大な過失

がないときは、金２千万円と商法第 266 条

第２４条（代表取締役の選定） 

取締役会はその決議により代表取締役若

干名を選定する。 

 

第２５条（役付取締役の選定並びに顧問及び

相談役の委嘱） 

＜現行どおり＞ 

 

 

 

 

 

 

第２６条（取締役の報酬等） 

 取締役の報酬、賞与その他の職務遂行の対

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、株主総会で定

める。 

 

第２７条（取締役の責任の減免） 

当会社は、会社法第 423 条第 1項の取締役

の責任について、その取締役が職務を行う

につき善意でかつ重大な過失がない場合

に、責任の原因となった事実の内容、職務

執行の状況その他の事情を勘案して特に

必要と認めるときは、取締役会の決議をも

って、会社法所定の限度額の範囲内で免除

することができる。 

 

 

第２８条（社外取締役との責任限定契約） 

当会社は、社外取締役との間において、会

社法第 423 条第 1項の責任について、その

者が職務を行うにあたり善意でかつ重大

な過失がないときは、金２千万円と会社法

第425条第1項各号の額の合計額とのいず
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第 19 項各号に掲げる金額の合計額とのい

ずれか高い額を賠償額の限度とする契約

を締結することができる。 

 

第２６条（取締役会招集の通知） 

取締役会招集の通知は会日より３日前に

各取締役及び各監査役に対し発する。 

但し、緊急のときはこの期間を短縮するこ

とができる。 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２７条（取締役会規則） 

取締役会に関する事項は取締役会で定め

る取締役会規則による。 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

第２８条（監査役の数） 

当会社の監査役は３名以上とする。 

監査役の現任者に欠員が生じた場合、法定

数を欠かず且つ業務に差支えないと認め

たときは次の改選期までこれを補充しな

いことができる。 

 

第２９条（監査役の選任） 

監査役は株主総会でこれを選任する。 

れか高い額を限度とする契約を締結する

ことができる。 

 

 

第２９条（取締役会招集の通知） 

＜現行どおり＞ 

  

 

 

 

第３０条（取締役会の決議の省略） 

取締役が取締役会の決議の目的である事

項について提案した場合において、当該提

案につき取締役（当該事項について議決に

加わることができるものに限る。）の全員

が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたとき（監査役が当該提案につい

て異議を述べたときは除く。）は、当該提

案を可決する旨の取締役会の決議があっ

たものとみなす。 

  

第３１条（取締役会規則） 

＜現行どおり＞ 

 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

第３２条（監査役の数） 

＜現行どおり＞ 

 

 

 

 

 

第３３条（監査役の選任） 

＜現行どおり＞ 
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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

決権の過半数をもってする。 

 

 

第３０条（監査役の任期） 

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の終結のとき

をもって満了する。 

任期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、前任者の残

任期間とする。 

 

第３１条（常勤監査役の選任） 

監査役はその互選により常勤監査役を定

める。 

 

第３２条（監査役の報酬） 

監査役の報酬は、株主総会で定める。 

 

 

第３３条（監査役の責任の減免） 

当会社は、当会社に対する監査役の責任に

つき、その監査役が職務を行うにあたり善

意にして且つ重大な過失がない場合に、責

任の原因である事実の内容、職務執行の状

況その他の事情を勘案して特に必要があ

ると認めるときは、取締役会の決議をもっ

て、商法所定の限度額の範囲内で賠償責任

を免除することができる。 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

監査役の選任決議は、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、その議決権の過半

数をもってする。 

 

第３４条（監査役の任期） 

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をもって満了する。

任期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

査役の任期が満了する時までとする。 

 

第３５条（常勤の監査役の選定） 

監査役会はその決議により常勤の監査役を

定める。 

 

第３６条（監査役の報酬等） 

監査役の報酬等は、株主総会で定める。 

 

 

第３７条（監査役の責任の減免） 

当会社は、会社法第 423 条第 1項の監査役

の責任について、その監査役が職務を行う

につき善意でかつ重大な過失がない場合

に、責任の原因となった事実の内容、職務

執行の状況その他の事情を勘案して特に

必要と認めるときは、取締役会の決議をも

って、会社法所定の限度額の範囲内で免除

することができる。 

 

第３８条（社外監査役との責任限定契約）

 当会社は、社外監査役との間において、会

社法第 423 条第 1項の責任について、その

者が職務を行うにあたり善意でかつ重大

な過失がないときは、金２千万円と会社法
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第３４条（監査役会招集の通知） 

監査役会招集の通知は会日より３日前に

各監査役に対し発する。但し、緊急のとき

はこの期間を短縮することができる。 

 

第３５条（監査役会規則） 

監査役会に関する事項は監査役会で定め

る監査役会規則による。 

 

第６章 計算 

 

第３６条（決算期）

当会社の決算期は毎年 3月 31 日とする。

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３７条（利益配当金の支払） 

当会社の利益配当金は、毎決算期現在の株

主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録

された株主又は質権者にこれを支払う。

 

＜新設＞ 

 

第425条第1項各号の額の合計額とのいず

れか高い額を限度とする契約を締結する

ことができる。 

 

第３９条（監査役会招集の通知） 

＜現行どおり＞ 

  

 

 

第４０条（監査役会規則） 

＜現行どおり＞ 

 

 

第６章 計算 

 

第４１条（事業年度） 

 当会社の事業年度は毎年4月 1日から翌年

3月 31 日までの 1年とする。 

 

第４２条（剰余金の配当等の決定機関） 

当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条

第 1項各号に定める事項については、法令

に別段の定めのある場合を除き、取締役会

の決議によって定めることができる。 

 

 

 

 

 

第４３条（剰余金の配当の基準日） 

当会社は、毎年 3月 31 日の最終の株主名

簿に記載又は記録された株主又は登録株

式質権者に対して、剰余金の配当を行うこ

とができる。 

当会社は、毎年 9月 30 日の最終の株主名

簿に記載又は記録された株主又は登録株
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＜新設＞ 

 

 

第３８条（中間配当） 

当会社は、取締役会の決議により、毎年 9

月 30 日現在の株主名簿及び実質株主名簿

に記載又は記録された株主又は質権者に

対し、商法第 293 条ノ 5の規定による金銭

の分配をすることができる。

 

第３９条（配当金の除斥期間） 

利益配当金及び中間配当金が支払開始の

日から５年間を経過してなお受領されな

いときは、当会社はその支払の義務を免れ

る。 

 

第７章 雑則 

 

第４０条（記名式外貨建社債についての名義

書換代理人） 

当会社はその発行する記名式外貨建社債

につき必要に応じ外国に名義書換代理人

を置く。

式質権者に対して、剰余金の配当を行うこ

とができる。 

前二項のほか、当会社は、基準日を定めて

剰余金の配当を行うことができる。

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

第４４条（配当金の除斥期間） 

 剰余金の配当において配当財産が金銭で

ある場合は、その支払開始の日から５年を

経過してなお受領されないときは、当会社

はその支払の義務を免れる。 

 

第７章 雑則 

 

＜削除＞
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