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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29日開催予定の第31期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」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」（以下

この変更の理由を「会社法等」という）が平成１８年５月１日に施行されたこと

に伴い、以下の通り当社の定款を変更するものであります。 
① 会社法等の施行において、「会社法の施行に伴う関係法律の整備などに関す

る法律第５２条」及び「第７６条」にもとづき、当社の定款に取締役会、監

査役ならびに監査役会、会計監査人を置く旨の定めがあるとみなされること

になるため、当該規定を新設するものであります。 
② 会社法等の施行に伴い、「会社法第９３９条」にもとづき、公告の方法につ

いて周知性の向上および経営の合理化を図るため電子公告制度を採用し、所

要の変更をおこなうものであります。また、同制度の導入に伴い、不測の事

態が発生した場合に備え、予備的な公告方法も定めるものであります。 
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明確にすると

共に株主への周知を図るため「会社法第３１０条第１項」及び「会社法施行

規則第６３条第５項」にもとづき代理人の員数を定款に規定するものであり

ます。 
④ 会社法等の施行に伴い、「会社法第３７０条」にもとづき、取締役会の機動

的、効率的運用を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があった



ものとみなすことを可能とする旨の規定を追加するものであります。 
⑤ 会社法等の施行に伴い、「会社法第４２６条第１項」および、「第４２７条第

１項」の規定により、当社の取締役および社外取締役が、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、取締役会の決議をもって取締役

および社外取締役の会社に対する責任を一定の限度内とする旨の規定を新

設するものであります。なお、本規定の新設につきましては、各監査役の同

意を得ております。 
⑥ 会社法等の施行に伴い、「会社法第４２６条第１項」および、「第４２７条第

１項」の規定により、当社の監査役および社外監査役が、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、取締役会の決議をもって監査役

および社外監査役の会社に対する責任を一定の限度内とする旨の規定を新

設するものであります。 
⑦ 会社法等の施行に伴い、「会社法第４２６条第１項」および、「第４２７条第

１項」の規定により、当社の会計監査人が、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、会計監査人の責任を一定の限度内とする旨の

規定を新設するものであります。 
      
 (2) 上記(1)の新設条項および会社法の用語の変更に伴い、条数の繰り下げと用語の変

更をおこなうものであります。 
 
 
２．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  
定款変更の効力発生日        平成１８年６月２９日 
 

３．定款変更の内容 
変更の内容は、以下の通りであります。 
 
 
 
 
 
 
 
 



〇 定款変更の内容  

現行定款 変更案 

第一章 総則 

新設 （機関の設置） 

第４条 当会社は、株主総会、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 

（公告の方法） 

第４条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載 

        する。 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、電子公告とする。 

  ２. 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する。

第二章 株式 

(発行する株式の総数） 

第５条 当社の発行する株式の総数は、 

        ３，１６０万株とする。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

        ３，１６０万株とする。 

新設 （株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行 

        する。 

（自己株式の取得） 

第６条 当会社は、商法第２１１条ノ３第１項 

    第２号の規程により、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。 

（自己の株式の取得） 

第８条 当会社は、会社法第１６５条第２項 

        の規定により、取締役会の決議を  

    もって自己の株式を買受けることが 

    できる。 



（１単元の株式の数及び単元未満株券の不発行）

第７条 当会社の１単元の株式の数は、１００ 

        株とする。 

    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）に係る株券は発行しない。 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第９条 当会社の単元株式数は、１００株と 

    する。 

  ２. 当会社は、単元株式数に満たない株 

    式（以下、「単元未満株式」という） 

    に係る株券は発行しないことができ 

       る。 

（株式取扱規則） 

第８条 省略 

（株式取扱規則） 

第１０条 現行通り 

（名義書換代理人） 

第９条 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り選定する。

     ③ 当会社の株主名簿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、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。

（株主名簿管理人） 

第１１条 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り選 

          定する。 

     ３.  当会社の株主名簿並びに株券喪失 

          登録簿は、株主名簿管理人の事務 

          取扱場所に備え置き、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。 

第三章 株主総会 

（基準日） 

第１０条 当会社は、毎決算期の最終の株主名 

          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、必要があるときは、 

         取締役会の決議により予め公告して 

         臨時に基準日を定めることができる。

（基準日） 

第１２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、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、必要があるときは、 

     取締役会の決議により予め公告し 

     て臨時に基準日を定めることが 

          できる。 



（招集） 

第１１条 省略 

（招集） 

第１３条 現行通り 

（招集者及び議長） 

第１２条 当会社の株主総会は、法令に別段の 

     定めがある場合のほか、取締役会の 

     決議により取締役社長が招集し、そ 

     の議長となる。 

   ② 取締役社長に事故あるときは、予め 

     取締役会で定めた順序により、他の 

     取締役がこれに代わる。 

（招集権者及び議長） 

第１４条  当会社の株主総会は、法令に別段の

      定めがある場合を除き、取締役会の

      決議により代表取締役が招集し、そ

      の議長となる。 

   ２. 代表取締役に事故あるときは、取 

      締役会で予め定めた順序に従い、 

      他の取締役が株主総会を招集し、 

      議長となる。 

（決議） 

第１３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のほか、出 

     席した株主の議決権の過半数をもっ 

     て決する。 

 

   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以上で行う。 

（決議） 

第１５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項に定める 

      特別決議は、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。 

（議決権の代理行使） 

第１４条   株主またはその法定代理人は、当会

      社の他の株主を代理人として議決権

      を行使することができる。 

 

 

    ② 省略 

（議決権の代理行使） 

第１６条   株主またはその法定代理人は、当 

      会社の他の議決権を行使すること 

      ができる株主 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. 現行通り 

（株主総会議事録） 

第１５条 省略 

（株主総会議事録） 

第１７条 現行通り 



 

第四章 取締役及び取締役会 

（員数） 

第１６条  省略 

（員数） 

第１８条 現行通り 

（選任方法） 

第１７条 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 省略 

（選任方法） 

第１９条 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、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. 現行通り 

（任期） 

第１８条 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 

     終結のときまでとする。 

（任期） 

第２０条 取締役の任期は、就任後２年内に 

     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。  

（代表取締役及び役付取締役） 

第１９条 代表取締役は、取締役会の決議によ 

     り選任する。 

   ② 省略 

（代表取締役及び役付取締役） 

第２１条  取締役会は、その決議によって代 

      表取締役を選任する。 

   ２. 現行通り 

（取締役会の招集者及び議長） 

第２０条 取締役会は、法令に別段の定めのあ 

     る場合を除き、取締役社長がこれを 

     招集し、議長となる。 

   ② 取締役社長に欠員または事故あるとき

     は、取締役会において予め定めた順序

     に従い、他の取締役が取締役会を招集

     し、議長となる。 

（取締役会の招集者及び議長） 

第２２条 取締役会は、法令に別段の定めの 

     ある場合を除き、代表取締役がこ 

     れを招集し、議長となる。 

     ２. 代表取締役に欠員または事故ある 

      ときは、取締役会において予め定 

      めた順序に従い、他の取締役が取 

          締役会を招集し、議長となる。 



 
（取締役会の招集通知） 

第２１条  取締役会の招集通知は、各取締役に

対し、会日の３日前までに発する。 

但し、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 省略 

（取締役会の招集通知） 

第２３条 取締役会の招集通知は、各取締役 

に対し、会日の３日前までに発する。

但し、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. 現行通り 

（取締役会の決議方法） 

第２２条 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。 

（取締役会の決議） 

第２４条 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。 

     ２. 前項に係らず、取締役の全員が 

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した

          場合は、当該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。 

但し、監査役が異議を述べた時は

この限りではない。 

（取締役会議事録） 

第２３条  省略 

（取締役会議事録） 

第２５条  現行通り 

（取締役会規則） 

第２４条  省略 

（取締役会規則） 

第２６条  現行通り 

（報酬及び退職慰労金） 

第２５条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株

          主総会の決議により定める。 

（報酬等） 

第２７条 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

     よって定める。 



（新設） （取締役の責任免除） 

第２８条 当会社は、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、同法第４２３条第１項

          の行為に関する取締役の責任を法

     令の限度において免除することが

          できる。 

      ２. 当会社は、会社法第４２７条第１

          項の規定により、社外取締役との

          間に同法第４２３条第１項の行為

          による賠償責任を限定する契約を

          締結することができる。 

但し、当該契約に基づく賠償責任

の限度額は、５００万円以上で予

          め定めた金額または、法令が規定

          する額のいずれか高い額とする。

第五章 監査役及び監査役会 第五章 監査役及び会計監査人 

（員数） 

第２６条 省略 

（員数）  

第２９条 現行通り 

（選任方法） 

第２７条 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。 

（選任方法） 

第３０条 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、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。 

（任期） 

第２８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 

     会終結のときまでとする。 

      ② 省略 

（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の終結

     のときまでとする。 

      ２. 現行通り 

 

 



（常勤の監査役） 

第２９条 監査役は、互選により常勤の監査 

     役を定める。 

（常勤の監査役） 

第３２条 監査役会は、その決議によって 

     常勤の監査役を選定する。 

（監査役会の招集通知） 

第３０条 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。 

但し、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 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。 

（監査役会の招集通知） 

第３３条 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。

但し、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. 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。 

（監査役会の決議方法） 

第３１条 省略  

（監査役会の決議） 

第３４条 現行通り 

（監査役会議事録） 

第３２条 省略 

（監査役会議事録） 

第３５条 現行通り 

（監査役会規則） 

第３３条 省略 

（監査役会規則） 

第３６条 現行通り 

（報酬及び退職慰労金） 

第３４条 監査役の報酬及び退職慰労金は、 

     株主総会の決議により定める。 

（報酬等） 

第３７条 監査役の報酬等は、株主総会の決

     議によって定める。 

（新設） （監査役の責任免除） 

第３８条 当会社は、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、同法第４２３条第１項

     の行為に関する監査役の責任を法

     令の限度において免除することが

     できる。 

      ２. 当会社は、会社法第４２７条第１項

     の規定により、社外監査役との間

     に同法第４２３条第１項の行為に

          よる賠償責任を限定する契約を締

     結することができる。 

但し、当該契約に基づく賠償責任

     の限度額は、５００万円以上で予

     め定めた金額または、法令が規定

     する額のいずれか高い額とする。



（新設） （会計監査人） 

第３９条 当会社に会計監査人を置く。 

      ２. 会計監査人は株主総会で選任す 

     る。 

      ３. 当会社は、会社法第４２７条第１

     項の規定により、会計監査人との

     間に同法第４２３条第１項の行為

          による賠償責任を限定する契約を

     締結することができる。 

但し当該契約に基づく賠償責任の

限度額は、５００万円以上で予め

          定めた金額または、法令が規定す

     る額のいずれか高い額とする。 

第六章 計算 

（営業年度及び決算期） 

第３５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、営業

     年度の末日を決算期とする。 

（事業年度） 

第４０条 当会社の事業年度は、毎年４月１

     日から翌年３月３１日までの１年

     とする。 

（利益配当金） 

第３６条 当会社の利益配当金は、毎決算期の

     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

     ものとする。 

（剰余金の配当） 

第４１条 株主総会の決議により、毎事業年

度末日の株主名簿に記載または記

録された株主若しくは登録株式質

権者に対し、期末配当を行うこと

          ができる。 

２. 全項のほか、取締役会の決議によ

り毎年９月３０日の株主名簿に 

記載または記録された株主若しく

は登録株式質権者に対し、中間配

当を行うことができる。 

 

 



（中間配当） 

第３７条 当会社は、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、中間配当をすること

          ができる。 

 

削除 

（配当金の除斥期間） 

第３８条 利益配当金及び中間配当金が、支払

     開始の日から満３年を経過しても受

     領されないときは、当会社はその支

     払義務を免れるものとする。 

（配当金の除斥期間） 

第４２条 剰余金の配当及び中間配当金が、

     支払開始の日から満３年を経過し

     ても受領されないときは、当会社

     はその支払義務を免れるものとす

     る。 

 
以 上 


