
 
平成 18 年 5 月 19 日 

 

各  位 

会 社 名  国 際 航 業 株 式 会 社 

代表者名   代表取締役社長   田二谷 正純 

     （コード番号 9231 東証第一部） 

問合せ先   執行役員経営本部長  鵜飼  良一 

                           （TEL. 03-3262-6221 代表） 

 

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、「定款の一部変更の件」を平成 18 年

6 月 27 日開催予定の第 73 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）事業内容の多様化および今後の事業展開に備えるため、目的事項の追加および表現の変

更を行うものであります（変更案第２条）。 

（２）「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 87 号）

が平成 17 年 2 月 1 日に施行されたことに伴い、本制度を採用するため、所要の変更を

行なうものであります（変更案第５条）。 

（３）会社法（平成 17 年法律第 86 号）および関係法令が平成 18 年 5 月１日に施行されたこ 

とに伴い、所要の変更を行うものであります。主なものは次のとおりであります。 

① 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た規定を新設するものであ

ります（変更案第１１条）。 

② 

 

インターネットを利用する方法により株主総会参考書類等の提供ができる規定を新

設するものであります（変更案第１７条）。 

③ 

 

株主総会における代理人による議決権の行使について、代理人の数を１名とするもの

であります。（変更案第１９条）。 

④ 

 

取締役会の機動的な運営を図るため、その決議について書面等による承認が行えるよ

う規定を新設するものであります（変更案第２５条）。 



⑤ 

 

 

取締役の経営責任を明確にし、経営体制を機動的に構築できるよう、取締役の任期を

１年に短縮するとともに（変更案第２２条）、取締役会決議による剰余金の処分を可

能とする規定を新設するものであります（変更案第３６条）。 

⑥ 

 

 

 

社外取締役、社外監査役および会計監査人が職務の遂行にあたり、その能力を十分に

発揮し、期待される役割を果たし得るようにするため責任限定契約を締結することが

できる旨の規定を新設するものであります。なお、社外取締役の責任限定契約の締結

に関する規定の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております（変更案第３

４条）。 

⑦ 

 

会社法の施行に伴い、定款にその定めがあるとみなされる事項につきまして条文の新

設、変更、所要の文言の整備等をあわせて行うものであります。 

（４）経営体制の強化を図るため、取締役の定数を２名増員し９名とするものであります（変

更案第２０条）。 

（５）その他、会社法および関係法令に合わせて用語、表現および引用条文の変更を行うとと

もに、条文構成の整理、一部語句の修正、条数の整理その他所要の変更を行なうもので

あります。 

 

２．定款変更の内容 

変更の内容は、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 27 日（火曜日） 

  定款変更の効力発生日       平成 18 年 6 月 27 日（火曜日） 

 

以  上 



別紙  
（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 
第１条 〈省略〉 

第２条 （目 的） 

 当会社は次の事業を営むことを目的

とする。 

１．測量 
 
 
 
２．地質調査、海洋調査、環境に

関する調査 
 
３．土木および建築の計画・設計・

施工・監理 
 
４．さく井工事 
５．技術コンサルタント業務 
〈新設〉 

 
６．コンピュータ情報処理サービ

スおよびソフトウェアの開発・販

売 
７．土地建物の賃貸および売買 
 
 
８．測量・調査・設計に関する機

械、材料の売買・リース並びに展

示物の製作 
〈新設〉 

 

  ９～１１ 〈省略〉 
第３条〈省略〉 

第 1条〈現行どおり〉 

第２条（目 的） 

当会社は次の事業を営むことを目的

とする。 

１．測量ならびに空間情報（地理

情報）の取得、加工、販売お

よびこれらに係るコンサルテ

ィング

２．地質、海洋に関する調査およ

びこれらに係るコンサルティ

ング

３．土木および建築の計画・設計・

施工・監理ならびにこれらに

係るコンサルティング

〈削除〉 
〈削除〉 
４．環境に関する調査・施工・監

理ならびにコンサルティング 
５．コンピュータ情報処理ならび

に情報システムの開発および

販売 
６．土地・建物の賃貸、売買およ

び管理ならびにこれらの代理

および媒介 
７．測量・調査・設計に関する機

械、材料の売買およびこれら

のリース 
８．事業の管理ならびに運営の受

託およびコンサルティング 

９～１１〈現行どおり〉 
第３条〈現行どおり〉 



 
現 行 定 款 変 更 案 

〈新設〉 

 

 

 

 

 

 

第４条（公 告） 

当会社の公告は、日本経済新聞に掲

載する。 

 

 

 

第５条（会社が発行する株式の総数）

当会社が発行する株式の総数は７

７，９０８千株とする。ただし、株式

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。 

第６条（自己株式の取得） 

 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。 

〈新設〉 

 

 

〈新設〉 
 
 
 
 
 

第４条（機 関） 

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 
第５条（公告方法） 

当会社の公告方法は、電子公告とす

る。ただし、事故その他やむを得ない

事由によって電子公告による公告をす

ることができない場合は、日本経済新

聞に掲載して行う。 
第６条（発行可能株式総数） 
当会社の発行可能株式総数は、７７，

９０８千株とする。 
 
 
第７条（自己の株式の取得） 

 当会社は、会社法第１６５条第２

項の規定により、取締役会の決議によ

って自己の株式を取得することができ

る。 
第８条（株券の発行） 
当会社は、株式に係る株券を発行す

る。 
第９条（株式取扱規程） 

 当会社の株券の種類ならびに株式の

名義書換、単元未満株式の買取りその

他株式に関する取扱いおよび手数料

は、法令または本定款のほか、取締役

会の定める株式取扱規程による。 

 



 
現 行 定 款 変 更 案 

第７条（１単元の株式の数および単元

未満株券の不発行） 

 当会社の１単元の株式の数は１，０

００とする。 

２ 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。ただし、

取締役会の定める株式取扱規程による

ものはこの限りではない。 

〈新設〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第８条 （株 券） 

当会社の発行する株券の種類は、株式

取扱規程による。 

第９条 （株式の取扱い） 

当会社の株式の名義書換、単元未満株

式の買取りおよびその他株式の取扱い

並びにこれらの手数料は、株式取扱規

程による。 

第１０条 （単元株式数および単元未満

株券の不発行） 

 当会社の単元株式数は１，０００株

とする。 

２ 当会社は、単元未満株式に係る株

券を発行しない。ただし、株式取扱規

程によるものはこの限りではない。 

 

 

第１１条（単元未満株式についての権

利） 

 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および

募集新株予約権の割当てを

受ける権利。 
〈削除〉 

 

 

〈削除〉 

 

 

 

 



現 行 定 款 変 更 案 
 第１０条 （名義書換代理人） 

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 当会社の株主名簿および実質株主

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く。 
４ 当会社は、名義書換代理人に株式

名義書換、株券喪失登録、質権および

信託財産に関する登録またはその変更

もしくは抹消、単元未満株式の買取り

並びに株券の再交付その他株式に関す

る事務を取り扱わせ、当会社において

はこれを取り扱わない。 

第１１条 （基準日） 

 当会社は、毎年３月３１日の最終の

株主名簿等に記載または記録された株

主（実質株主を含む。以下同じ。）また

は登録質権者を、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る

ことができる株主または登録質権者と

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りあらかじめ公告

して基準日を定め、その日の最終の株

主名簿等に記載または記録された株主

または登録質権者を、その権利を行使

することができる株主または登録質権

者とする。 

第１２条  （株主名簿管理人） 

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定

め、これを公告する。 
３ 当会社の株主名簿および実質株主

名簿（以下「株主名簿等」という。）な

らびに株券喪失登録簿は、株主名簿管

理人の事務取扱場所に備え置く。 
４ 当会社は、株主名簿管理人に株式

名義書換、株券喪失登録、質権および

信託財産に関する登録またはその変更

もしくは抹消、単元未満株式の買取り

ならびに株券の再交付その他株式に関

する事務を取り扱わせ、当会社におい

てはこれを取り扱わない。 

第１３条 （基準日） 

 当会社の定時株主総会の議決権の基

準日は、毎年３月３１日とし、その日

の最終の株主名簿等に記載または記録

された株主（実質株主を含む。以下同

じ。）または登録株式質権者を、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者とす

る。 

２ 前項のほか、必要があるときは、

取締役会の決議によりあらかじめ公告

して基準日を定め、その日の最終の株

主名簿等に記載または記録された株主

または登録株式質権者を、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。 



 
現 行 定 款 変 更 案 

第１２条～第１4 条〈省略〉 
〈新設〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１５条 （決議要件） 

 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

した株主の議決権の過半数により決す

る。 

２ 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以上により決する。 

 

第１６条 （議決権の代理行使）

株主は議決権を有する他の株主に委

任して、その議決権を行使することが

できる。 

２ 株主またはその代理人は、代理権

を証する書面を株主総会ごとに提出し

なければならない。 

 

第１４条～第１６条〈現行どおり〉 

第１７条 （株主総会参考書類のイン

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１８条 （決議要件） 

 株主総会の決議は、法令または本定

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。 

第１９条 （議決権の代理行使）

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、その議決

権を行使することができる。 
２ 株主またはその代理人は、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。 
 

 
 
 



現 行 定 款 変 更 案 
第１７条 （議事録） 

 株主総会の議事の経過の要領およ

びその結果は、これを議事録に記載ま

たは記録して議長並びに出席した取締

役および監査役がこれに記名捺印また

は電子署名を行う。 

第１８条 （員 数） 

当会社の取締役は７名以内とする。 

第１９条 （選 任） 

 取締役は株主総会で選任する。 

 

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により決す

る。 

３ 〈省略〉 

第２０条 （任 期） 

 取締役の任期は、就任後２年内の最

終の決算期に関する定時株主総会の終

結のときに満了する。 

 

２ 増員または補欠として選任された

取締役の任期は、他の在任取締役の任

期満了のときまでとする。 

 

〈削除〉 

 

 

 

 

 

第２０条 （員 数） 

当会社の取締役は９名以内とする。 

第２１条 （選 任） 

 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 〈現行どおり〉 
第２２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の終結のときまで

とする。 

〈削除〉 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



現 行 定 款 変 更 案 
第２１条（代表取締役および役付取締

   役） 

 当会社は取締役会の決議により代

表取締役を定める。 

２ 当会社は取締役会の決議により、

取締役の中から取締役会長および取締

役社長各１名、取締役副社長、専務取

締役および常務取締役各若干名を選任

することができる。 

３ 取締役会長は取締役会を招集し、

これを主宰する。 

 

４～５〈省略〉 

第２２条  （取締役会） 

 取締役は取締役会を構成し、法令ま

たは定款に定める事項のほか会社の業

務執行を決定する。 

第２３条  （取締役会の招集） 

 取締役会招集の通知は、各取締役お

よび各監査役に対して会日の３日前に

発するものとし、併せて議題も通知す

る。ただし、緊急を要する場合におい

て、適当な方法により通知ができると

きは、この期間を短縮することができ

る。 

〈新設〉 

 
 
 
 

第２３条 （代表取締役および役

付取締役） 

 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 当会社は取締役会の決議によっ

て、取締役の中から会長および社長各

１名、副社長、専務および常務各若干

名を選定することができる。 

 

３ 取締役会長は、法令に別段の定め

がある場合を除き、取締役会を招集し、

議長となる。 
４～５〈現行どおり〉 

〈削除〉 

 

 

 

第２４条 （取締役会の招集） 

 取締役会の招集通知は、会日の３日

前までに各取締役および各監査役に対

して発する。ただし、緊急の必要があ

るときは、この期間を短縮することが

できる。 

 
 
２ 前項にかかわらず、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。 

 

 
 
 
 



現 行 定 款 変 更 案 
〈新設〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２４条  （取締役会規程） 

 取締役会に関する事項は、法令また

は定款に定めるもののほか、取締役会

の定める取締役会規程による。 

第２５条 〈省略〉  

第２６条 （選 任） 

 監査役は株主総会で選任する。 

 
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により決す

る。 

第２７条 （任 期） 

 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

結のときに満了する。 

 

２ 補欠として選任された監査役の

任期は、前任者の任期満了のときまで

とする。 

 

 

第２５条（取締役会の決議の省略） 

 当会社は、取締役（当該決議事項に

ついて議決に加わることができる者に

限る。）の全員が取締役会の決議事項に

ついて書面または電磁的記録により同

意の意思表示をしたときは、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はな

い。 
第２６条（取締役会規程） 

  取締役会に関する事項は、法令また

は本定款に定めるもののほか、取締役

会の定める取締役会規程による。 

第２７条 〈現行どおり〉 

第２８条 （選 任） 

 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。 
第２９条 （任 期） 

 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ときまで

とする。 

２ 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、前任者の任期の満了するときまで

とする。 

 

 



現 行 定 款 変 更 案 
第２８条 （常勤監査役） 

 監査役は、その互選により常勤監査

役を定める。 

第２９条   （監査役会） 

監査役は監査役会を構成し、法令ま

たは定款に定める事項のほか、監査役

の職務の執行に関する事項を決定す

る。ただし、監査役の権限の行使を妨

げることはできない。 
第３０条 （監査役会の招集） 

 監査役会招集の通知は、各監査役に

対して会日の３日前に発するものと

し、併せて議題も通知する。ただし、

緊急を要する場合において、適当な方

法により通知ができるときは、この期

間を短縮することができる。 

〈新設〉 

 

 

第３１条 （監査役会規程） 

 監査役会に関する事項は、法令また

は定款に定めるもののほか、監査役会

の定める監査役会規程による。 

第３２条 （相談役および顧問） 

 当会社に相談役および顧問若干名を

置くことができる。 

２ 相談役および顧問は、取締役社長

の諮問に応じて意見を開陳する。 

 

第３０条 （常勤監査役） 

 監査役会は、監査役の中から常勤監

査役を選定する。 

第３１条 （監査役会） 

 監査役は監査役会を構成し、法令ま

たは本定款に定める事項のほか、監査

役の職務の執行に関する事項を決定す

る。ただし、監査役の権限の行使を妨

げることはできない。 

第３２条 （監査役会の招集） 

 監査役会の招集通知は、会日の３日

前までに各監査役に対して発する。た

だし、緊急の必要があるときは、この

期間を短縮することができる。 
 
 
２ 前項にかかわらず、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くことができる。

第３３条 （監査役会規程） 

監査役会に関する事項は、法令また

は本定款に定めるもののほか、監査役

会の定める監査役会規程による。 

〈削除〉 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 



 
現 行 定 款 変 更 案 

〈新設〉 

 

 

 

 

 

 

 

第３３条 （営業年度および決算期）

 当会社の営業年度は、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〉 

 

 

 

 

 

 

 

第３４条 （株主配当金） 

 株主配当金は、毎決算期の最終の株

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。 

 

 

２ 前項の配当金は、当会社がその支

払を開始してから満３年を経過したと

きは、会社はその支払の義務を免れる。

 

 

以上 

第３４条 （責任限定契約） 

 当会社は、会社法第 427 条第 1項の

規定により、社外取締役、社外監査役

および会計監査人との間に、同法 423

条第 1 項の責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該契約

に基づく責任の限度額は法令が規定す

る最低責任限度額とする。 

第３５条（事業年度） 

 当会社の事業年度は、４月１日から

翌年３月３１日までとする。 
 
第３６条 （剰余金の配当の決定機

関） 

 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

役会の決議により定める。 

 

第３７条（剰余金の配当） 

 当会社の剰余金の配当の基準日は、

毎年３月３１日とし、その日の最終の

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に対して、剰余

金の配当を行うことができる。 

２ 前項の剰余金の配当は、当会社が

その支払を開始してから満３年を経過

したときは、会社はその支払の義務を

免れる。 

 
以上 

 


