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平成１８年５月１０日 

各  位 

 会社名 株式会社ワコールホールディングス 

 代表者名   代表取締役社長 塚 本 能 交 

 （コード番号 ３５９１ 東証･大証各第１部） 

 問合せ先      経営管理部長 大谷郁夫 

 （電話 ０７５－６８２－１０１０） 

 

定款の変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成１８年５月１０日開催の取締役会において、平成１８年６月２９日開催予定の

第５８期定時株主総会に下記のとおり定款の変更について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。 

 

１．変更の理由   

(1) 事業内容の多様化に対応し事業目的の追加を行うものです。（変更案第２条） 

(2) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築を図る

ため取締役の任期を現行の２年から１年に短縮するものです。（変更案第２１条） 

(3) 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針について株主総会の決

議により決定することができる旨を定めるものです。（変更案第１６条） 

（注）本件についての詳細は、本日別途公表いたしました「当社株式の大量取得行為に関

する対応策（買収防衛策）の基本方針について」をご覧ください。 

(4) 「会社法」（平成１７年法律第８６号）が平成１８年５月１日に施行されたことに伴い、次

のとおり当社定款を変更するものであります。 

① 会社法第３２６条第２項の規定に従い、当社に設置する機関を定めるものです。（変更案

第４条） 

② 会社法第２１４条の規定に従い、株券を発行する旨を定めるものです。（変更案第７条） 

③ 会社法第１８９条第２項の規定に従い、単元未満株主の権利を合理的な範囲に制限する

旨定めるものです。（変更案第９条） 

④ 会社法施行規則および会社計算規則に基づき、定款に定めを設ければ、株主総会参考書

類、事業報告、計算書類、連結計算書類を一定期間インターネットで開示することによ

り、当該書類の一部または全部の情報を株主に提供したものとみなされますので、安価

に情報を十分掲載できるよう、これに対応する定めを置くものです。（変更案第１５条） 

⑤ 会社法第３７０条の規定に従い、必要が生じた場合に書面または電磁的方法により取締

役会の決議を機動的に行うことができるよう定めを置くものです。（変更案第２５条） 

⑥ 会社法第４２７条第１項の規定に従い、社外監査役が期待される役割を十分発揮するこ

とができるよう、社外監査役との間の責任限定契約をあらかじめ締結できる旨を定める

ものです。（変更案第３６条） 
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⑦ 取締役の任期を１年とすることに伴い、会社法第４５９条第１項により、剰余金の配当

等を取締役会の権限とし、株主への機動的な利益還元ができるようするものです。（変更

案第３８条） 

また会社法により、自己株式の取得が剰余金の配当等として整理されたことから、この

定款規定により自己株式の取得が可能になるため、現行第６条を削除するものです。 

⑧ 定款上で引用する条文を会社法の相当条文に変更するとともに、旧商法上の用語を会社

法で使用される用語に変更するものです。 

(5) 法令に定められた事項の確認的記載に過ぎない規定を削除し、あわせて全般にわたり表現

形式の変更、構成の整理、字句の修正等、所要の変更を行うものです。 
 

 

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 

（商  号）  
第１条 当会社は株式会社ワコールホールディングスと称

する 
英文ではＷＡＣＯＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯＲＰ．と表示する 

第１章  総   則 

（商  号）  
第１条 当会社は、株式会社ワコールホールディングスと
称し、英文では、ＷＡＣＯＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯＲＰ．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． 次の事業を営む会社の株式を所有することにより
当該会社の事業活動を支配・管理すること 
(1) 衣服および洋装雑貨の製造、販売 
(2) 家具、寝具、室内装飾品および 身の回り品の製

造、販売ならびに施工 
(3) 化粧品、石鹸、洗剤、医薬品および医薬部外品

の製造、販売ならびに健康食品の販売 
(4) 文化 厚生 教育、スポーツ、娯楽、美容および飲

食店業の各施設の経営ならびにこれらにかかわる
商品の製造、販売、サービスの提供、技術指導、
コンサルティング業務 

(5) 書画、骨とう品の売買およびその仲介ならびに画
廊の管理、運営 

(6) 工業所有権、文芸、美術、工芸、音楽、映像、音
声に関する著作権等の無体財産権の取得、貸
与、譲渡および技術指導 

(7) 出版ならびに広告宣伝業 
(8) 不動産の売買、賃貸借、仲介および管理 
(9) 動産の賃貸および賃貸借の仲介 

(10) 損害保険および自動車損害賠償保障法に基づく
保険代理ならびに生命保険の募集に関する代理
業 

(11) 建築工事ならびに室内インテリア の企画、設計、
監理、施工、コンサルティングおよび販売 

(12) 建築資材の販売および建具、家具、什器、キッチ
ン、ユニットバス、トイレ等の住宅設備機器の販売 

（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) 次の事業を営む会社の株式を所有することにより
当該会社の事業活動を支配・管理すること 
① 衣服および洋装雑貨の製造、販売 
② 家具、寝具、室内装飾品および 身の回り品の製

造、販売ならびに施工 
③ 化粧品、石鹸、洗剤、医薬品および 医薬部外品

の製造、販売ならびに健康食品の販売 
④ 文化 厚生 教育、スポーツ、娯楽、美容および飲

食店業の各施設の経営ならびにこれらにかかわる
商品の製造、販売、サービスの提供、技術指導、
コンサルティング業務 

⑤ 書画、骨とう品の売買およびその仲介ならびに画
廊の管理、運営 

⑥ 工業所有権、文芸、美術、工芸、音楽、映像、音
声に関する著作権等の無体財産権の取得、貸
与、譲渡および技術指導 

⑦ 出版ならびに広告宣伝業 
⑧ 不動産の売買、賃貸借、仲介および管理 
⑨ 動産の賃貸および賃貸借の仲介 
⑩ 損害保険および自動車損害賠償保障法に基づく

保険代理ならびに生命保険の募集に関する代理
業 

⑪ 建築工事ならびに室内インテリア の企画、設計、
監理、施工、コンサルティングおよび販売 

⑫ 建築資材の販売および建具、家具、什器、キッチ
ン、ユニットバス、トイレ等の住宅設備機器の販売 
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現 行 定 款  変 更 案  

(13) 地域開発、都市開発、環境整備に関する企画、設
計、監理およびコンサルティングの受託 

(14) 造園、園芸、石工事に関する企画、設計、監理、
施工およびコンサルティング業務 

(15) 園芸用樹木、草木類および園芸用材料の生産、
販売ならびに賃貸 

(16) 情報処理、情報提供サービスならびにコンピュー
ター・ハードウエア、ソフトウエアの開発、売買、賃
貸借およびコンサルティング業務 

(17) 宝石、貴金属、アクセサリー の加工ならびに時計、
眼鏡、履物、鞄および傘の製造、販売 

(18) 金銭の貸付、金銭貸借の媒介、保証、有価証券の
保有ならびに運用業務およびクレジットカード業務 

(19) 労働者派遣事業 
(20) 人材の職業適性能力の開発に関する教育・研修・

コンサルティング業務 
(21) 財務・経理事務、給与等の計算事務、内外取引文

書作成、受付・電話交換事務、テレマーケティン
グ、翻訳・通訳、事務用機器・通信機器の操作、シ
ステムプログラミング等の業務処理の請負 

(22) 倉庫業 
（新  設） 

(23) 前記(1)から(22)までに附帯する投資 
(24) 前記(1)から(23)までに附帯関連する一切の業務 

2． 前号に附帯関連する一切の業務 

⑬ 地域開発、都市開発、環境整備に関する企画、設
計、監理およびコンサルティングの受託 

⑭ 造園、園芸、石工事に関する企画、設計、監理、
施工およびコンサルティング業務 

⑮ 園芸用樹木、草木類および園芸用材料の生産、
販売ならびに賃貸 

⑯ 情報処理、情報提供サービスならびにコンピュー
ター・ハードウエア、ソフトウエアの開発、売買、賃
貸借およびコンサルティング業務 

⑰ 宝石、貴金属、アクセサリー の加工ならびに時計、
眼鏡、履物、鞄および傘の製造、販売 

⑱ 金銭の貸付、金銭貸借の媒介、保証、有価証券の
保有ならびに運用業務およびクレジットカード業務 

⑲ 労働者派遣事業 
⑳ 人材の職業適性能力の開発に関する教育・研修・

コンサルティング業務 

○21  財務・経理事務、給与等の計算事務、内外取引文
書作成、受付・電話交換事務、テレマーケティン
グ、翻訳・通訳、事務用機器・通信機器の操作、シ
ステムプログラミング等の業務処理の請負 

○22  倉庫業 
○23  マネキン人形、陳列器具類の製造、販売 

○24  前記①から○23までに附帯する投資 
○25  前記①から○24までに附帯関連する一切の業務 

(2) 前号に附帯関連する一切の業務 

（本店の所在地）  
第３条 当会社は本店を京都市に置く 

（本店の所在地）  
第３条 当会社は、本店を京都市に置く。 

 
（新  設） 

（機  関）  
第４条 当会社は、株主総会および取締役のほか、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 

（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 

（公告方法）  
第５条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。 
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現 行 定 款  変 更 案  

第２章  株   式 

（株式の総数）  
第５条 当会社の発行する株式の総数は 500,000千株とす

る   
ただし株式の消却が行われた場合にはこれに相当す

る数式数を減ずる 

第２章  株   式 

（発行可能株式総数）  
第６条 当会社の発行可能株式総数は、500,000 千株とす

る。  
（削  除） 

 
（新  設） 

（株券の発行）  
第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

（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 号の規定に

より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 

 
（削  除） 

（１単元の株式の数およ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 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）に係わ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 

（単元株式数および単元未満株券の不発行）  
第８条 当会社の単元株式数は、1,000 株とする。 
２ 当会社は、前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。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。 

（株券の種類）  
第８条 当会社の発行する株券の種類は取締役会におい

て定める株式取扱規則による 

 
（削  除） 

 
（新  設） 

（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てを受ける権利 
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現 行 定 款  変 更 案  

（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 

名義書換代理人およびその事務取扱場所は取締役
会において選定しこれを公告する 

当会社の株主名簿および実質株主名簿（以下株主名
簿等という）ならびに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
に取り扱わせる 

（株主名簿管理人）  
第１０条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 
２ 株主名簿管理人およ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。）、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成な
らびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿およ
び株券喪失登録原簿に関する事務は、これを株主名簿
管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 

（基 準 日）  
第１０条 毎決算期における株主名簿等に記載または記録

されている株主（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権利を行使すべ
き株主とする 

前項のほか必要がある場合には取締役会の決議によ
りあらかじめ公告して一定の日における株主名簿等に記
載または記録されている株主または登録した質権者をも
ってその権利を行使すべき株主または登録した質権者と
することができる 

 
（削除、一部変更して変更案第１３条に移設） 

（株式取扱規則）  
第１１条 株式に関する取扱いについては一般の慣行に従

い取締役会の定める株式取扱規則による 

（株式取扱規則）  
第１１条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、

法令または本定款のほか、取締役会において定める株式
取扱規則による。 

第３章  株 主 総 会 

（招  集）  
第１２条 定時株主総会は毎年６月に臨時株主総会は必要

に応じて招集する 

第３章  株 主 総 会 

（招  集）  
第１２条 当会社の定時株主総会は、毎年６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。 

 
（新設、現行第１０条から一部変更し移設） 

（定時株主総会の基準日）  
第１３条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、

毎年３月３１日とする。 

（招 集 者）  
第１３条 株主総会は法令に別段の定めある場合を除き取

締役会の決議をもって取締役社長がこれを招集する 
取締役社長に事故あるときは取締役会においてあらか

じめ定めた順序により他の取締役がこれに代る 

（招集権者および議長）  
第１４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。 
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現 行 定 款  変 更 案  

（議  長）  
第１４条 株主総会の議長は取締役社長があたる 

取締役社長に事故あるときは取締役会においてあらか
じめ定めた順序により他の取締役がこれに代る 

 
（削除、一部変更して変更案第１４条に統合） 

 
（新  設） 

（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）  
第１５条 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、計算書類および 連結計算書類に記
載または表示すべき事項に係る情報を、法令に定めると
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、株主に対し提供したものとみなすことができる。 

 
（新  設） 

（株主総会決議事項）  
第１６条 株主総会においては、法令または本定款に別段

の定めある事項をその決議により定めるほか、当会社株
式の大量取得行為に関する対応策の基本方針をその決
議により定めることができる。 

２ 前項における当会社株式の大量取得行為に関する対
応策とは、当会社が資金調達または業務提携などの事業
目的を主要な目的とせずに新株または新株予約権の発
行を行うことにより当会社に対する買収の実現を困難に
する方策のうち、当会社の企業価値ひいては株主共同の
利益を損なうおそれのある者による買収が開始される前
に導入されるものをいう。また、導入とは、当会社株式の
大量取得行為に関する対応策としての新株または新株
予約権の発行決議を行うなど当会社株式の大量取得行
為に関する対応策の具体的内容を決定することをいう。 

（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

めがある場合のほか出席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 

（決議の方法）  
第１７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。 

２ 会社法第 309条第 2項に定める決議は、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以上をもって行う。 

（議決権の代理行使）  
第１６条 株主またはその法定代理人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させる
ことができる 

ただし株主または代理人は総会ごとに代理権を証する
書面を当会社に提出しなければならない 

（議決権の代理行使）  
第１８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 株主総会の議事の経過の要領およびその結果は

議事録に記載し議長ならびに出席した取締役がこれに記
名押印してその原本を１０年間本店に備え置きその謄本
を５年間支店に備え置く 

 
（削  除） 
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現 行 定 款  変 更 案  

第４章  取締役および取締役会 

（取締役の員数）  
第１８条 当会社の取締役は７名以内とする 

第４章  取締役および取締役会 

（員  数）  
第１９条 当会社の取締役は、７名以内とする。 

（取締役の選任）  
第１９条 取締役は株主総会において選任する 

前項の選任については総株主の議決権の３分の１以
上を有する株主の出席を要する 

取締役の選任決議は累積投票によらないものとする 

（選任方法）  
第２０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、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。 

（取締役の任期）  
第２０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の終結の時までとする 

（任  期）  
第２１条 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。 

（役付取締役）  
第２１条 取締役会の決議により取締役中より取締役会長お

よび取締役社長各１名ならびに取締役副会長取締役副
社長専務取締役および常務取締役各若干名を選任する
ことができる 

取締役会長は取締役社長の業務執行の諮問に応じ
取締役社長は社務を統轄し取締役副会長は取締役会長
を補佐し取締役副社長専務取締役および常務取締役は
取締役社長を補佐して社務の処理にあたる 

（代表取締役および役付取締役）  
第２２条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定

する。 
２ 取締役会は、その決議によって取締役会長、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。 

  

（代表取締役） 
第２２条 取締役社長は代表取締役とする 

他の代表取締役は必要に応じ前条の役付取締役の中
から取締役会の決議により定めることができる 

 
（削除、一部変更して変更案第２２条に統合） 

（取締役の報酬）  
第２３条 取締役の報酬は株主総会の決議で定める 

前項の報酬には使用人兼務取締役の使用人給与は
含まないものとする 

 
（削除、一部変更して変更案第２７条に移設） 

（取締役会の権限）  
第２４条 取締役会は法令に定める事項のほか当会社の重

要な業務執行を決定する 

 
（削  除） 
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現 行 定 款  変 更 案  

（取締役会の招集者および議長）  
第２５条 取締役会は取締役社長がこれを招集し議長となる 

取締役社長に事故あるときは取締役会においてあらか
じめ定めた順序により他の取締役がこれに代る 

（取締役会の招集者および議長）  
第２３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。 

（取締役会の招集手続）  
第２６条 取締役会の招集通知は各取締役および各監査役

に対し会日より３日前に発する 
ただし緊急の必要ある場合にはこれ を短縮することが

できる 
（新  設） 

（取締役会の招集通知）  
第２４条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取

締役およ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 取締役およ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。 

（取締役会の決議の方法）  
第２７条 取締役会の決議は取締役の過半数が出席してそ

の出席取締役の過半数をもってする 

（取締役会の決議の省略）  
第２５条 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たしたとき

は、取締役会の決議があったものとみなす。 

（取締役会の議事録）  
第２８条 取締役会の議事の経過の要領およびその結果は

議事録に記載し出席した取締役および監査役がこれに
記名押印してその原本を１０年間本店に備え置く 

 
（削  除） 

 
（新  設） 

（取締役会規則）  
第２６条 取締役会に関する事項は、法令または定款のほ

か、取締役会において定める取締役会規則による。 

 
（新設、現行第２３条から一部変更し移設） 

（報 酬 等）  
第２７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。 

（社外取締役との間の責任限定契約）  
第２９条 当会社は商法第 266 条第 19 項の規定により社外

取締役との間に同条第 1項第 5号の行為による賠償責任
を限定する契約を締結することができる 

ただし当該契約に基づく賠償責任の限度額は商法第
266 条第 19 項各号に定める金額の合計額とする 

（社外取締役との間の責任限定契約）  
第２８条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、

社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償
責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当
該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とす
る。 
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現 行 定 款  変 更 案  

第５章  監査役および監査役会 

（監査役の員数）  
第３０条 当会社の監査役は５名以内とする 

第５章  監査役および監査役会 

（員  数）  
第２９条 当会社の監査役は、５名以内とする。 

（監査役の選任）  
第３１条 監査役は株主総会において選任する 

前項の選任については総株主の議決権の３分の１以
上を有する株主の出席を要する 

（選任方法）  
第３０条 監査役は、株主総会において選任する。 
 ２ 監査役の選任議案は、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行う。 

（監査役の任期）  
第３２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の終結の時までとする 

（任  期）  
第３１条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。 

（常勤監査役）  
第３３条 監査役はその互選をもって常勤監査役を定める 

（常勤の監査役）  
第３２条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選

定する。 

（監査役の報酬）  
第３４条 監査役の報酬は株主総会の決議で定める 

 
（削除、一部変更して変更案第３５条に移設） 

（監査役会の権限）  
第３５条 監査役会は法令に定める事項のほか各監査役の

権限の行使を妨げない範囲で監査役の職務執行に関
する事項を決定する 

 
（削  除） 

（監査役会の招集手続）  
第３６条 監査役会の招集通知は各監査役に対し会日よ

り３日前に発する 
ただし緊急の必要ある場合にはこれを短縮すること

ができる 
（新  設） 

（監査役会の招集通知）  
第３３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
いで監査役会を開催することができる。 

（監査役会の決議の方法）  
第３７条 監査役会の決議は法令に別段の定めがある場合

のほか監査役の過半数をもってする 

 
（削  除） 



10 

現 行 定 款  変 更 案  

（監査役会の議事録）  
第３８条 監査役会の議事の経過の要領およびその結果は

議事録に記載し出席した監査役がこれに記名押印して
その原本を１０年間本店に備え置く 

 
（削  除） 

 
（新  設） 

（監査役会規則）  
第３４条 監査役会に関する事項は、法令または定款のほ

か、監査役会において定める監査役会規則による。 

 
（新設、現行第３４条から一部変更し移設） 

（報 酬 等）  
第３５条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定

める。 

 
（新  設） 

（社外監査役との間の責任限定契約）  
第３６条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、

社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償
責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当
該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とす
る。 

第６章  計   算 

（営業年度および決算期）  
第３９条 当会社の営業年度は毎年４月１日より翌年３月３１

日までとし営業年度末日を決算期とする 

第６章  計   算 

（事業年度）  
第３７条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３

１日までの１年とする。 

 
（新  設） 

（剰余金の配当等の決定機関）  
第３８条 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。  

（株主配当金）  
第４０条 株主配当金は毎決算期における株主名簿等に記

載または記録されている株主または登録した質権者に支
払う 

（新  設） 

（剰余金の配当の基準日）  
第３９条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月３１日と

する。 
 
２ 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすること
ができる。 

（配当金の除斥期間）  
第４１条 株主配当金はその支払確定の日から満３年を経

過しても受領のないときは当会社は支払の義務を免れる 

（配当金の除斥期間）  
第４０条 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年を経過しても受領されないときは、当会社は
その支払義務を免れる。 

（注）上記変更案は、平成１８年５月１０日開催の取締役会での決議内容ですが、平成１８年６月２９日
開催予定の定時株主総会に付議する際には、文言の修正等を行うことがあります。 

以 上 


