
 

平成 18 年 5 月 22 日 
各  位  

本 社 所 在 地 東京都練馬区豊玉北二丁目 3 番 1 号 
会 社 名 三笠製薬株式会社         
代表者の役職氏名 取締役社長 緒方 巧       
コ ー ド 番 号 ４５４２             
問 合 わ せ 先 執行役員総務人事部長 村山修郎  
T E L ０３－３５５７－７２８８     

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 
平成 18 年 5 月 22 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 18 年 6 月 29 日開催予

定の第 58 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、お知らせします。 
記 

１． 変更の理由 
 （１）「会社法」（平成１７年法律第８６号）、「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日に施行されたことに伴い、 
条文の新設ならびに削除および移設、条数の変更を行うとともに文言や表現を会社法の規定に合わ 
せるため所要の変更を行うもので、その主な内容は次のとおりであります。 

   ①「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）により、変更 
案第４条（機関）および変更案第７条（株券の発行）を新設するものであります。 

②会社法では、定款の定めにより株主が有する単元未満株式の権利を明確にすることができること 
から、変更案第１０条（単元未満株式についての権利）を新設するものであります。 

③株主総会の開催地を柔軟に選定することができるよう、変更案第１６条（招集地）を新設するも 
のであります。 

④株主総会参考書類等をインターネットを利用する方法で開示することで株主に対して提供した 
ものとみなすことが認められたことに伴い、株主総会運営の合理化を目的として、変更案第１８ 
条（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）を新設するものであります。 

⑤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、現行定款第１６条（議決権の代理行使）を変更案第２０条（議決権の代理行使）のとお 
り変更するものであります。 

   ⑥取締役会の決議方法を明確にするため、また会社法では、定款の定めにより取締役会の書面決議 
が認められたことから、取締役会の迅速かつ効率的な運営を目的として、変更案第 29 条（取締役

会の決議方法）を新設するものであります。 
（２）取締役の適正人員の確保を図るため、執行役員制度を導入していることから、現行定款第 18 条（取 

締役の員数）を変更案第２２条（取締役の員数）のとおり変更するものであります。 
２．定款効力発生日 
  平成 18 年 6 月 29 日（株主総会承認後） 
３．変更の内容 
  別紙のとおりであります。 

以 上 
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別 紙 
（下線部は変更部分であります。） 

変   更   案 現   行   定   款 

 

第１章 総  則 

 

(商 号) 

第 １ 条 当会社は、三笠製薬株式会社と称し、英文 

ではＭＩＫＡＳＡＳＥＩＹＡＫＵ 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. 

 

 

    ～   【現行どおり】 

 

 

    ３. 

 

(本店の所在地) 

第 ３ 条 当会社は、本店を東京都練馬区に置く。 

 

(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、３，６００

万株とする。 

 

(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、取締役会の決議によって同条第１ 

項に定める市場取引等により自己の株式を 

取得することができる。 

 

(単元株式数および単元未満株券の不発行) 

第 ９ 条 当会社の単元株式数は、１，０００株とす

る。 

   (2) 当会社は、単元株式に満たない数の株式（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、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。 

 

 

第１章 総  則 

 

(商 号) 

第 １ 条 当会社は三笠製薬株式会社と称し、英文で 

はＭＩＫＡＳＡＳＥＩＹＡＫＵ ＣＯ.,Ｌ 

ＴＤ．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．下記製品・商品の製造、販売および輸出入 

(1) 医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、化

粧品、試薬類、化学工業薬品 

(2) 医療用具、衛生材料 

(3) 体育保健器具 

２．日用雑貨品、食料品の販売 

３．前各号に附帯する一切の事業 

 

(本店の所在地) 

第 ３ 条 当会社は本店を東京都練馬区におく。 

 

【新 設】 

 

 

 

 

 

 

 

(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。 

 

 

第２章 株  式 

 

(発行する株式の総数) 

第 ５ 条 当会社の発行する株式の総数は３,６００ 

万株とする。 

 

【新 設】 

 

 

(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。 

 

 

(１単元の株式数およ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、１,０００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。）に係わ

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。 
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(単元未満株式についての権利) 

第１０条 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 

(4) 次条に定める請求をする権利 

 

(単元未満株式の買増し) 

第１1 条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるとこ

ろにより、その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り渡

すことを請求することができる。 

 

 

 

【削 除】 

 

 

 

(株式取扱規程) 

第１２条 当会社の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、取締役会に

おいて定める株式取扱規程による。 

 

 

 

(株主名簿管理人) 

第１３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定め、これを

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。）、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、当会社においては取り扱わ

ない。 

 

 

【削 除】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新 設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単元未満株式の買増し) 

第 ８ 条 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、株式取扱規程 

に定めるところにより、その単元未満株式 

の数と併せて１単元の株式数となるべき数 

の株式を売り渡すべき旨を請求することが 

できる。 

 

(株券の種類) 

第 ９ 条 当会社の株券の種類は取締役会の定める株

式取扱規程による。 

 

(株式取扱規程) 

第１０条 株式の名義書換、実質株主名簿への記載ま 

たは記録、単元未満株式の買取りおよび買 

増し、その他株式に関する手続きおよび手 

数料は、取締役会の定める株式取扱規程によ

る。 

 

(名義書換代理人) 

第１１条 当会社は株式名義書換等の事務を行うた 

め、名義書換代理人をおく。名義書換代理 

人およびその事務取扱場所は、取締役会の 

決議により選定する。 

【新 設】 

 

 

(2) 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以

下同じ。)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おき、株式の

名義書換、実質株主名簿への記載または記

録、単元未満株式の買取りおよび買増し、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。 

 

(基準日) 

第１２条 毎決算期における最終の株主名簿に記載ま 

たは記録されている株主（実質株主含む。 

以下同じ。）をもって、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べき株 

主とする。 

(2) 前項のほか、必要がある場合は、取締役会の

決議によりあらかじめ公告して、一定の日に

おける株主名簿に記載または記録されてい

る株主または登録質権者をもってその権利
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第３章 株主総会 

 

(招集) 

第１４条 当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれ 

を招集し、臨時株主総会は、必要あるとき 

随時これを招集する。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第１５条 当会社の定時株主総会の議決権の基

準日は、毎年３月３１日とする。 

 

（招集地） 

第１６条 当会社の株主総会は、本店所在地、そ

の隣接地または静岡県掛川市におい

て招集する｡ 

 

(招集権者および議長) 

第１７条 当会社の株主総会は、取締役会の決議にも 

とづき社長が招集し、議長は社長があたる。

ただし、社長に事故があるときは、あらか 

じめ取締役会の定めた順序により、他の取 

締役がこれにかわる。 

 

（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１８条 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。 

 

(決議の方法) 

第１９条 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。  

 

(議決権の代理行使) 

第２０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、その議決権を行使す 

ることができる。 

(2) 株主または代理人は、株主総会ごとにその代

理権を証明する書面を当会社に提出しなけ

ればならない。 

 

(議事録) 

第２１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で定める事項 

については、これを議事録に記載または記 

録する。 

 

を行使すべき株主または登録質権者とする

ことができる。 

 

第３章 株主総会 

 

(招集) 

第１３条 定時株主総会は毎決算期の翌日から 

３ヶ月以内に招集する。臨時株主総会 

は必要あるときこれを招集する。 

 

【新 設】 

 

 

 

【新 設】 

 

 

 

 

(招集者および議長) 

第１４条 株主総会は取締役会の決議にもとづき社長 

が招集する。株主総会の議長は社長があた 

る。ただし社長に事故あるときは、あらか 

じめ取締役会の定めた順序により、他の取 

締役がこれにかわる。 

 

【新 設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(決議の方法) 

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。 

 

 

(議決権の代理行使) 

第１６条 株主は当会社の他の議決権ある株主を代理 

人として株主総会における議決権を行使す 

ることができる。 

(2) 前項の場合において、株主または代理人は株

主総会ごとにその代理権を証する書面を当会

社に提出しなければならない。 

 

(議事録) 

第１７条 株主総会の議事はその経過の要領および結 

果を議事録に記載し、議長ならびに出席取 

締役が記名、捺印する。 
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第４章 取締役および取締役会 

 

(取締役の員数) 

第２２条 当会社の取締役は、９名以内とする。 

 

(取締役の選任) 

第２３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も

のとする。 

 

(取締役の任期) 

第２４条 取締役の任期は、選任後２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) 補欠または増員として選任された取締役の

任期は、在任取締役の任期の満了する時ま

でとする。 

 

(代表取締役および役付取締役) 

第２５条 取締役会の決議により会長、社長各１名を、

副社長、専務取締役および常務取締役各若 

干名を選定することができる。 

(2) 社長は、当会社を代表する。 

(3) 【現行どおり】 

 

 

(業務執行) 

第２６条 会長は、当会社の業務の大綱を総攬し、社 

長は当会社の業務を統括する。副社長、専 

務取締役および常務取締役は社長を補佐 

し、その業務を分掌する。 

(2) 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役

会の定めた順序により他の取締役が社長の

職務を代行する。 

 

(取締役会の招集) 

第２７条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合

を除き、社長が招集する。ただし社長に事

故があるときは、あらかじめ取締役会の定

めた順序により他の取締役が招集する。 

(2) 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。 

    (3) 取締役および監査役の全員の同意があると

きは、招集の手続を経ないで取締役会を開

催することができる。 

 

(取締役会の議長) 

第２８条 取締役会の議長は、社長があたる。ただし 

社長に事故があるときは、あらかじめ取締 

役会の定めた順序により他の取締役がこれ 

にかわる。 

 

(取締役会の決議方法) 

第４章  取締役および取締役会 

 

(取締役の員数) 

第１８条 当会社の取締役は１５名以内とする。 

 

(取締役の選任) 

第１９条 取締役は株主総会において選任する。 

 

(2) 取締役の選任の決議は、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) 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２０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の終結の時までと 

する。 

(2) 補欠または増員で就任した取締役の任期は、

他の現任取締役の任期の満了すべき時までと

する。 

 

(代表取締役および役付取締役) 

第２１条 取締役会の決議により会長、社長各１名を、

副社長、専務取締役および常務取締役各若 

干名をおくことができる。 

(2) 社長は当会社を代表する。 

(3) 社長のほか取締役会の決議により、当会社を

代表する取締役を定めることができる。 

 

(業務執行) 

第２２条 会長は当会社の業務の大綱を総攬し、社長 

は当会社の業務を統括する。副社長、専務 

取締役および常務取締役は社長を補佐し、 

その業務を分掌する。 

(2) 社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会

の定めた順序により他の取締役が社長の職

務を代行する。 

 

(取締役会の招集) 

第２３条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を 

除き、社長が招集する。ただし社長に事故 

あるときは、あらかじめ取締役会の定めた 

順序により他の取締役が招集する。 

(2) 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

し緊急の必要のあるときは、この期間を短縮

することができる。 

  【新 設】 

 

 

 

(取締役会の議長) 

第２４条 取締役会の議長は社長があたる。ただし社 

長に事故あるときは、あらかじめ取締役会 

の定めた順序により他の取締役がこれにか 

わる。 

  

【新 設】 
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第２９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をもって行う。

   (2) 当会社は、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。 

 

(取締役会の議事録) 

第３０条 取締役会の議事録は、法令で定めるところ 

により書面または電磁的記録をもって作成 

し、出席取締役および出席監査役はこれに 

署名もしくは記名押印し、または電子署名 

を行う。 

   (2) 前条第２項の議事録は、法令で定めるとこ

ろにより書面または電磁的記録をもって作

成する。 

 

（取締役会規程） 

第３１条 取締役会に関する事項は、法令または本定款

のほか、取締役会において定める取締役会

規程による。 

  

(取締役の報酬等) 

第３２条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価

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。 

 

(相談役および顧問) 

第３３条 取締役会の決議をもって、相談役および顧 

問を置くことができる。 

 

第５章 監査役および監査役会 

 

(監査役の員数) 

第３４条 当会社の監査役は、４名以内とする。 

 

(監査役の選任) 

第３５条 監査役は、株主総会の決議によって選任す

る。 

    

【削 除】 

 

 

 

 

 (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。 

【削 除】 

 

 

【削 除】 

 

 

 

(監査役の任期) 

第３６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。 

 

 

 

 

 

 

(取締役会の議事録) 

第２５条 取締役会の議事はその経過の要領および結 

果を議事録に記載し、出席取締役および出 

席監査役が記名、捺印する。 

 

 

 【新 設】 

 

 

 

 【新 設】 

 

 

 

 

(取締役の報酬および退職慰労金) 

第２６条 取締役の報酬および退職慰労金は、株主総 

会の決議をもって定める。 

 

 

 

(相談役および顧問) 

第２７条 取締役会の決議をもって、相談役および顧 

問をおくことができる。 

 

第５章 監査役および監査役会 

 

(監査役の員数) 

第２８条 当会社の監査役は４名以内とする。 

 

(監査役の選任) 

第２９条 監査役は株主総会において選任する。 

    

 

(2) 法令または定款に定める監査役の員数を欠 

くことになる場合に備えて、定時株主総会 

においてあらかじめ監査役の補欠者(以下 

「補欠者」という。)を選任することができ 

る｡ 

(3) 監査役および補欠者の選任の決議は、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。 

 

(4) 補欠者の選任の効力は、選任後最初に到来す

る決算期に関する定時株主総会が開催され

るまでの間とする。 

(5) 補欠者は、法令または定款に定める監査役の

員数を欠くことになった時に就任する｡ 

 

 

(監査役の任期) 

第３０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時までと 

する。 
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(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。

 

 

 

(常勤の監査役) 

第３７条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役を 

選定する。 

(監査役会の招集) 

第３８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。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) 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３９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４０条 監査役会の議事録は、法令で定めるところ 

により書面または電磁的記録を持って作成 

し、出席した監査役は、これに署名もしく 

は記名押印し、または電子署名を行う。 

 

 

 

（監査役会規程） 

第４１条 監査役会に関する事項は、法令または本定

款のほか、監査役会において定める監査役

会規程による。 

 

(監査役の報酬等) 

第４２条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によっ 

て定める。 

 

第６章 計  算 

 

(事業年度) 

第４３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。 

 

 

(剰余金の配当の支払) 

第４４条 剰余金の配当は、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 

は登録株式質権者に支払う。 

(2)剰余金の配当は、支払開始の日から満３年を

経過してもなお受領されないときは、当会社

はその支払の義務を免れる。 

 

【削 除】 

 

 

 

 

 

 

(2) 補欠として選任された監査役の任期および 

補欠者が監査役に就任した場合の任期は、 

退任した監査役の任期満了すべき時までと 

する。 

 

(常勤の監査役) 

第３１条 監査役は互選により常勤監査役を選任す 

る。 

(監査役会の招集) 

第３２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。ただし緊急の必 

要のあるときは、この期間を短縮すること 

ができる。 

【新 設】 

 

 

【新 設】 

 

 

 

(監査役会の議事録) 

第３３条 監査役会の議事はその経過の要領および結 

果を議事録に記載し、出席監査役が記名、 

捺印する。 

 

 

 

 

【新 設】 

 

 

 

 

(監査役の報酬および退職慰労金) 

第３４条 監査役の報酬および退職慰労金は、株主総 

会の決議をもって定める。 

 

第６章 計  算 

 

(営業年度) 

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、その末日をもって 

決算期とする。 

 

(利益配当金の支払) 

第３６条 利益配当金は毎決算期における最終の株主 

名簿に記載または記録されている株主また 

は登録質権者に対しこれを支払う。 

(2) 利益配当金は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

支払の義務を免れるものとする。 

 

(転換社債の転換により発行された株式に対する配当

金) 

第３７条 転換社債の転換により発行された株式に対 

する最初の利益配当金については、転換請 

求がなされた日の属する営業年度のはじめ 

に転換があったものとみなしてこれを支払 

う。 
以 上  


