
平成１8 年 5 月 19 日

各　位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本社所在地　　　大阪府貝塚市二色中町 8 番 1

会社名　　　　　　　　　株式会社　ヨータイ

代表者の役職氏名  代表取締役社長 四宮 和生

（コード番号　5357　大証一部）

お問い合わせ先　　　常務取締役　藤原　健晃

電話番号　　 　    （0724）30－2100

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 19 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 28 日開催予定の第 108 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.　変更の理由

「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等に伴い、次の

とおり当社定款を変更するものであります。

（1） 当社事業の選択の観点から、現行定款第 2 条（目的）第 1 項第 7 号を削除するととも

に、第 6 号、第 9 号、第 10 号の整理を行うものであります。

（2） 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定めるため、第 9 条（単

元未満株主の権利制限）を新設するものであります。

（3） 定款上で引用する条文を会社法の相当条文に変更するものであります。

（4） 旧商法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、あわせて一部表現の変更、字句の

修正等を行うものであります。

（5） その他会社法の施行に伴う所要の変更を行うものであります。

（6） 上記各変更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。



                                                                      （下線部は変更部分）

現  行  定  款 変  更  案

第１章　総　　則

第１条　当会社は株式会社 ヨータイと称する。

英文では YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD.
と表示する。

第２条　当会社はつぎの事業を営むことを目的とする。

1. 耐火物その他窯業品の製造販売ならびにその

原料及び各種鉱物の採掘販売

2. クレー粉その他無機材質及び有機材質の粉末

の製造販売

3. 各種窯炉の設計及び工事

4. タイル、石材、土壌改良材、地盤改良材の製

造加工及び販売

5. タイル、れんが・ブロック工事、各種プラン

トの鋼構造物工事及び機械器具設置工事業

6. 造園、土木、建築及びじんあい焼却炉を含む

清掃施設工事業

7.　土石の採掘ならびに販売

8.　各種触媒の製造販売ならびに触媒を使用する設

備の設計、施工、監理

9.　都市ごみ焼却炉、上水汚泥及び下水汚泥処理設

備の設計、施工、監理及び製造販売ならびに産

業廃棄物処理業

10.　前各号にかかわるコンサルティング業務

11.　不動産の売買、賃貸借、管理及びこれらの仲

介

12.　スポーツ施設及びヘルスセンターの経営、駐

車場業、倉庫業、梱包業、一般貨物自動車運送

業、貨物運送取扱業及び損害保険代理業

13.　前各号に附帯または関連する業務ならびに事

業に対する投資

14.　有価証券の取得

第３条　当会社は本店を大阪府貝塚市に置く。

（　新　設　）

第４条　当会社の公告は日本経済新聞に掲載する。

第１章　総　　則

（商　号）

第１条 当会社は、株式会社ヨータイと称し、英文では

YOTAI REFRACTORIES　CO.，LTD.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. 耐火物その他窯業品の製造販売ならびにその原料

及び各種鉱物の採掘販売

2.　クレー粉その他無機材質および有機材質の粉末の

製造販売

3.　各種窯炉の設計および工事

4.　タイル、石材、土壌改良材、地盤改良材の製造加

工および販売

5. タイル、れんが・ブロック工事、各種プラントの

鋼構造物工事および機械器具設置工事業

6．　造園、土木、建築、都市ごみ焼却炉、じんあい

焼却炉、上水汚泥および下水汚泥処理設備の設

計、施工、監理および製造販売

　　　　　(　削　除　)
7.　各種触媒の製造販売ならびに触媒を使用する設備

の設計、施工、監理

8.　産業廃棄物処理業

　　
9.　不動産の売買、賃貸借、管理およびこれらの仲介

10.　スポーツ施設およびヘルスセンターの経営、駐車

場業、倉庫業、梱包業、一般貨物自動車運送業、

貨物運送取扱業及び損害保険代理業

11.　有価証券の取得

12.　前各号に附帯または関連する業務ならびに事業に

対する投資およびコンサルティング業務

（本店の所在地）

第３条　当会社は、本店を大阪府貝塚市に置く。

（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

（公告方法）

第５条　当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する方法に



第２章　株　　式

第５条　当会社の発行する株式総数は 7,000 万株とす

る。

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。

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。）に係る株券を発行

しない。

(　新　設　)

第８条　当会社の発行する株券の種類、株式の名義書

換、実質株主通知の受理、実質株主名簿の作成、

株券の交付、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手続き及びその手数

料は、取締役会において定める株式取扱規則に

よる。

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。

当会社の株主名簿及び実質株主名簿（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、実質株主通知の受理、実質株主名

簿の作成、株券の交付、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　当会社は毎決算期の最後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、その決算期に関する定時株

より行う。

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、7,000 万株とする。

（自己株式の取得）

第７条　当会社は、取締役会決議によって市場取引等によ

り自己株式を取得することができる。

（単元株式数）

第８条　当会社の１単元の株式数は、1,000 株とする。

（第８条２項に移項）

（株券の発行）

第９条　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。

（単元未満株主の権利制限）

第１０条　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ができない。

（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

（株主名簿管理人）

第１１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選定し、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。）、株券喪失登録簿および新株予約権原簿

は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置

き、株式名簿、株券喪失登録簿および新株予約

権原簿への記載または記録、単元未満株式の買

取り、その他株式なら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

いては取扱わない。

（株式取扱規則）

第１２条　当会社が発行する株券の種類ならびに株主名

簿、株券喪失登録簿およ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、株主

の権利行使に際しての手続き等および手数料に

ついては、法令または定款に定めるもののほ

か、取締役会において定める株式取扱規則によ

る。

（基準日）

第１３条　当会社は、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



主総会において株主の権利を行使すべき株主

とする。

前項、その他本定款に別段の定めがある場合

を除き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臨時に基準日を

定めることができる。

第３章　株　主　総　会

第１１条　定時株主総会は毎年 1 回 6 月に招集し、臨時

株主総会は必要ある場合に随時招集する。

株主総会は法令に別段の定めがある場合を除

くほか、取締役会の決議により取締役社長が

これを招集する。

第１２条　株主またはその法定代理人は、他の議決権を

有する株主を代理人として議決権を行使する

ことができる。

ただし、その株主または代理人は当会社に代

理権を証する書面を提出しなければならな

い。

第１３条　株主総会の決議は、法令に別段の定めがある

場合のほかは、出席した株主の議決権の過半

数をもって行う。

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

行う。

第１４条　株主総会の議長は取締役社長が当たる。

取締役社長に事故があるときは、あらかじめ

定められた順序にしたがい他の取締役がこれ

に代わる。

(　新　設　)

第４章　取締役及び取締役会

第１５条　取締役は１６名以内とし、株主総会において

いて権利を行使することができる株主とする。

　　　２　前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役

会の決議によって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

主または登録株式質権者をもって、その権利を

行使することができる株主または登録株式質権

者とすることができる。

第３章　株　主　総　会

（招　集）

第１４条　定時株主総会は毎年６月に招集し、臨時株主総

会は、必要がある場合に招集する。

（招集権者および議長）

第１５条　株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会の決議によって、取締役社長が招

集する。取締役社長に事故があるときには、あ

らかじめ取締役会において定めた順序により、

他の取締役が招集する。

　　　２　株主総会においては、取締役社長が議長とな

る。取締役社長に事故があるときは，あらかじ

め取締役会において定めた順序により、他の取

締役が議長となる。

（議決権の代理行使）

第１６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、議決権を行使することができ

る。

　　　２　前項の場合には、株主また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。

（決議の方法）

第１７条　株主総会の決議は、法令または定款に別段の定

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項の定めによるべき決議

は、定款に別段の定めがある場合を除き、決議

権を行使することの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。

（議事録）

第１８条　株主総会における議事の経過の要領およびその

結果なら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する。

第４章　取締役および取締役会

（取締役の員数）

第１９条　当会社の取締役は、１６名以内とする。



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以上を有する株主が出席し、その議決権

の過半数で行う。

取締役に欠員を生じても法定の人員を欠くに

至らないときは、補欠選任を延期しまたは補

欠をなさないことができる。

第１６条　取締役の選任については累積投票によらな

い。

第１７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

第１８条　取締役会は取締役中より会社を代表する取締

役若干名を選任する。

取締役会は取締役中より取締役社長 1 名を選

任し、取締役会長 1 名、及び取締役副社長、

専務取締役、常務取締役各若干名を選任する

ことができる。ただし、取締役社長は前項の

取締役でなければならない。

第１９条　取締役会は各取締役及び監査役に対し、会日

の 3 日前に通知を発して招集する。

第２０条　取締役会は法令または定款に定める事項のほ

か、重要な業務の執行を決定する。

第２１条　取締役社長は、法令、定款の規定ならびに株

主総会及び取締役会の決議により業務を総理

する。

取締役社長に事故があるときは、会社を代表

する他の取締役が代わる。

(　新　設　)

(　新　設　)

（取締役の選任）

第２０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。

（取締役の任期）

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

終結の時までとする。

（代表取締役および役付取締役）

第２２条　当会社は、取締役会の決議によって、代表取締

役を選定する。

　　２　　代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行

する。

　　３　　取締役会は、その決議によって、取締役会長１

名を選定し、取締役社長１名および取締役副社

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。

（取締役会の招集権者および議長）

第２３条　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会長が招集し、議長となる。

取締役会長に事故があるときは、あらかじめ取

締役会において定めた順序により、他の取締役

が招集し、議長となる。

（取締役会の招集通知）

第２４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、会日の３日前までに発する。

ただし、緊急の場合には、この期間を短縮する

ことができる。

(取締役会の権限)
第２５条　取締役会は法令または定款に定める事項のほ

か、重要な業務の執行を決定する。

(取締役会長および社長の業務)
第２６条　取締役会長および社長は、法令、定款の規定な

らびに株主総会及び取締役会の決議により業務

を執行する。

２　取締役会長および社長に事故があるときは、会

社を代表する他の取締役が代わる。

（取締役会の決議の方法）

第２７条　取締役会の決議は、取締役会の過半数が出席

し、出席した取締役の過半数をもって行う。

（取締役会の議事録）

第２８条　取締役会における議事の経過の要領およびその

結果ならびその他法令に定める事項は、議事録

に記載または記録し、出席した取締役および監

査役がこれに記名押印または電子署名する。



第５章　監査役及び監査役会

第２２条　監査役は５名以内とし、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以上を有する株主が出席し、その議決権

の過半数で行う。

監査役に欠員を生じても法定の人員を欠くに

至らないときは、補欠選任を延期しまたは補

欠をなさないことができる。

第２３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、退任した監査役の

残任期間とする。

第２４条　監査役は互選により常勤の監査役を定める。

(　新　設　)

第２５条　監査役会は各監査役に対し、会日の 3 日前に

通知を発して招集する。

(　新　設　)

(　新　設　)

(　新　設　)

第５章　監査役および監査役会

（監査役の員数）

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３０条　監査役は、株式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。

３　監査役に欠員を生じても法定の人員を欠くに至

らないときは、補欠選任を延期しまたは補欠を

なさないことができる。

（監査役の任期）

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

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。

（常勤監査役）

第３２条　監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選

定する。

(監査役会の招集権者および議長)
第３３条　監査役会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、常勤監査役が招集し、議長となる。

　　　　　常勤監査役に事故があるときは、あらかじめ監

査役会において定めた順序により、他の

監査役が招集し、議長となる。

（監査役会の招集通知）

第３４条　監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日

の３日前までに発する。

　　　　　ただし、緊急の場合には、この期間を短縮する

ことができる。

 (監査役会の権限)
第３５条　監査役会は、法令または定款に定める事項を決

定する。

（監査役会の決議の方法）

第３６条　監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場

合を除き、監査役の過半数をもって行う。

（監査役会の議事録）

第３７条　監査役会における議事の通過の要領およびその

結果なら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、出席した監査役がこれに

記名押印または電子署名する。



第６章　計　　算

第２６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、その末日をもって決算期

とする。

第２７条　利益配当金は毎決算期の最終株主名簿等に記

載または記録された株主または登録質権者に

支払う。

第２８条　当会社は、取締役会の決議により、毎年９月

末日の最終株主名簿等に記載された株主また

は登録質権者に、商法第２９３条ノ５の規定

による金銭の分配（中間配当）をすることが

できる。

(　新　設　)

第２９条　利益配当金及び中間配当金は、支払開始の日

から満３年を経過したとき、その支払義務を

免れるものとする。

(　新　設　)

第６章　計　　算

（事業年度）

第３８条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３

月３１日までとする。

（剰余金の配当等）

第３９条　当会社は、取締役会の決議によって、会社法第

４５９条第１項各号に掲げる事項を定めること

ができる。

　　２　　当会社は、毎年３月３１日または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」と言う。）を行う。

　　３　　当会社は、会社法第４５９条第１項各号に掲げ

る事項を株主総会の議決によっては定めない。

（配当金の除斥期間）

第４０条　配当金が、支払開始日の日から満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。

２　未払の配当金には利息をつけない。

以上


