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定款変更について 

 

 当社は、平成18年5月16日に開催の取締役会において、平成18年6月28日開催予定の第

103回定時株主総会に下記のとおり定款変更議案を付議することを決定しましたので、お

知らせいたします。 

 
記 

 
１．変更の理由 
 
(1) 商号および目的の変更（変更案第1条、同第2条） 
 当社は第103回定時株主総会に吸収分割契約書の承認議案を上程しますが、当該議
案が原案どおり承認されますと、当社の事業部門がそれぞれ独立した会社となり、
当社は持株会社となります。 
 このため、当該議案が承認されることを条件として、平成18年10月１日付で、商
号および目的を変更したいと存じます。 

(2) みなし変更事項（変更案第4条、同第7条、同第10条） 
 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）が平
成18年5月1日に施行され、監査役会、会計監査人および名義書換代理人を設置して
いた会社については、監査役会、会計監査人および株主名簿管理人を設置する旨の
定款変更決議があったとみなされ、また、株券を発行しない旨の定めがなかった会
社については、株券を発行する旨の定款変更決議があったとみなされるため、所要
の変更を行うものです。 

(3) 発行可能株式数の拡大（変更案第5条） 
 当社は、今年度から始める「事業構造改革Ⅲ」において、積極的に投資やＭ＆Ａ
を実施して事業の拡大を目指します。これに必要な資金は、今後の事業活動に伴う
営業キャッシュフローでまかなうことを基本としますが、その時々の金融情勢、当
社の収益状況、資本相場の動向等を見極め弾力的に行いたいと考えます。また、自
己資本の充実やＭ＆Ａのための新株発行も重要な選択肢であると考えます。 
 このため、新株発行による資金調達やＭ＆Ａなどの弾力的な実施ができるように
発行可能株式数を795,073,000株から1,000,000,000株に拡大したいと存じます。 



 なお、当社は、本総会後に導入を予定している条件事前開示型買収防衛プランに
おいても、拡大した発行可能株式数を活用できると認識しております。 

(4) 単元未満株主の権利（変更案第9条） 
 単元未満株主の権利を定款で定める事ができるようになったことに伴い、規定を
設けるものであります。 

(5) 株式取扱規程への委任事項の整理（変更案第11条、現行定款第8条） 
 従来から株式に関する事務については株式取扱規程で定めることとしておりまし
たが、株主のみなさまからの会社への通知、届出、請求等にかかる事務全般につい
ての手続きを定めることを明らかにするための変更を行うものであります。 

(6) 参考書類等のみなし提供（変更案第14条） 
 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）が平成18年5月1日に施行され、招集通知に添付して株主のみなさまに
提供する書類のうち、参考書類、個別注記表および連結計算書類をインターネット
上のWEBサイトに掲載することで提供したとみなすことができるようになったことに
伴い、開示事項の増加などにより提供書類の合理的な提供が困難になった場合に備
え、定款規定を設けるものです。 

(7) 取締役の員数枠の引き下げ（変更案第16条） 
 当社は、平成12年に始まった「事業構造改革Ⅰ」以来、カンパニー制や執行役員
制の導入およびCEO等の任命により執行を分離し、経営の迅速化を行ってまいりまし
た。この結果、平成11年には18名であった取締役数は、現在７名となっております。
 これに伴い、平成11年には20名であった取締役の員数枠も、平成15年に15名に縮
小していますが、現在の取締役数での経営が定着してきたため、取締役の員数の上
限をさらに13名に引き下げるものであります。 

(8) 代理人の員数等（変更案第17条） 
 株主総会において代理人を立てる場合、1人の株主が複数の代理人を立てると議決
権数の確認など議事の運営に支障をきたすおそれがあることから、代理人の人数を1
名に限定し、株主総会ごとに委任状の提出を受けるよう変更を行うものです。 

(9) 取締役会および監査役会の招集手続きの省略（変更案第20条第2項、同第35条第2
項） 
 取締役会および監査役会の招集にあたって、出席する権利を有する取締役または
監査役の全員が出席した場合、招集手続きを省略することができることは、従来、
判例により認められておりましたが、会社法において明文化されたため、定款規定
を設けるものです。 

(10) 取締役会の書面決議（変更案第26条） 
 取締役会の決議事項について、議決権を有する取締役全員が賛成し、監査役全員
が異議を述べなかったときは、取締役会を開催することなく取締役会決議があった
とみなすことができるようになったことから、緊急に取締役会決議が必要となる場
合に備え、定款規定を設けるものです。 

(11) 監査役の補欠者の規定の削除（現行定款第30条） 
 会社法の施行により定款の定めなく補欠の役員を選任できるようになったため、
規程を削除するものです。 



(12) 剰余金の配当等の取締役会委任（変更案第37条、同38条第2項、現行定款第6条、同
第39条） 
 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、取締役の任期の末日
が選任後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
結の日以前であって、監査役会および会計監査人を設置している会社について、剰
余金の配当等（旧商法下における利益処分）を、同法に別段の定めがある場合を除
いて、取締役会決議で行うことができるようになりました。 
 剰余金政策の柔軟性および機動性を高めるため、剰余金の配当等を取締役会の決
議で基準日を定めて行うことができる旨の変更を行いたいと存じます。当然のこと
ながら、株主総会が剰余金の配当等を行う権限はそのまま変更しないものとします。 
 また、自己株式の取得および中間配当を行う場合は、上記手続きにより実施でき
るため、これらに関する現行定款の規定を削除したいと存じます。 

(13) 条数の変更および文言の整備 
    その他法条文の文言変更等に伴う条文の整備および上記の変更に伴う条数の整備

を行うものです。 
 
２．変更の内容                     （下線部分は変更部分） 

現行 変更案 

第１章 総則 第１章 総則 

（商号） 

第１条 この会社は同和鉱業株式会社と称し、

英文ではDOWA MINING CO., LTD.と表示する。 

（商号） 

第１条 この会社はDOWAホールディングス株式

会社と称し、英文ではDOWA HOLDINGS, CO., 

LTD.と表示する。 

（目的） 

第 2 条 この会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

  (1) ～ (15) （省略） 

         （新設） 

 

  (16)     （省略） 

（目的） 

第 2 条 この会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

  (1) ～ (15) （現行どおり） 

  (16) 前各号に定める事業を行う会社の株式の

保有を通じた事業支配および管理 

（17)     （現行どおり） 

 

    （新 設） 

（機関） 

第4条 この会社は、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 

第4条 （省 略） 第5条 （現行どおり） 



現行 変更案 

第２章 株式 第２章 株式 

（発行する株式の総数） 

第5条 この会社の発行する株式の総数は、

795,073,000株とする。ただし、株式の消却が

行われた場合は、これに相当する株式数を減ず

る。 

（発行可能株式総数） 

第6条 この会社の発行可能株式総数は、

1,000,000,000株とする。ただし、株式の消却

が行われた場合は、これに相当する株式数を

減ずる。 

 

    （新 設） 

（株券の発行） 

第7条 この会社は、株式にかかる株券を発行す

る。 

（自己株式の取得） 

第6条 この会社は、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単元の株式数および単元未満株券の不発

行） 

第7条 この会社の1単元の株式の数は、1,000株

とする。 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第8条 この会社の単元株式数は、1,000株とす

る。 

2. この会社は、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）にかかわる株

券を発行しない。ただし、第10条の株式取扱規

程に定めるところについてはこの限りではな

い。 

2. この会社は、前条の規定にかかわらず、単元

未満株式にかかる株券を発行しない。ただし、

株式取扱規程に定めるところについてはこの限

りでない。 

 

    （新 設） 

（単元未満株式についての権利） 

第9条 この会社の株主（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、次に掲げる権利のみを行使することがで

きる。 

（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

の割当ておよび募集新株予約権の割当てを

受ける権利 



現行 変更案 

（株券の種類） 

第8条 この会社の株券の種類は、第10条の株式

取扱規程において定める。 

 

   （削 除） 

（名義書換代理人） 

第9条 この会社は、株式につき名義書換代理人

をおくことができる。 

（株主名簿管理人） 

第10条 この会社は、株主名簿管理人を置く。 

2.  前項により名義書換代理人をおく場合は、

名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取

締役会の決議をもって選定し、これを公告す

る。 

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選定し、これを公告す

る。 

3.  前項の場合、この会社の株主名簿（実質株

主名簿を含む。以下同じ）および株券喪失登録

簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備えお

き、株式の名義書換、単元未満株式の買い取

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、この会社においてはこれを取

り扱わない。 

3. この会社の株主名簿（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簿に関

する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、

この会社においてはこれを取り扱わない。 

（株式取扱規程） 

第10条 株式の名義書換、単元未満株式の買い

取り、その他株式に関する取り扱いおよび手数

料については、取締役会で定める株式取扱規程

による。 

（株式取扱規程） 

第11条 この会社の株式に関する取扱いおよび

手数料ならびにこの会社に対する株主の権利

の行使方法は、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程による。 

（基準日） 

第11条 この会社は、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（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、あらかじめ公

告して一定の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質権者をもって、そ

の権利を行使すべき株主または登録質権者とす

る。 

 

    （削 除） 



現行 変更案 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

 

    （新 設） 

（基準日） 

第12条 この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。 

第12条  （省 略） 第13条 （現行どおり） 

 

 

    （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14条 この会社は、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

項にかかる情報を、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13条 （省 略） 第15条 （現行どおり） 

第14条 （省 略） 第16条 （現行どおり） 

（議決権の代理行使） 

第15条 株主は、議決権を有する他の株主を代理

人として、その議決権を行使することができ

る。ただし、株主または代理人は、委任状を会

社に提出しなければならない。 

（議決権の代理行使） 

第17条 株主は、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。ただし、株主または代理人は、株

主総会ごとに委任状を会社に提出しなければ

ならない。 

第16条 （省 略） 第18条 （現行どおり） 

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 

（員数） 

第17条 この会社に取締役15名以内をおく。 

（員数） 

第19条 この会社に取締役13名以内をおく。 

（選任） 

第18条  （省 略） 

（選任） 

第20条 （現行どおり） 

2.  前項の選任決議については、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。 

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.   （省 略） 3.   （現行どおり） 



現行 変更案 

（任期） 

第19条  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の終結のときまで

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。 

第20条 

 ～  （省 略） 

第22条 

第22条 

 ～  （現行どおり） 

第24条 

（招集通知） 

第23条  （省 略） 

（招集通知） 

第25条 （現行どおり） 

    （新 設） 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。 

 

    （新 設） 

 

（取締役会の決議の省略） 

第26条 この会社は、会社法第370条の要件を充

たしたときは、取締役会の決議があったものと

みなす。 

第24条 

 ～   （省 略） 

第26条 

第27条 

 ～   （現行どおり） 

第29条 

（責任免除） 

第27条 この会社は、商法第266条第12項の規定

により、取締役会の決議をもって、同条第1項

第5号の行為に関する取締役（取締役であった

者を含む）の責任を法令の限度において免除す

ることができる。 

（責任免除） 

第30条 この会社は、会社法第426条第1項の規定

により、取締役会の決議をもって、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免

除することができる。 

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 

第28条 （省 略） 第31条 （現行どおり） 

（選任） 

第29条 （省 略） 

（選任） 

第32条 （現行どおり） 

2. 前項の選任決議については、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。 

 

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。 



現行 変更案 

（監査役の補欠者） 

第30条 この会社は、法令に定める監査役の員

数を欠いた場合に備え、株主総会において監査

役の補欠者をあらかじめ選任することができ

る。 

2. 前項の選任決議については、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。 

3. 第1項の選任の効力は、選任後最初に開催さ

れる定時株主総会開催のときまでとする。 

 

    （削 除） 

（任期） 

第31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ときまで

とする。 

（任期） 

第33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。 

2.   （省 略） 2.   （現行どおり） 

（常勤監査役） 

第32条  監査役は、互選により常勤の監査役を

定める。 

（常勤監査役） 

第34条 監査役会は、その決議により常勤の監査

役を定める。 

（招集通知） 

第33条 （省 略） 

（招集通知） 

第35条 （現行どおり） 

    （新 設） 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。 

第34条 （省 略） 第36条 （現行どおり） 

第35条 （省 略） 第37条 （現行どおり） 

（責任免除） 

第36条 この会社は、商法第280条第1項の規定

により、取締役会の決議をもって、監査役（監

査役であった者を含む）の責任を法令の限度に

おいて免除することができる。 

（責任免除） 

第38条 この会社は、会社法第426条第1項の規定

により、取締役会の決議をもって任務を怠った

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免

除することができる。 



現行 変更案 

第６章 計算 第６章 計算 

（営業年度および決算） 

第37条 この会社の営業年度は、毎年4月1日か

ら翌年3月31日までとし、毎営業年度末日に決

算を行う。 

（事業年度） 

第39条 この会社の事業年度は、毎年4月1日から

翌年3月31日までの1年とする。 

 

    （新 設） 

（剰余金の配当等の決定機関） 

第40条 この会社は、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

決議により定める。 

（利益配当金） 

第38条  利益配当金は、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

質権者に支払う。 

（剰余金の配当の基準日） 

第41条 この会社の期末配当の基準日は、毎年3

月31日とする。 

    （新 設） 2. この会社は、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。 

（中間配当） 

第39条  この会社は、取締役会の決議により、

毎年9月30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質権者に対し、中間配

当(商法第293条ノ5に定める金銭の分配をいう)

をすることができる。 

 

    （削 除） 

第40条 （省略） 第42条 （現行どおり） 

以 上 


