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各  位 

平成１８年５月１１日 

     

  会 社 名  東 ソ ー 株 式 会 社 
  代 表 者 名   代表取締役社長  土屋  隆 

         （コード番号 4042 東証第 1 部） 
問 合 せ 先     総務部長     齋藤 泰裕 
          （TEL 03‐5427‐5101） 

 
 

定款の（一部）変更に関するお知らせ 
 
 

当社は、平成 18 年 5 月 11 日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更

の件」を平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 107 回定時株主総会に付議すること

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．定款変更の目的 

（１）現行定款第 2 条（目的）につきましては、当社の事業の現状に即した、不要項目の削

除及び事業内容の多様化や今後の事業展開に備えた必要項目の追加を行うとともに、

表現の明確化を図るものであります。 
 
（２）事業基盤の一層の拡大・強化に対応した機動的な資本政策を行うことができるよう、

現行定款第 5 条（会社が発行する株式の総数）の｢12 億株｣から変更案第 6 条（発行可能

株式総数）の｢18 億株｣に増加させるものであります。 
 
（３）株券の種類について定める現行定款第 9 条(株券)は、株式に関する取扱いについて定

める変更案第 13 条（株式取扱規則）により不要となるため、これを削除するものであ

ります。 
 
（４）取締役の員数につきましては、現行定款第 17 条(員数)に「3 名以上」と定めておりま

すが、より効率的な会社運営並びに取締役会の運営を行う観点から、これを変更案第

20 条(員数)の「20 名以内」に変更するものであります。 
 
（５）経営環境の変化に迅速に対応し、取締役の経営責任を明確化するため、現行定款第 19

条（任期）に定める取締役の任期「2 年」を変更案第 22 条（任期）の「1 年」に変更する

ものであります。 
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（６）取締役及び監査役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、

取締役会の決議をもって法令に規定する限度内でその責任を免除できることとし、社

外監査役及び必要に応じ社外取締役に有為な人材を確保するため、両者との間で責任

限定契約を結ぶことができるようにするため、変更案第 28 条（取締役の責任免除）及

び第 36 条（監査役の責任免除）を新設するものであります。 
尚、これらの規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。 

 
（７）｢会社法｣(平成 17 年法律第 86 号)、｢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）及び｢会社法施行規則｣(平成 18 年法務省令第 12 号)
が平成 18 年 5 月 1 日に施行されたことに伴い、次の各事項につき、所要の変更を行

うものであります。 
 

①株主がその有する単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、変更案

第 10 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株主総会参考書類等を一定期間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されるようになったことに伴い、低コストで

情報を十分に掲載することができる方法として、変更案第 17 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）を新設するものであります。 
 
③補欠監査役の予選について定める現行定款第 28 条（補欠監査役の予選）は、「会社

法」に規定が設けられたことにより不要になったため、その任期に関する規定（変

更案第 31 条（任期）第２項）を除き削除するものであります。 
 
④会計監査人が会社の機関とされたことから、取締役及び監査役と同様に、会計監査

人の選任方法、任期及び報酬等について定めることとし、変更案に第６章 会計監

査人を設け、変更案第 37 条（会計監査人の選任）、第 38 条（会計監査人の任期）、

及び第 39 条（報酬等）を新設するものであります。 
 
⑤取締役の任期が 1 年の会社は、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず取締役会

の決議により決定することができるようになったことに伴い、取締役会の決議によ

り必要に応じた機動的な剰余金の配当等の実施を可能とするため、変更案第 41 条

（剰余金の配当等の決定機関）を新設するものであります。 
    

⑥中間配当の基準日につきまして、変更案第 42 条（剰余金配当の基準日）に定める

ことに伴い、現行定款第 35 条（中間配当）は不要となるため、これを削除するも

のであります。 
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⑦その他、「会社法」等により定款に一定の定めがあるとみなされる事項に関連した

規定の新設・変更を行うとともに、定款全般において「会社法」等に対応した用

語、表現及び引用条数の変更を行うほか、不要となった条文を削除するものであ

ります。 
 
（８）その他、条文の新設および削除に伴う条数の変更を行うものであります。 

 
 
２．変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 
（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

 

（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とし、以て社会の進展に寄与するも

のとする。 
１．次の各製品、その加工品、副製品

の研究開発並びに製造、仕入れ及

び販売 
イ．ソーダ、セメント、肥料、その他

の無機・有機工業製品 
 

   ロ．石油化学製品 
 
   ハ．合成樹脂、合成ゴム、その他の高

分子製品 
   ニ．合金鉄、電解金属、その他の各種

金属製品 
   ホ．農薬、医薬品、食品及び各種薬品 

 
 ヘ．土木建築材料及び関連複合品 

    
 
ト．炭化石灰及び耐火物 

  チ．セラミックス及びその原材料 
 
 

（新   設） 
    

リ．電子機器及び部品並びにそれらの

材料 
   ヌ．前記各製品の関連品及びその他の

 

（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．次の各製品及びこれらに関連する

各種化学製品の製造、加工及び販

売 
   イ．ソーダ、セメント、肥料、その他

の無機･有機工業製品及び工業用

ガス製品 
   ロ．エチレン系、プロピレン系、芳香

族系製品その他の石油化学製品 
   ハ．合成樹脂、合成ゴムその他の高分

子化合物 
   ニ．電解金属及びその他の各種金属製

品 
   ホ．農薬、医薬品、食品並びにこれら

の原材料、中間体及び添加剤 
   ヘ．土木建築用資材、住宅建築用資材、

農業用資材、輸送機器用資材、物

流資材及びこれらの原材料 
（削   除） 

ト．石英ガラス、セラミックス及びこ

れらの原材料 
   チ．医療機器及びその試薬 
   リ．触媒 

   ヌ．電子機器部品及びその材料 
 

（削   除） 
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諸物資 
（新   設） 

２．化学工業用、環境関連事業用、その

他各種産業用の機器、装置、システ

ムの設計、製作、施工、管理、技術

指導及び売買 
３．土木工事、建築工事、設備工事、機

械器具の設置工事その他建設工事

の企画、設計、施工、監理及び技術

指導 
４．医療用具の研究開発並びに製造、仕

入及び販売 
５．石油、可燃性ガス、鉱物、その他の

資源の開発、加工及び売買 
６．産業廃棄物及び一般廃棄物の処理業 
 
７．発電及び電気の供給に関する事業 
８．情報処理サービス業及び情報提供

サービス業並びに電気通信事業 
   
 

 
（新   設） 

 
 

９．不動産の賃貸借、売買、管理及び

仲介 
10．資金の融資・保証その他の金融業

務 
11．陸運業、海運業、貨物運送取扱業

及び倉庫業 
12．旅行業 
13．損害保険代理業及び生命保険募集

に関する業務 
14．事務用機器、包装資材、自動車、

その他の動産の賃貸借、売買、管

理及び仲介 
15．診療所の経営 
 
16．防犯、防火、防災、救急、安全に

関する設備・機器・システムの開

発、賃貸借、売買、管理及び仲介

並びに警備業務 
 

 
（新   設） 

 
17．商品検査業、一般計量証明業、環

    
２．前号の各製品の輸出及び輸入 
３．化学工業用、環境保全用、その他

各種産業用の設備、システム及び

機器の設計、製作、施工、監理、

販売並びにこれらの受託 
４．建築工事、土木工事その他の建設

工事の企画、設計、施工、請負及

び監理 
 

（削   除） 
 

５．石油、天然ガスその他の鉱物の採

掘、加工及び販売 
６．産業廃棄物及び一般廃棄物の処理

業並びに収集運搬業 
７．電気及び蒸気の供給事業 
８．情報処理業務の受託並びに情報処

理に関するシステム、ソフトウェ

ア及び機器の設計、製作、施工、

販売、賃貸、使用許諾 
９．電 気 工 事 業 及 び 電 気 通 信 

工事業 
   10．電子機器部品の洗浄サービス 

 
11．  （現行どおり） 

 
（削   除） 

    
12． 

    
13．  （現行どおり） 

   14． 
 
   15． 
 
 

16．医療、保健衛生に関連する施設の

運営並びにこれらの受託業務 
17．防犯、放火、防災及び環境保安に

関する設備、システム及び機器の

設計、製作、施工、賃貸並びにこ

れらの販売、管理及び仲介並びに

警備業務 
18．化学分析その他の各種分析、試験

及び検査並びにこれらに関する調

査の受託及び技術指導 
（削   除） 
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境計量証明業及びその他の計量証

明業 
18．社内メール、郵便物、宅配小荷物

の受渡し業務 
19．自動車の運転代行業務 
20．緑化事業 
21．印刷事業 
22．人材採用の代行業務及び人材育成、

能力開発のための教育事業 
23．労働者派遣事業 
24．各種事業に対する投資 

 
（新   設） 

 
25．前各号に附帯関連する一切の事業 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

（公告の方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。

但し、事故その他やむを得ない事由により

電子公告を行うことができないときは、日本

経済新聞に掲載する。 

 

 

第２章 株   式 

 

（会社が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、12 億

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。

 

 

 

 

（新   設） 

 

（取締役会決議による自己株式の買受け） 

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

自己株式を買受けることができる。 

 

 
 

19．郵便物、宅配小荷物の受渡し業務 
 

（削   除） 
20．   
21．  
22．人材育成、能力開発のための教育

事業 
23．  （現行どおり） 

（削   除） 
24．前各号の事業に関わる研究、開発、

調査の受託並びに技術の供与及び

コンサルティング 
25．（現行どおり） 

 

（機関）  

第４条 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 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。

但し、事故その他やむを得ない事由によっ

て電子公告を行うことができない場合は、

日本経済新聞に掲載する。 

 

 

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、18 億株

とする。 

 

 

 

 

（株券の発行）  

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。

 

（取締役会決議による自己の株式の取得） 

第８条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規

定により、取締役会の決議をもって市場取

引等により自己の株式を取得することがで

きる。 

（現行どおり） 
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(1 単元の株式の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、1,000 株

とする 

当会社は、1 単元の株式に満たない株式

（以下「単元未満株式」という。）に係る株券

を発行しない。但し、株式取扱規則に定め

るところについては、この限りではない。 

 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単元未満株式の買増） 

第８条 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、株式

取扱規則に定めるところにより、その単元

未満株式の数と併せて１単元の株式の数

となるべき数の株式を売り渡すべき旨を

請求することができる。 

 

(株券) 

第９条 当会社の発行する株券の種類は取締

役会の定めるところによる。 

 

（名義書換代理人） 

第10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。 

当会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）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、質権の登録、信

託財産の表示、単元未満株式の買取り及

び買増し、株券不所持の申出、株券の交

 

(単元株式数及び単元未満株券の不発行) 

第９条 当会社の単元株式数は、1,000 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。但

し、株式取扱規則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10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

式の割当て及び募集新株予約権の

割当てを受ける権利 

     ４．次条に定める請求をする権利 

 

（単元未満株式の売渡請求） 

第11条 当会社の株主は、株式取扱規則に定め

るところにより、その有する単元未満株式

の数と併せて単元株式数となる数の株式

を売り渡すことを請求することができる。 

 

 

 

 

（削   除） 

 

 

（株主名簿管理人） 

第12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

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。）、株券喪失登録簿及び

新株予約権原簿の作成並びに備置き、

その他株主名簿、株券喪失登録簿及び

新株予約権原簿に関する事務は株主名

簿管理人に委託し、当会社においては取

り扱わない。 
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付、株券喪失登録の手続き、諸届出の受

理、その他株式に関する事務は名義書

換代理人に取り扱わせ、当会社において

はこれを取り扱わない。 

 

（株式取扱規則） 

第11条 当会社の株式の名義書換、質権の登

録、信託財産の表示、単元未満株式の

買取り及び買増し株券不所持の申出、株

券の交付、株券喪失登録の手続き、諸届

出の受理、その他株式に関する取り扱い

並びにその手数料については、法令又

は本定款のほか、取締役会の定める株式

取扱規則による。 

 

（基準日） 

第12条 当会社は、毎年3月31日現在の 終の

株主名簿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３章 株 主 総 会 

 

 

（第２章より移設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（招集) 

第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に

招集し、臨時株主総会は、必要に応じて

随時これを招集する。 

株主総会は、本店所在地のほか、東京都

中央区、港区又は千代田区においても招

集することができる。 

 

 

（議長) 

第14条 株主総会の議長は、取締役会長がこれ

 

 

 

 

 

（株式取扱規則）  

第13条 当会社の株式に関する取り扱い並びに

その手数料については、法令又は本定

款のほか、取締役会の定める株式取扱

規則による。 

 

 

 

 

 

 

（第３章へ移設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 株 主 総 会 

 

（基準日）  

第14条 当会社は、毎年3月31日現在の 終の

株主名簿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前項の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基準

日を定めることができる。 

 

（招集）  

第15条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に

招集し、臨時株主総会は、必要に応じて

随時招集する。 

②株主総会は、本店所在地のほか、東京都

中央区、港区又は千代田区においても招

集することができる 

 

 

（議長)  

第16条 株主総会においては、取締役会長が議



 8 

に当たる。 

取締役会長が欠員のときまたは取締役会

長に事故があるときは、取締役社長がこ

れに当たり、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

た順序により、他の取締役がこれに当た

る。 

 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

（決議の方法） 

第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別

段の定めある場合を除き、出席した株主

の議決権の過半数をもってこれを行う。 

 

商法第 343 条に定める特別決議は、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 以上で

行う。 

 

 

(議決権の代理行使) 

第16条 株主は、議決権を行使することができる

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。 

     この場合には、株主又は代理人は、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。 

 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

(員数) 

第17条 当会社の取締役は、３名以上とする。 

 

(選任決議) 

第18条 取締役は、株主総会において選任する。

 

     取締役の選任決議は、総株主の議決権

の 3 分の 1 以上を有する株主の出席を要

長となる。 

②取締役会長が欠員のとき又は取締役会

長に事故があるときは、取締役社長が議

長となり、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

順序により、他の取締役が議長となる。 

 

 

（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17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

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に開示する

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。 

 

（決議の方法） 

第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別

段の定めある場合を除き、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19条 株主は、議決権を行使することができる

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この場合には、株主又は代理人は、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。 

 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

(員数)   

第20条 当会社の取締役は、20名以内とする。 

 

(選任方法)  

第21条 取締役は、株主総会の決議によって選

任する。 

②取締役の選任決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の 3 分の 1
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し、その議決権の過半数をもってこれを

行う。 

取締役の選任は、累積投票によらない。 

 

 

（任   期） 

第19条 取締役の任期は、就任後２年内の 終

の決算期に関する定時株主総会終結の

時までとする。 

 

（取締役会の招集） 

第20条 

（条文省略） 

 

（取締役会規則） 

第21条 取締役会に関する事項については、法

令又は定款に定めがあるもののほか、取

締役会規則による。 

前項の取締役会規則は取締役会でこれ

を定める。 

 

（代表取締役） 

第22条 会社を代表すべき取締役は、取締役会

の決議をもってこれを定める。 

 

（役付取締役） 

第23条 取締役会の決議をもって、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定

めることができる。 

 

（報   酬） 

第24条 取締役の報酬及び退職慰労金は､株主

総会の決議によりこれを定める｡ 

 

 

 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

（任   期）  

第22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 終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとする。 

 

（取締役会の招集） 

第23条 

（現行どおり） 

 

（取締役会規則）  

第24条 取締役会に関する事項については、法

令又は定款に定めがあるもののほか、取

締役会規則による。 

②前項の取締役会規則は取締役会で定め

る。 

 

（代表取締役）  

第25条 取締役会は、その決議によって代表取

締役を選定する。 

 

（役付取締役） 

第26条 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。 

 

（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｡ 

 

 

（取締役の責任免除）  

第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規

定により、任務を怠ったことによる取締役

（取締役であった者を含む。）の損害賠償

責任を、法令の限度において、取締役会

の決議によって免除することができる。 

②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。但し、当該契
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第５章 監査役及び監査役会 

 

（員数） 

第25条 

（条文省略） 

 

（選任決議） 

第26条 監査役は、株主総会において選任す

る。 

監査役の選任決議は、総株主の議決権

の 3 分の 1 以上を有する株主の出席を要

し、その議決権の過半数をもってこれを

行う。 

 

（任   期） 

第27条 監査役の任期は、就任後４年内の 終

の決算期に関する定時株主総会終結の

時までとする。 

 

（新   設） 

 

 

（補欠監査役の予選） 

第28条 当会社は、法令又は定款の定める監査

役の員数を欠いた場合に備えて、あらか

じめ株主総会において補欠の監査役（以

下「補欠監査役」という。）を選任すること

ができる。 

 本定款第 26 条の規定は、株主総会に

おける補欠監査役の選任決議についてこ

れを準用する。この場合において、同条

項中「監査役」とあるのは「補欠監査役」と

読み替えるものとする。 

 本条に基づき選任された補欠監査役が

監査役に就任した場合の任期は、前任者

の残任期間とする。 

 補欠監査役選任の効力は、選任後 初

に到来する定時株主総会が開催されるま

での間とする。 

 

 

（監査役会の招集） 

第29条 （条文省略） 

約に基づく責任の限度額は、あらかじめ

定めた金額又は法令が規定する額のい

ずれか高い額とする。 

 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

（員数） 

第29条 

（現行どおり） 

 

（選任方法）  

第30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。 

 

（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 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、前任

者の残任期間とする。 

 

 

（削   除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（監査役会の招集）  

第32条 （現行どおり） 
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（監査役会規則） 

第30条 監査役会に関する事項については、法

令又は定款に定めがあるもののほか、監

査役会規則による。 

 前項の監査役会規則は監査役会でこ

れを定める。 

 

（常勤監査役） 

第31条 監査役会は、互選をもって常勤の監査

役を定める。 

 

（報   酬） 

第32条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主

総会の決議によりこれを定める。 

 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新   設） 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（監査役会規則）  

第33条 監査役会に関する事項については、法

令又は定款に定めがあるもののほか、監

査役会規則による。 

②前項の監査役会規則は監査役会で定め

る。 

 

（常勤監査役）  

第34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。 

 

（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。 

 

 

（監査役の責任免除）  

第36条 当会社は、会社法第426条第1項の規

定により、任務を怠ったことによる監査役

（監査役であった者を含む。）の損害賠償

責任を、法令の限度において、取締役会

の決議によって免除することができる 

②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。但し、当該契

約に基づく責任の限度額は、あらかじめ

定めた金額又は法令が規定する額のい

ずれか高い額とする。 

 

 

第６章 会計監査人 

 

（会計監査人の選任） 

第37条 会計監査人は、株主総会の決議によっ

て選任する。 

 

 

（会計監査人の任期） 

第38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 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なされなかったとき

は、当該定時株主総会において再任され

たものとみなす。 
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（新   設）  

 

 

 

第６章 計   算 

 

（営業年度及び決算期） 

第33条 当会社の営業年度は、毎年4月1日から

翌年3月31日までとし、その末日を決算期

とする。 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

（利益配当金） 

第34条 利益配当金は、毎年3月31日の 終の

株主名簿に記載又は記録された株主又

は登録質権者にこれを支払う。 

 

（新   設） 

 

 

（中間配当） 

第35条 当会社は、取締役会の決議により毎年9

月30日の 終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に規定する金銭の分配（以

下中間配当という。）をすることができる。 

 

（除斥期間） 

第36条 利益配当金及び中間配当金は、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、当会社はその支払の義

務を免れるものとする。 
 

 

（報 酬 等）  

第39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 

 

（事業年度及び決算期） 

第40条 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年とし、事業年度末

日を決算期とする。 

 

（剰余金の配当等の決定機関） 

第41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、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会の決議によらず取締役会の

決議によって定める。 

  

（剰余金配当の基準日）  

第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年

3月31日とする。 

 

 

②当会社の中間配当の基準日は、毎年

9 月 30 日とする。 

   

 

（削   除） 

 

 

 

 

 

 

（配当金の除斥期間）  

第43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、当会社はその支払の義

務を免れるものとする。 

 

 
３．日程 
  定款のための株主総会開催日    平成１８年６月２９日（木曜日） 
  定款変更の効力発生日       平成１８年６月２９日（木曜日） 

以上 


