
   
 

 
 平成１８年５月２２日 

 各   位  

 会 社 名  株式会社日立プラントテクノロジー 
代表者名  執行役社長  住  川  雅  晴 

(コード番号 1970 東証・大証第１部) 
問 合 先  広報・宣伝グループ部長 毛 内  庸 人 

(TEL：０３-３５７６-４１１４)  
 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成１８年６月２６日開催の第１１１回定時株主総会に 

定款一部変更の件について付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．変更の理由 

（1）事業目的の変更 
当社は、従来より給排水、衛生設備に関する事業を行っておりますが、定款上、これを明確にす
るため、現行定款第２条（目的）に当該事業を明記するとともに、文言の整備を行うものであり
ます。 

（2）本店の所在地の変更 
本社機能の充実と業務効率の向上を図ることを目的に、現在、東京地区８ヶ所に分散している 
事業所を１ヶ所に集約するため、現行定款第４条（本店の所在地）を東京都千代田区から東京都
豊島区に変更しようとするものであります。 

（3）会社法施行に伴う変更 
｢会社法(平成 17 年法律第 86 号)｣ 及び「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)」の施行に伴い、所要の変更を行うものであります。 

主な変更内容は次の通りありです。 

  ① 単元未満株式についての権利を明確にするため、変更案第９条を新設するもの。 

  ② 株主総会の運営の合理化を目的に、インターネットを利用することで株主総会の参考書類等を
開示することができる制度を採用するため、変更案第１５条を新設するもの。 

  ③ 取締役会の迅速な意思決定を行う必要が生じた場合に備え、取締役会の決議を書面等で行うこ
とができる制度を採用するため、変更案第２３条を新設するもの。 

  ④ 執行役の任期を事業年度と合わせるため、現行定款第３０条を変更するもの。 

  ⑤ その他引用条文の変更、文言の整備及び条数の変更などを行うもの。 

 

２．変更内容   

別紙の通り 

 

３．変更予定日 

平成１８年６月２６日（月） 

以 上 
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別紙 
 

              （下線を付した部分は変更箇所を示します。） 
現  行  定  款 変    更    案 

第 ２ 条（目 的） 
当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 
１．発変電、配送電、産業機械及び電気設備の設

計・製造・販売及び工事の請負 
２．風水力機械、集塵装置、水処理その他装置並

びに諸機器の設計・製造・販売及び工事の請
負 

３．冷凍装置、空気温湿度調整設備その他の建築
附帯設備の設計・製造・販売及び工事の請負 

 
４．～12．（省略） 

第 ２ 条（目 的） 
当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 
１．発変電設備、配送電設備、産業機械設備及び

電気設備の設計・製造・販売及び工事の請負 
２．風水力機械、集塵装置、水処理装置その他装

置並びに諸機器の設計・製造・販売及び工事
の請負 

３．冷凍装置、空気温湿度調整設備、給排水設備、
衛生設備その他の建築附帯設備の設計・製
造・販売及び工事の請負 

４．～12．（省略） 
第 ３ 条（委員会等設置会社の定め） 
当会社は、株式会社の監査等に関する商法の特例に
関する法律（以下「商法特例法」という。）第２章第４節
に規定する特例の適用を受けるものとする。 

第 ３ 条（委員会設置会社） 
当会社に、取締役会、委員会及び会計監査人並び
に執行役を置く。 

第 ４ 条（本店の所在地） 
当会社は本店を東京都千代田区に置く。 

第 ４ 条（本店の所在地） 
当会社は、本店を東京都豊島区に置く。 

第 ５ 条（公告の方法） 
当会社の公告は、電子公告により行う。但し、電
子公告による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 
載してこれを行う。 

第 ５ 条（公告方法） 
当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故
その他の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（会社の発行する株式の総数） 
当会社の発行する株式の総数は、２億５千万株と
する。但し、株式の消却が行われた場合には、こ 
れに相当する株式数を減じる。 

第 ６ 条（発行可能株式総数） 
当会社の発行可能株式総数は、２億５千万株とす
る。 

 

（新 設） 
第７条（株券の発行） 
当会社は、株式に係る株券を発行する。 

第 ７ 条（自己株式の買受け） 
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。 

（削 除） 

第 ８ 条（１単元の株式の数及び単元未満株券の
不発行） 
当会社は１,０００株をもって株式の１単元とす
る。 
当会社は、１単元の株式の数に満たない株式に係
る株券を発行しない。 

第 ８ 条（１単元の株式の数等） 
 
当会社の単元株式数は１,０００株とする。  
 
当会社は、単元未満株式に係る株券を発行しな
い。 

（新 設） 

第 ９ 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．株主割当による募集株式及び募集新株予約権

の割当てを受ける権利 
３．本定款に定める権利 
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現  行  定  款 変    更    案 
第 ９ 条（単元未満株式の買増） 
当会社の単元未満株式を有する株主（実質株主を
含む。以下同じ。）は、その所有する単元未満株
式の数と併せて１単元の株式の数となるべき数
の株式を当会社に対し売渡すことを請求するこ
とができる。 

第１０条（単元未満株式の買増） 
当会社の単元未満株式を有する株主は、その所有
する単元未満株式の数と併せて単元株式数とな
る数の株式を売渡すことを当会社に対し請求す
ることができる。 
 

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。 

当会社の株主名簿、実質株主名簿及び株券喪失登録
簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置く。 
第１項の名義書換代理人は、名義書換、単元未満
株式の買取及び買増その他株式に関する事務を 
代行するものとする。 

第１１条（株主名簿管理人） 
当会社は、株主名簿管理人を置く。 

 

第１１条（株式取扱規則） 
当会社の株券の種類並びに株式の名義書換、質権
の登録、信託財産の表示、株主からの届出、株券
の再発行、単元未満株式の買取及び買増並びに電
磁的方法による議決権その他の株主権の行使等
に関する取扱いその他株式に関する取扱いにつ
いては、法令又は本定款に定めるもののほか、取
締役会から委任された執行役が定める株式取扱
規則による。 

第１２条（株式等取扱規則） 
当会社の株主の権利の行使に関する取扱いその
他株式及び新株予約権に関する取扱い並びにそ
の手数料等については、法令又は本定款に定める
もののほか、取締役会から委任された執行役が定
める株式等取扱規則による。 
 

第１２条（株主等の届出事項） 
株主、質権者又はその法定代理人は、その住所
及び氏名を株式取扱規則に従い届け出なけれ
ばならない。その変更のあったときも同様であ
る。 
外国に居住する株主、質権者又はその法定代理人
は、日本国内に仮住所又は代理人を定め、これを
株式取扱規則に従い届け出なければならない。そ
の変更のあったときも同様である。 

（削 除） 

第１３条（基準日） 
当会社は毎決算期現在の株主をもって、その期の
定時株主総会で株主の権利を行使すべき株主と
みなす。 

前項のほか、その必要を認めたときは、取締役会の決議
をもって、予め公告して、一定の日時現在の株主又は登
録質権者をもって、その権利を行使すべき 
株主、又は登録質権者とみなすことができる。 

第１３条（定時株主総会の基準日） 
当会社は、毎事業年度の末日現在の株主をもっ
て、その事業年度に関する定時株主総会で権利を
行使することができる株主とする。 

 

第１４条（招 集） 
定時株主総会は、毎年６月、臨時株主総会は、臨時必
要あるときに、取締役会の決議をもって執行役社長がこ
れを招集する。 
執行役社長に事故あるときは、取締役会で予め定 
めた順序により他の執行役がこれに当る。 

（削 除） 

第１５条（議 長） 
株主総会の議長は、執行役社長がこれに当る。 
執行役社長に事故あるときは、取締役会で予め定 
めた順序により他の執行役がこれに当る。 

第１４条（議 長） 
株主総会の議長は、執行役社長がこれに当たる。 
執行役社長に事故あるときは、取締役会で予め定
めた順序により他の執行役がこれに当たる。 
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現  行  定  款 変    更    案 

（新 設） 

第１５条（株主総会参考書類等のインターネット
開示） 
当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計
算書類(当該連結計算書類に係る監査報告及び会
計監査報告を含む。)及び事業報告に記載又は表
示をすべき事項に係る情報を、法令に定めるとこ
ろに従いインターネット上のホームページに掲
載することにより、株主に対し提供したものとみ
なすことができる。 

第１６条（議決権の代理行使） 
株主又はその法定代理人は、代理人をもって議決
権を行使することができる。但し、代理人は、当
会社の議決権を行使することのできる株主でな
ければならない。   
前項の場合には、代理権を証する書面を予め当会 
社に提出しなければならない。 

第１６条（議決権の代理行使） 
株主は、代理人１名を定めて議決権を行使するこ
とができる。ただし、代理人は、当会社の議決権
を行使することのできる株主でなければならな
い。   
前項の場合には、代理権を証明する書面を予め当
会社に提出しなければならない。 

第１７条（決議の方法） 
株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定め
がある場合を除き、出席株主の議決権の過半数で
これを行う。  
商法第３４３条に定める株主総会の決議は、総株
主の議決権の３分の１以上の議決権を有する株
主が出席し、その議決権の３分の２以上に当る多
数をもってこれを行う。 

第１７条（決議の方法） 
株主総会の決議は、法令又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。 
会社法第３０９条第２項に定める株主総会の決議
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以上に当たる多数をもってこれを行う。 

第１８条（議事録） 
株主総会の議事については、議事録を作成し、議事の
経過の要領及びその結果を記載又は記録し、議長並び
に出席した取締役及び執行役が記名捺印又は電子署
名をして当会社に保存する。 

（削 除） 

第１９条  （条文省略） 第１８条  （条文省略） 

第２０条（取締役の選任） 
取締役の選任の決議は、総株主の議決権の３分の
１以上の議決権を有する株主が株主総会に出席
することを要する。 
前項の決議は累積投票によらないものとする。 

第１９条（取締役の選任） 
取締役の選任の決議は、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
主が株主総会に出席することを要する。 
前項の決議は累積投票によらないものとする。 

第２１条（取締役の任期） 
取締役の任期は、就任後１年以内の最終の決算期
に関する定時株主総会終結の時までとする。但
し、他の取締役在任中に就任した取締役の任期
は、他の現任取締役の残任期間とする。 

第２０条（取締役の任期） 
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業
年度に関する定時株主総会終結の時までとす
る。ただし、他の取締役在任中に就任した取締役
の任期は、他の現任取締役の残任期間とする。 

第２２条（取締役会の招集） 
取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日よ
り１週間前に発するものとする。但し、緊急のと
きは、これを短縮し３日前に発することができる。 

第２１条（取締役会の招集） 
取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日より
１週間前に発するものとする。ただし、緊急のと 
きは、これを短縮し３日前に発することができる。 

第２３条（取締役会長） 
取締役会の決議をもって、取締役会長１名を定め
ることができる。 

第２２条（取締役会長） 
取締役会の決議によって、取締役会長１名を定め
ることができる。 
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現  行  定  款 変    更    案 

（新 設） 

第２３条（取締役会の決議の省略） 
取締役会の決議の目的事項の提案について、決議
に参加することのできる取締役の全員が書面又
は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
は、当該提案を可決する旨の取締役会決議があっ
たものとみなす。 

第２５条（委員会） 
当会社に指名委員会、監査委員会及び報酬委員会
を置く。 

（削 除） 

第２６条  （条文省略） 第２５条  （条文省略） 

第２７条（取締役の責任免除） 
当会社は、取締役会の決議をもって、商法特例法
第２１条の１７第１項の規定による取締役の責
任につき、法令に定める限度で免除することがで
きる。 

第２６条（取締役の責任免除） 
当会社は、取締役会の決議によって、会社法第４
２３条第１項の取締役（取締役であった者を含
む。）の責任につき、法令に定める限度で免除す
ることができる。 

第２８条（社外取締役との責任限定契約） 
当会社は、商法特例法第２１条の８第４項但書に
規定する社外取締役との間で、その社外取締役の
同法第２１条の１７第１項の規定による責任につ
き、同条第５項が準用する商法第２６６条第１９
項の規定に基づき、金５００万円と同項が定める
額とのいずれか高い額を限度として賠償の責めに
任ずるものとする契約を締結することができる。 

第２７条（社外取締役との責任限定契約） 
当会社は、社外取締役との間で、その社外取締役
の会社法第４２３条第１項の責任につき、会社法
第４２５条第１項各号の額の合計額を限度とす
る契約を締結することができる。 
 

第２９条（執行役の員数） 
取締役会の決議をもって、当会社に執行役２５名
以内を置く。 

第２８条（執行役の員数） 
当会社に執行役２５名以内を置く。 

第３０条（執行役の任期） 
執行役の任期は、就任後１年以内の最終の決算期
に関する定時株主総会の終結した後最初に開催
される取締役会の終結の時までとする｡但し、他
の執行役在任中に就任した執行役の任期は、他の
現任執行役の残任期間とする。 

第２９条（執行役の任期） 
執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業
年度の末日までとする｡ 
 

第３１条（代表執行役） 
代表執行役は、取締役会の決議をもって定める。 

第３０条（代表執行役） 
代表執行役は、取締役会の決議によって定める。 

第３２条（執行役社長） 
取締役会の決議をもって、執行役社長１名を定め
る。但し、執行役社長は代表執行役でなければな
らない。 

第３１条（執行役社長） 
取締役会の決議によって、執行役社長１名を定め
る。ただし、執行役社長は代表執行役でなければ
ならない。 

第３３条（執行役の責任免除） 
当会社は、取締役会の決議をもって、商法特例法
第２１条の１７第１項の規定による執行役の責
任につき、法令に定める限度で免除することがで
きる。 

第３２条（執行役の責任免除） 
当会社は、取締役会の決議によって、会社法第４
２３条第１項の執行役（執行役であった者を含
む。）の責任につき、法令に定める限度で免除す
ることができる。 

第３４条（相談役） 
取締役会の決議をもって当会社に相談役を置く
ことができる。 

第３３条（相談役） 
取締役会の決議によって当会社に相談役を置く
ことができる。 

第３５条（決算期） 
当会社の決算期は、毎年３月末日とする。 
 

第３４条（事業年度） 
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。 
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現  行  定  款 変    更    案 

（新 設） 

第３５条（剰余金の配当及び自己の株式の取得等） 
当会社は、会社法第４５９条第１項各号に掲げる
事項について、法令に別段の定めがある場合を除
き、株主総会の決議にはよらず、取締役会の決議
によって定めることができる。 

第３６条（利益配当） 
利益配当金は、毎決算期現在の株主又は登録質
権者に対し支払う。 
 
 
 
前項の利益配当金が、その支払開始の日から満 
３年以内に受領されないときは、当会社は、支払
いの義務を免れるものとする。 

第３６条（剰余金の配当の基準日） 
当会社は、毎年３月末日又は毎年９月末日を基準
日とし、基準日現在の株主又は登録株式質権者に
対し剰余金の配当を行う。 
前項に定める場合のほか、基準日を定め、剰余金
の配当をすることができる。 
剰余金の配当が、その支払開始の日から満３年以
内に受領されないときは、当会社は、支払いの義
務を免れるものとする。 

第３７条（中間配当） 
当会社は、毎年９月末日現在の株主又は登録質権
者に対し、取締役会の決議により商法第２９３条
ノ５に定める金銭の分配をすることができる。 
前条第２項の規定は前項の金銭の分配に準用す
る。 

 

附   則 

第１条（取締役等の責任免除に関する経過措置） 
 
当会社の平成１５年３月決算期に関する定時株主
総会終結前の取締役の商法第２６６条第１項第５
号の行為に関する責任又は監査役の責任につい
ては、なお当会社の変更前の定款第２３条又は第
３０条の定めるところによる。 

第２条（社外取締役との責任限定契約の経過措置） 
当会社の平成１５年３月決算期に関する定時株
主総会終結前の社外取締役の商法第２６６条第
１項第５号の行為に関する責任を限定する契約
については、なお当会社の変更前の定款第２４条
の定めるところによる。 

附   則 

第１条（委員会等設置会社移行前の取締役等の責
任免除等に関する経過措置） 
当会社の平成１５年３月決算期に関する定時株主
総会終結前の取締役、社外取締役又は監査役の会社
法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以
下「整備法」という。)による改正前の商法第２６
６条第１項第５号の行為に関する責任について
は、同株主総会における変更前の定款第２３条、
第２４条又は第３０条の定めるところによる。 
 

（新 設） 

第２条（委員会等設置会社移行後の取締役等の責
任免除等に関する経過措置） 
当会社の平成１８年３月決算期に関する定時株主
総会終結前の取締役、社外取締役又は執行役の整
備法による廃止前の株式会社の監査等に関する商
法の特例に関する法律第２１条の１７第１項の
規定による責任については、同株主総会における
変更前の定款第２７条、第２８条又は第３３条の
定めるところによる。 

（新 設） 

第３条（本店所在地に係る規定の効力発生日） 
第４条の規定は平成１９年５月１日に効力が発
生するものとし、効力発生日までは、本店を東京
都千代田区に置く。なお、本条は効力発生により
削除する。 

 

以 上 


