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定款一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、平成１８年５月１５日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成１８年６月２９日
開催予定の第７５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)「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、定款の定めによ

って可能となる事項等について、以下の変更を行うものであります。 
  ①変更案第 9条（単元未満株主の権利） ：単元未満株式について行使することができる権利を定めるも

のであります。 

②変更案第 16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） ：株主総会の招集に際

し、株主の皆様の利便性を高めるために、インターネットを利用した方法による株主総会参考書類

等の開示を可能とするものであります。 
  ③変更案第 18 条（議決権の代理行使） ：代理人による議決権行使について、人数及び証明する書面の

提出等を規定し、代理人の定義を明確にするものであります。 

④変更案第 33 条（取締役会の決議の省略） ：取締役会をより機動的・効率的に運営するため、「会

社法」第370 条に定めるいわゆる取締役会の書面決議を可能とするものであります。 
(2)「会社法」の施行に伴い、新たに定款に定めを置くことが必要とされる事項について、変更案第 8条（株

券の発行）、同第 21 条（取締役会の設置）、同第37 条（監査役及び監査役会の設置）第 1 項、同第6 章 
会計監査人（同第 46 条～同第 49 条）を新設するものであります。 

(3)定款の全般にわたって、「会社法」の規定に沿った文言の整備、用語の整理・見直し等の所要の変更を

行うものであります。 

(4)株主総会招集権者を明確化するため、第 15 条（招集権者）を新設するものであります。 
(5)以上の変更に伴う条数の変更等条文の整備及び経過措置を定めておいた付則の削除を行うものであり

ます。 

 
２．定款変更の内容 
      現 行 定 款 変 更 案 
 第１章  総則 
 
第１条（商号） 

当会社は株式会社トキメックと称する。 
英文では TOKIMEC INC.と表示する。 

 
第２条（本店の所在地） 

当会社は本店を東京都大田区に置く。 

 第１章  総則 
 
第１条（商号） 
（現行どおり） 
 
 
第２条（本店の所在地） 
（現行どおり） 



 
第３条（目的） 

当会社は次の業務を営むことを目的とする。 
1. 計量器その他の計器及び計測器並びに舶用、
航空用、通信用、車両用、製造用機械器具及び
部品の製造、修理並びに販売 

2. 消火装置並びに遠隔指示装置、遠隔並びに自
動管制装置、計算器その他管制に用いる機械器
具及び部品の製造、修理並びに販売 

3. 繊維工業用、農業用及び建築用機械器具及び
部品の製造、修理並びに販売 

4. 医療用、印刷用及び家庭用機械器具及び部品
の製造、修理並びに販売 

5. 一般廃棄物、産業廃棄物処理装置の製造、修
理並びに販売 

6. 情報処理、情報提供、ソフトウェアの開発及
び販売並びに技術、技能等に関する各種教育訓
練及びコンサルタント業務 

7. 前各号に掲げるものの売買及び輸出入 
8. 上記各号に関連する機械器具設置、消防施
設、電気通信及び電気の各工事業 

9. 不動産の売買、賃貸借、仲介、管理、保守及
び保全 

10.スポーツ施設、遊戯場・カルチャーセンター
等のレジャー施設、レストラン及び駐車場の経
営 

11.衣料雑貨品、家具什器、寝具、書籍、農畜水
産物、飲食料品、医薬品、化粧品、紙類・加工
紙、スポーツ用品、燃料の売買及び輸出入 

12.総合リース業 
13.旅行代理業 
14.労働者派遣業 
15.保険の代理 
16.前各号に関連する一切の業務 

 
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。 
 
 第２章  株式 
 
第５条（株式の総数） 

  当会社の発行する株式の総数は２５，０００
万株とする。 

 
第６条（自己株式の取得） 

  当会社は、商法第２１１条の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単元の株式数） 

当会社の１単元の株式の数は１，０００株と
する。 

 
第８条（単元未満株券の不発行） 

当会社は１単元の株式の数に満たない株式

 
第３条（目的） 
（現行どおり） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第４条（公告の方法） 
（現行どおり） 
 
 第２章  株式 
 
第５条（株式の総数） 
    当会社の発行可能株式総数は２５，０００万

株とする。 
 
第６条（自己の株式の取得） 

  当会社は、取締役会の決議によって市場取引
等により自己の株式を取得することができる。 

 
 
第７条（単元株式数） 

当会社の単元株式数は１，０００株とする。 
 
 
（削除） 
 



（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はない。 

 
（新設） 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
第９条（名義書換代理人） 
  １．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しこれを公告す
る。 

  ３．当会社の株主名簿及び実質株主名簿（以下株
主名簿等という。）並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、質権の登録及び信託財産の
表示またはこれらの抹消、株券の交付、株券
喪失登録、単元未満株式の買取り、届出の受
理、実質株主通知の受理などの株式に関する
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。 

 
第１０条（株式取扱規則） 

当会社の株券の種類並びに株式の名義書換、
株券喪失登録、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、法令又は定
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１１条（株主の届出） 
  １．株主（実質株主を含む。以下同じ。），株主名

簿に記載された質権者またはその法定代理人
もしくは代表者はその住所，氏名及び印鑑（外
国人は署名をもってこれに代えることができ
る。）を当会社の名義書換代理人に届け出なけ
ればならない。 

  ２．前項の者が，外国に居住する場合は日本国内
に仮住所または日本国内に住所もしくは居所
を有する常任代理人を定めこれを当会社の名
義書換代理人に届け出なければならない。 

  ３．前２項の届出事項に変更があったときも同じ
とする。 

 

 
 
 
 
第８条（株券の発行） 

１．当会社は株式に係る株券を発行する。 
２．前項の規定にかかわらず、当会社は単元未満
株式に係る株券を発行しないことができる。 

 
 
第９条（単元未満株主の権利） 
    当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利

以外の権利を行使することはできない。 
   1. 会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利 
   2. 取得請求権付株式の取得を請求する権利 
   3. 募集株式または募集新株予約権の割当てを

受ける権利 
 
第１０条（株主名簿管理人） 
  １．当会社は株式につき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選定しこれを公告す
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
原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に
備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿及び
新株予約権原簿への記載または記録、単元
未満株式の買取り、その他株式並びに新株
予約権に関する事務は株主名簿管理人に取
扱わせ、当会社においてはこれを取扱わな
い。 

 
第１１条（株式取扱規則） 

当会社が発行する株券の種類並びに株主名
簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記
載または記録、単元未満株式の買取り、その他
株式または新株予約権に関する取扱い及び手
数料は、法令または定款のほか、取締役会にお
いて定める株式取扱規則による。 

 
第１２条（株主の届出） 
  １．株主（実質株主を含む。以下同じ。），株主名

簿に記載された質権者またはその法定代理人
もしくは代表者はその住所，氏名及び印鑑（外
国人は署名をもってこれに代えることができ
る。）を当会社の株主名簿管理人に届け出なけ
ればならない。 

  ２．前項の者が，外国に居住する場合は日本国内
に仮住所または日本国内に住所もしくは居所
を有する常任代理人を定めこれを当会社の株
主名簿管理人に届け出なければならない。 

  ３．前２項の届出事項に変更があったときも同じ
とする。 

 



第１２条（基準日） 
  １．当会社は毎年３月３１日最終の株主名簿等に

記載又は記録の株主をもって定時株主総会に
おいて議決権を行使すべき株主とみなす。 

  ２．前項のほか必要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。 

 
 
 第３章  株主総会 
 
第１３条 

定時株主総会は毎決算期の翌日から３月以
内にこれを開き臨時総会は必要の場合にこれ
を開く。 
招集の場所は東京都内とする。 

 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第１４条（決議の方法） 
  １．総会の決議は法令または定款に別段の定

めの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条の規定による決議及び商
法その他の法令において同条の決議方法が
準用される決議は、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。 

 
 
第１５条（議決権の代理行使） 
    株主またはその法定代理人が代理人によ

り議決権を行使しようとするときは当会社
の議決権を行使することができる株主に限
りこれを委任することができる。 

２．（新設） 
 
 
 

第１３条（基準日） 
  １．当会社は毎年３月３１日最終の株主名簿に記

載または記録の株主をもって、その事業年度に
関する定時株主総会において議決権を行使す
ることができる株主とみなす。 

  ２．前項のほか必要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。 

 
 第３章  株主総会 
 
第１４条 
（現行どおり） 
 
 
 
 
第１５条（招集権者） 

株主総会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、取締役会の決議に基づき、取締役社長
が招集する。取締役社長に事故のあるときは取
締役会においてあらかじめ定めた順序により
他の取締役が招集する。 

 
第１６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
書類に記載また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１７条（決議の方法） 
  １．総会の決議は法令または定款に別段の定

めの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で
行う。 

  ２．会社法第３０９条第２項の規定による決
議は、定款に別段の定めがある場合を除き、
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以上で行う。 

 
第１８条（議決権の代理行使） 
  １．株主またはその法定代理人が代理人によ

り議決権を行使しようとするときは当会社
の議決権を行使することができる株主１名
に限りこれを委任することができる。 

  ２．前項の場合には、株主またはその法定代
理人もしくは代理人は、代理権を証明する
書面を、株主総会ごとに提出しなければな
らない。 



 
第１６条（総会の議長） 

１．総会の議長は取締役社長がこれに任ずる。 
２．取締役社長に事故のあるときは取締役会の
あらかじめ定めた順序により他の取締役がこ
れに任ずる。 

 
第１７条（議事録） 

総会の議事は議事録に記載または記録し議
長及び出席した取締役がこれに署名もしくは
記名押印、または電子署名を行ない、１０年
間本店に備え置く。 

 
 第４章  取締役及び取締役会 
 
（新設） 
 
 
第１８条（員数） 

当会社の取締役は、１２名以内とする。  
 
第１９条（選任方法） 
  １．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。 

 
 
 
第２０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時までと
する。 

 
第２１条（他社役員の兼務） 

取締役及び監査役は取締役会の承認を得
なければ他の会社の役員となることができ
ない。 

 
第２２条（代表取締役及び取締役社長） 

取締役会の決議により取締役中から代表
取締役若干名を選任しかつ代表取締役中か
ら取締役社長１名を選任する。 

 
第２３条（役付取締役） 

取締役会において必要と認めるときは取
締役中から取締役会長，副社長各１名及び
専務取締役，常務取締役若干名を選任する
ことができる。 

 
第２４条（代表取締役の業務執行） 

代表取締役は法令、定款並びに取締役会

 
第１９条（総会の議長） 
（現行どおり） 
 
 
 
 
第２０条（議事録） 

株主総会における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または記録し、１０
年間本店に備え置く。 

 
 第４章  取締役及び取締役会 
 
第２１条（取締役会の設置） 

当会社は取締役会を置く。 
 
第２２条（員数） 
（現行どおり） 
 
第２３条（選任方法） 
  １．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。 

 
第２４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
株主総会終結の時までとする。 

 
第２５条（他社役員の兼務） 
（現行どおり) 
 
 
 
第２６条（代表取締役及び取締役社長） 

取締役会の決議により取締役中から代表
取締役若干名を選定しかつ代表取締役中か
ら取締役社長１名を定める。 

 
第２７条（役付取締役） 

取締役会において必要と認めるときは取
締役中から取締役会長，副社長各１名及び
専務取締役，常務取締役若干名を選定する
ことができる。 

 
第２８条（代表取締役の業務執行） 
（現行どおり） 



の決議に従い会社の業務を執行し会社を代
表する。取締役社長は会社の業務を統轄し
取締役会に対して業務の報告をなすものと
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
の取締役が代理する。 

 
第２５条（取締役会） 

１．取締役は取締役会を組織し会社の業務執
行に関する重要事項を議決する。 

２．取締役会の運営に関しては法令または定
款に規定するもののほかは取締役会の定め
るところによる。 

 
第２６条（取締役会の区分及び開催場所） 

１．取締役会を分けて定時取締役会と臨時取
締役会とする。 

２．定時取締役会は取締役会の定めるところ
により東京都内において定期にこれを開き
臨時取締役会は必要に応じてこれを開く。 

 
 
第２７条（取締役会の招集通知） 

取締役会の招集の通知は各取締役及び各
監査役に対し会日より３日前に発するもの
とする。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。 

 
第２８条（取締役会の決議方法） 

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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２９条（取締役会の議事録） 

取締役会の議事は議事録に記載または記
録し出席した取締役及び監査役がこれに署
名もしくは記名押印、または電子署名を行
ない、１０年間本店に備え置く。 

 
 
第３０条（報酬） 
    取締役の報酬及び退職金は株主総会の決

議により定める。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
第２９条（取締役会） 
（現行どおり） 
 
 
 
 

 
第３０条（取締役会の区分及び開催場所） 

１．取締役会を分けて定時取締役会と臨時取
締役会とする。 
２．定時取締役会は取締役会の定めるところ
により東京都内において定期にこれを開催
し臨時取締役会は必要に応じてこれを開催
する。 

 
第３１条（取締役会の招集通知） 
（現行どおり） 
 
 
 
 
第３２条（取締役会の決議方法） 
（現行どおり） 
 
 
第３３条（取締役会の決議の省略） 

当会社は取締役の全員が取締役会の決議
事項について書面又は電磁的記録により同
意したときは、当該決議事項を可決する旨
の取締役会の決議があったものとみなす。
ただし、監査役が異議を述べたときはこの
限りでない。 

 
第３４条（取締役会の議事録） 

取締役会における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は、議事
録に記載または記録し、出席した取締役及び監
査役がこれに署名もしくは記名押印、または電
子署名を行ない、１０年間本店に備え置く。 

 
第３５条（報酬等） 
    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
決議により定める。 

 



第３１条（顧問、相談役） 
取締役会において必要と認めるときは顧問

あるいは相談役若干名を置くことができる。
その選任及び報酬は取締役会の決議をもって
定める。 

 
 第５章  監査役及び監査役会 
 
第３２条（員数） 
  １．（新設） 
    当会社の監査役は、４名以内とする。 
 
第３３条（選任方法） 

１．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。 

 
 
第３４条（任期） 
  １．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。 

 
第３５条（常勤の監査役） 

監査役は互選により常勤の監査役を定め
る。 

 
第３６条（監査役会） 

１．監査役は監査役会を組織し法令で定める事
項のほか、監査役の権限の行使を妨げない範
囲内で監査役の職務執行に関する事項を議決
する。 

２．監査役会の運営に関しては法令または定款
に規定するもののほかは監査役会の定めると
ころによる。 

 
第３７条（監査役会の招集通知） 

監査役会の招集の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。 

 
第３８条（監査役会の決議方法） 

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。 

 
第３９条（監査役会の議事録） 

監査役会の議事は議事録に記載または記録
し出席した監査役がこれに署名もしくは記名
押印、または電子署名を行ない、１０年間本

第３６条（顧問、相談役） 
（現行どおり） 
 
 
 
 
 第５章  監査役及び監査役会 
 
第３７条（監査役及び監査役会の設置） 
  １．当会社は監査役及び監査役会を置く。 
  ２．当会社の監査役は、４名以内とする。 
 
第３８条（選任方法） 
  １．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で行
う。 

 
第３９条（任期） 
  １．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。 

 
第４０条（常勤の監査役） 

監査役会は、監査役の中から常勤監査役を
選定する。 

 
第４１条（監査役会） 
（現行どおり） 
 
 
 
 
 
 

 
第４２条（監査役会の招集通知） 
（現行どおり） 
 
 

 
第４３条（監査役会の決議方法） 
（現行どおり） 
 
 
第４４条（監査役会の議事録） 

監査役会における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は、
議事録に記載または記録し、出席した監査役



店に備え置く。 
 
 
第４０条（報酬） 
    監査役の報酬及び退職金は株主総会の決

議により定める。 
 
（第６章を新設） 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 

 
（新設） 
 
 
 
 第６章  計算 
 
第４１条（決算期） 

当会社の決算は年１回とし、毎年３月３
１日にこれを行う。 

 
第４２条（利益配当金） 
    利益配当金は毎年３月３１日最終の株主

名簿等に記載または記録の株主または登録
質権者にこれを支払う。 

 
 
 
第４３条（利益配当金の除斥期間） 

１．利益配当金については支払開始の日から満
５年を経過してもなお受領されないときは
会社は支払の義務を免れる。 

２．前項の利益配当金には利息をつけない。 
 
（付則） 
    第３４条の規定にかかわらず平成１５年３

月期に関する定時株主総会終結前に在任する
監査役については、なお従前のとおり任期は３
年とする。 

がこれに署名もしくは記名押印、または電子
署名を行ない、１０年間本店に備え置く。 

 
第４５条（報酬等） 
    監査役の報酬等は株主総会の決議により

定める。 
 
 第６章 会計監査人 
 
第４６条（会計監査人） 

当会社は会計監査人を置く。 
 
第４７条（選任方法） 

会計監査人は、株主総会の決議によって選
任する。 

 
第４８条（任期） 

１．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。 

 
第４９条（報酬等） 

会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査
役会の同意を得て定める。 

 
 第７章  計算 
 
第５０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日までとする。 

 
第５１条（剰余金の配当） 

当会社は、株主総会の決議によって、毎年
３月３１日の最終の株主名簿に記載または
記録された株主または登録株式質権者に対
し金銭による剰余金の配当（以下配当金とい
う。）を支払う。 

 
第５２条（配当金の除斥期間） 

１．配当金については支払開始の日から満５年
を経過してもなお受領されないときは会社
は支払の義務を免れる。 

２．前項の配当金には利息をつけない。 

 
（削除） 

 
 



 ３．日 程 
   
   定款変更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 


