
各　 位 平成 18年 5月15日
会   社   名       日本スピンドル製造株式会社

代 表 者 名 社長　齊藤　十内

( コード番号       6242 東証・大証第１部）
問合せ先 取締役　源　孝
( TEL　０６－６４９９－５５５１　）

　　　記
1．定款変更の理由
（１）商号の英文標記を現行定款第1条に追加して定めるものであります。
（２）目的について当社事業の現状に即し、内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行

定款第2条に所要の変更を行うものであります。
（３）株主の皆様への周知性の向上および公告費用の節減を図るため、公告方法として電子公告を採用するもの

とし、現行定款第4条に所要の変更を行うものであります。
（４）「会社法」（平成17年法律第86号）および「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)ならびに「会社法施行規則」(平成18年法務省令第12号)および会社計算規則(平成18年法
務省令第13号）が施行されたことにともない、次のとおり定款変更を行うものであります。
①株主が有する単元未満株式の権利を明確にするため、変更定款案第13条を新設するものであります。
②株主総会の開催地を明確にするため、変更定款案第16条を新設するものであります。
③株主総会に出席して議決権の代理行使を行う代理人の員数を1名とすることを変更定款案第17条に規定
　するものであります。
④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すことができることとなったため、安
　価で情報を十分に掲載できる方法として、変更定款案第20条を新設するものであります。
⑤取締役会の機動的、効率的運営を図るため、その決議について、書面または電磁的記録によりその承認
　を行うことができるよう変更定款案第27条を新設するものであります。
⑥社外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に、社外監査役との間に責任
　限定契約を締結することを可能とする旨の規定を変更定款案第35条第2項に新設するものであります。
⑦定款に一定の定めがあるものとみなされる規定の新設・変更のほか、定款全般について、会社法の規定
　に適応させるための変更、削除および移設など所要の変更を行うものであります。

（５）単元未満株主による買増請求の規定を変更定款案第12条に新設するものであります。
（６）経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築できるよう、現行定款第16条に規定する取締役の定員を

15名以内から9名以内まで減ずるものであります。
（７）社長・副社長が取締役の中から選定されることを明示するため、現行定款第20条に所要の変更を行うとと

もに、関連する現行定款第11条第2項および現行定款第13条に所要の変更を行うものであります。
（８）取締役会決議によって、取締役および監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる制度を導入すること

により、取締役および監査役が職務の遂行にあたり期待できる役割を十分に発揮できるよう変更定款案第
28条第1項および変更定款案第35条第1項を新設するものであります。なお、変更定款案第28条第1項につ
きましては、監査役の全員一致による監査役会の同意を得ております。

（９）社外取締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に、社外取締役との間に責任限
定契約を締結することを可能とする旨の規定を変更定款案第28条第2項に新設するものであります。なお、
変更定款案第28条第2項の新設につきましては、監査役の全員一致による監査役会の同意を得ております。

（１０）監査体制の一層の強化・充実を図るため現行定款第25条に規定する監査役の定員を4名以内から5名以内と
1名増員するものであります。

（１１）定款全般について、任意記載事項の見直しを行い、一部を削除するものであります。

2．定款変更の内容
変更内容は、別紙のとおりであります。

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

定款の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、平成１８年６月２９日開催予定の第８３
回定時株主総会に下記のとおり定款一部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。



現行定款 定款変更案
第１章   総則 第１章   総則
 (商号)  (商号)
第１条 当会社は日本スピンドル製造株式会 第１条 当会社は、日本スピンドル製造株式

社と称する。 会社と称し、英文では、Nihon
Spindle Manufacturing Co.,Ltd.と
表示する。

 （目的）  （目的）
第2条 当会社はつぎの事業を営むことを目 第２条 当会社はつぎの事業を営むことを目

的とする。 的とする。
１．繊維工業用機械器具および ＜削除＞

装置の製造ならびに販売
２．一般産業用機械器具および １．自動スピニング加工機等の

装置の製造ならびに販売 金属加工機械の製造および
販売

３．集塵機器、排煙脱硫・脱硝 ２．排ガス処理装置およびダス
・脱塩素機器および装置の ト処理装置等の環境汚染防
製造ならびに販売 止装置の製造および販売

４．空調用機器および装置の製 ３．空気調和に関する機器およ
造ならびに販売 び装置の製造および販売

５．産業廃棄物、一般廃棄物の ４．一般廃棄物および産業廃棄
破砕処理装置の製造ならび 物処理装置の製造および販
に販売 売

＜新設＞ ５．気体輸送装置の製造および
販売

６．建材および成形品の製造な ６．間仕切、扉、建具等建材製
らびに販売 品の製造および販売

＜新設＞ ７．液体の浄化に関する機器お
よび装置の製造および販売

＜新設＞ ８．混練機、攪拌機、押出機等
の機械および周辺機器の製
造および販売

７．前各製品および関連装置の ９．前各製品および関連装置の
工事の設計、施工ならびに 設計、施工ならびに技術の
技術の指導、供与 指導、供与

８．合成樹脂およびファインセ
ラミックスの成形品の製造 ＜削除＞
ならびに販売

９．有価証券の運用および金融 ＜削除＞
業ならびに総合リース業

10．前各号に付帯する事業およ １０. 前各号に付帯関連する一切
び関連する一切の業務 の業務

（本店の所在地） （本店の所在地）
第3条 当会社は本店を尼崎市におく。 第３条 ＜現行どおり＞

（機関の設置 ）
＜新設＞ 第４条 当会社は、株主総会および取締役の

ほか取締役会、監査役、監査役会お
よび会計監査人をおく。

(別紙)　定款変更の内容
(下線部は変更部分)
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現行定款 定款変更案

(別紙)　定款変更の内容
(下線部は変更部分)

  （公告の方法）   （公告方法）
第4条 当会社の公告は日本経済新聞に掲載 第５条 当会社の公告方法は電子公告とする

する。 。ただし、電子公告を行うことがで
きない事故その他のやむを得ない事
由が生じたときは、日本経済新聞に
掲載して公告する。

第２章   株式および株主 第２章   株式および株主
（株式の総数） （発行可能株式総数）
第5条 当会社の発行する株式の総数は８， 第６条 当会社の発行可能株式総数は８，６

６４０万株とする。但し、株式の消 ４０万株とする。
却がおこなわれた場合はこれに相当 ＜削除＞
する株式数を減ずる。

(自己株式の取得) （自己の株式の取得）
第6条 当会社は商法第211条ノ3第1項第2号 第７条 当会社は会社法第１６５条第２項の

の規定により、取締役会の決議をも 規定により、取締役会の決議によっ
って自己株式を買受けることができ て自己の株式を取得することができ
る。 る。

（株券の発行）
＜新設＞ 第８条 当会社は株式に係る株券を発行する

。

（１単元の株式の数および単元未満株券の不発 （単元株式数および単元未満株券の不発行）
行） 第９条 当会社の単元株式数は１，０００株
第7条 当会社の１単元の株式の数は１，０ とする。

００株とする。 ② 当会社は、単元株式数に満たない数
② 当会社は１単元に満たない株式（以 の株式（以下単元未満株式という。

下　単元未満株式という。）の数を ）に係る株券を発行しない。
表示した株券を発行しない。 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。
（名義書換代理人） （株主名簿管理人）
第8条 当会社は株式の取扱いについて名義 第１０条 当会社は株式の取扱いについて株主

書換代理人をおく。名義書換代理人 名簿管理人をおく。株主名簿管理人
およびその事務取扱場所は、取締役 およびその事務取扱場所は、取締役
会の決議により選定し、これを公告 会の決議により選定し、これを公告
する。 する。

② 当会社の株主名簿および実質株主名 ② 当会社の株主名簿（以下実質株主名
簿（以下株主名簿等という。）なら 簿を含む。）、新株予約権原簿およ
びに株券喪失登録簿は名義書換代理 び株券喪失登録簿の作成ならびに備
人の事務取扱場所に備えおき、株式 置きその他の株主名簿、新株予約権
の名義書換、単元未満株式の買取、 原簿および株券喪失登録簿に関する
その他株式に関する事務は名義書換 事務は、これを株主名簿管理人に委
代理人に取扱わせ、当会社において 託し、当会社においては取扱わない
はこれを取扱わない。 。

（株式取扱規則） （株式取扱規則）
第9条 当会社の株券の種類、株式の名義書 第１１条 当会社の株式に関する取扱いおよび

換、単元未満株式の買取、その他株 手数料は、法令または定款のほか、
式に関する事項は取締役会が定める 取締役会が定める株式取扱規則によ
株式取扱規則による。 る。
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現行定款 定款変更案

(別紙)　定款変更の内容
(下線部は変更部分)

 （基準日）
第10条 当会社は、毎決算期現在の株主名簿 ＜削除＞

等に記載または記録された議決権を
有する株主（実質株主を含む。以下
同じ。）をもって、その決算期の定
時株主総会において権利を行使すべ
き株主とする。

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。

（単元未満株式の買増請求）
＜新設＞ 第１２条 当会社の単元未満株式を有する株主

（以下実質株主を含む。）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
すことを当会社へ請求することがで
きる。

（単元未満株主の権利）
＜新設＞ 第１３条 当会社の単元未満株主は次に掲げ

る権利以外の権利を行使することが
できない。

１．法令により定款をもってし
ても制限することができな
い権利。

２．株主割当による募集株式
および募集新株予約権の
割当てを受ける権利。

３．前条に定める請求をする権
利。

第３章   株主総会 第３章   株主総会
（基準日）

＜新設＞ 第１４条 当会社は、毎年３月３１日の株主名
簿に記載または記録された議決権を
有する株主をもって、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。
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現行定款 定款変更案

(別紙)　定款変更の内容
(下線部は変更部分)

（招集） （招集）
第11条 定時株主総会は毎年６月に招集し、 第１５条 ＜現行どおり＞

臨時株主総会は必要ある場合に随時
招集する。

② 株主総会は法令に別段の定めのある ② 株主総会は法令に別段の定めのある
場合をのぞき取締役会の決議にもと 場合をのぞき取締役会の決議にもと
づいて社長が招集する。 づいて取締役社長が招集する。
但し、社長に事故があるときは他の ただし、取締役社長に事故があると
取締役があらかじめ定められた順位 きは他の取締役があらかじめ定めら
にしたがいこれを招集する。 れた順位にしたがいこれを招集する

。
（招集地）

＜新設＞ 第１６条 株主総会は本店所在地または大阪市
で開催する。

（議決権の代理行使） （議決権の代理行使）
第12条 株主は株主総会において議決権を有 第１７条 株主は株主総会において議決権を有

する当会社の株主を代理人として議 する当会社の株主１名を代理人とし
決権を行使することができる。この て議決権を行使することができる。
場合、株主または代理人は委任状を この場合、株主または代理人は代理
その株主総会の開会前に当会社に提 権を証明する書面をその株主総会の
出するものとする。 開会前に当会社に提出しなくてはな

らない。
（議長） （議長）
第13条 株主総会の議長は社長がこれにあた 第１８条 株主総会の議長は取締役社長がこれ

り、社長に事故があるときは他の取 にあたり、取締役社長に事故がある
締役があらかじめ定められた順位に ときは他の取締役があらかじめ定め
したがいこれにあたる。 られた順位にしたがいこれにあた

る。
（決議の方法） （決議の方法）
第14条 株主総会の決議は法令または定款に 第１９条 株主総会の決議は、法令または定款

別段の定めのある場合をのぞき出席 に別段の定めが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 した議決権を行使することができる
おこなう。 株主の議決権の過半数をもっておこ

② 商法第343条第１項の規定による株 なう。
主総会の決議は総株主の議決権の３ ② 会社法第３０９条第２項の規定によ
分の１以上を有する株主が出席し、 る株主総会の決議は、議決権を行使
その議決権の３分の２以上にあたる することができる株主の議決権の３
多数をもっておこなう。 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
おこなう。

（株主総会参考書類等のインターネット開示と
＜新設＞ みなし提供）

第２０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
は表示をすべき事項に係る情報を、
法務省令に定めるところにしたがい
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。
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現行定款 定款変更案

(別紙)　定款変更の内容
(下線部は変更部分)

（議事録）
第15条 株主総会の議事の要領および決議は ＜削除＞

これを議事録に記載または記録し、
議長および出席した取締役はこれに
記名捺印または電子署名をおこなう
。

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
（取締役の員数） （取締役の員数）
第16条 当会社の取締役は１５名以内とする 第２１条 当会社の取締役は９名以内とする。

。
（取締役の選任） （取締役の選任）
第17条 取締役の選任は株主総会において総 第２２条 取締役の選任は、株主総会において

株主の議決権の３分の１以上を有す 議決権を行使することができる株主
る株主が出席し、その議決権の過半 の議決権の３分の１以上を有する株
数によっておこなう。 主が出席し、その議決権の過半数に

よっておこなう。
② 取締役の選任決議は累積投票によら ② ＜現行どおり＞

ない。
（取締役の任期） （取締役の任期）
第18条 取締役の任期は就任後2年内の最終 第２３条 取締役の任期は選任後２年以内に

の決算期に関する定時株主総会の終 終了する事業年度の最終のものに関
結の時までとする。 する定時株主総会の終結の時まで

とする。
② 増員のため選任された取締役の任期 ② 増員または補欠のため選任された取

は、他の現任取締役の残存期間とす 締役の任期は、他の在任取締役の任
る。 期の満了するときまでとする。

（補欠選任）
第19条 取締役に欠員が生じた場合において ＜削除＞

支障のないときは、その補欠選任は
おこなわないことができる。

② 補欠として選任された取締役の任期
は、前任者の残存期間とする。

（役付取締役および代表取締役） （役付取締役および代表取締役）
第20条 取締役会の決議により取締役会長１ 第２４条 取締役会の決議により取締役会長１

名、社長１名、副社長、専務取締役 名、取締役社長１名、取締役副社長
および常務取締役各若干名を定める 、専務取締役および常務取締役各若
ことができる。 干名を選定することができる。
会社を代表する取締役は取締役会の 会社を代表する取締役は取締役会の
決議によって定める。 決議によって選定する。

（取締役の報酬） （取締役の報酬等）
第21条 取締役の報酬は株主総会で定める。 第２５条 取締役の報酬等は、株主総会の決議

によって定める。
（取締役会） （取締役会）
第22条 取締役会の招集通知は会日の３日前 第２６条 取締役会の招集通知は会日の３日前

に各取締役および各監査役に対して に各取締役および各監査役に対して
発する。　 発する。　
但し、取締役および監査役全員の同 ただし、取締役および監査役全員の
意があるときは招集の手続きを経な 同意があるときは招集の手続きを経
いでこれを開くことができる。 ないでこれを開くことができる。
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現行定款 定款変更案

(別紙)　定款変更の内容
(下線部は変更部分)

（取締役会の決議の省略）
＜新設＞ 第２７条 取締役が取締役会の決議の目的事項

について提案した場合、当該事項の
議決に加わることのできる取締役全
員が書面または電磁的記録により同
意の意思表示をし、監査役が異議を
述べないときは、取締役会の承認決
議があったものとみなす。

（取締役会規定）
第23条 取締役会に関する規定は取締役会の ＜削除＞

決議により別に定める。
（顧問および相談役）
第24条 取締役会の決議により顧問および相 ＜削除＞

談役を若干名おくことができる。
（取締役の責任免除等）

＜新設＞ 第２８条 当会社は取締役会の決議によって、
取締役（取締役であった者を含む。
）の当会社に対する損害賠償責任を
、法令が定める範囲で免除すること
ができる。

② 当会社は社外取締役との間に、当会
社に対する損害賠償責任に関する契
約を締結することができる。ただし
、当該契約にもとづく損害賠償責任
の限度額は法令の定める額とする。

第5章 監査役および監査役会 第５章 監査役および監査役会
（監査役の員数） （監査役の員数）
第25条 当会社の監査役は4名以内とする。 第２９条 当会社の監査役は５名以内とする。
（監査役の選任） （監査役の選任）
第26条 監査役の選任は株主総会において総 第３０条 監査役の選任は株主総会において議

株主の議決権の３分の１以上を有す 決権を行使することができる株主の
る株主が出席し、その議決権の過半 議決権の３分の１以上を有する株主
数によっておこなう。 が出席し、その議決権の過半数によ

っておこなう。
（監査役の任期） （監査役の任期）
第27条 監査役の任期は就任後４年内の最終 第３１条 監査役の任期は選任後４年以内に

の決算期に関する定時株主総会の終 終了する事業年度のうち最終のもの
結の時までとする。 に関する定時株主総会の終結のとき

までとする。
＜新設＞ 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
るときまでとする。

（補欠選任）
第28条 監査役に欠員が生じた場合において ＜削除＞

も、法定員数を欠かず、かつ業務に
支障のないときは、その補欠選任は
おこなわないことができる。

② 補欠として選任された監査役の任期
は、前任者の残存期間とする。
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現行定款 定款変更案

(別紙)　定款変更の内容
(下線部は変更部分)

（常勤監査役および常任監査役） （常勤監査役）
第29条 監査役は互選により常勤の監査役を 第３２条 監査役会は監査役の中から常勤の監

定める。監査役の互選により、常勤 査役を選定する。
の監査役のうちから、常任監査役を
定めることができる。

（監査役の報酬） （監査役の報酬等）
第30条 監査役の報酬は株主総会で定める。 第３３条 監査役の報酬等は、株主総会の決議

によって定める。
（監査役会） （監査役会）
第31条 監査役会の招集通知は会日の3日前 第３４条 監査役会の招集通知は会日の3日前

に各監査役に対して発する。 に各監査役に対して発する。
但し、監査役全員の同意があるとき ただし、監査役全員の同意があると
は招集の手続きを経ないでこれを開 きは招集の手続きを経ないでこれを
くことができる。 開くことができる。

（監査役会規定）
第32条 監査役会に関する規定は監査役会の ＜削除＞

決議により別に定める。
（監査役の責任免除等）

＜新設＞ 第３５条 当会社は取締役会の決議によって、
監査役（監査役であった者を含む。
）の当会社に対する損害賠償責任を
、法令が定める範囲で免除すること
ができる。

② 当会社は社外監査役との間に、当会
社に対する損害賠償責任に関する契
約を締結することができる。ただし
、当該契約にもとづく損害賠償責任
の限度額は法令の定める額とする。

第６章 計算 第６章 計算
（営業年度および決算期） （事業年度）
第33条 当会社の営業年度は毎年４月１日か 第３６条 当会社の事業年度は、毎年４月１日

ら翌年３月３１日までとし、その末 から翌年３月３１日までの１年とす
日をもって決算期とする。 る。

（利益配当） （剰余金の配当）
第34条 利益配当金は、毎決算期現在の株主 第３７条 剰余金の配当は、毎年３月３１日の

名簿等に記載または記録の株主もし 株主名簿に記載または記録された株
くは登録質権者に支払う。 主もしくは登録株式質権者に支払

う。
（中間配当） （中間配当）
第35条 当会社は取締役会の決議により毎年 第３８条 当会社は取締役会の決議により毎年

９月３０日現在の株主名簿等記載ま ９月３０日現在の株主名簿に記載ま
たは記録の株主もしくは登録質権者 たは記録された株主もしくは登録株
に対し中間配当をおこなうことがで 式質権者に対し中間配当をおこなう
きる。 ことができる。

（利益配当および中間配当の除斥期間） （剰余金の配当金の除斥期間）
第36条 利益配当金および中間配当金がその 第３９条 剰余金の配当金（中間配当を含む）

支払開始の日から満３年を経過して がその支払開始の日から満３年を経
も受領されないときは当会社は支払 過しても受領されないときは、当会
の義務を免れるものとする。 社は支払の義務を免れるものとする

。

7/7


