
平成 18年 5月 23日 
各  位 

会 社 名 株  式  会  社   コ   ア 
代 表 社 名 代表取締役社長 井手祥司 

(コード番号：2359 東証第一部) 
問い合わせ先 取締役常務執行役員 浅海弘士 
電 話 番 号 ０３－３７９５－５１１１ 

 
（訂正）「定款一部変更に関するお知らせ」の一部変更について 

 
平成１８年５月１５日付「定款一部変更に関するお知らせ」（平成１８年６月２３日開催

予定の第３７期定時株主総会に付議）にて発表いたしました定款一部変更の内容に変更が

ありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．変更の理由     （下線は訂正部分を示します） 
＜訂正前＞ 

(1) 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、現行定款第
4条(公告の方法)につき所要の変更を行うものであります。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。 
(2) 「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に伴い、株
主が有する単元未満株式の権利を明確にするため、第8条(単元未満株主の権利)を
新設するものであります。 

(3) 「会社法」の施行により、取締役会で決議すべき事項について、取締役全員が書
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取締役会の決議を省略す

ることができるようになりましたので、迅速な意思決定を可能とするため、第26
条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。 

(4) 取締役および監査役が、職務の遂行にあたり、その能力を充分に発揮し、期待さ
れる役割を果たし得るようにするために有益と判断し、変更案第30条(取締役の責
任免除)および変更案第41条(監査役の責任免除)の規定を新設するものであります。 
また、社外監査役として有用な人材の登用を可能にし、期待される役割を果た

し得るようにするために有益と判断し、変更案第41条(監査役の責任免除)第2 項
の規定を新設するものであります。 
なお、この新設には監査役全員の同意を得ております。 

(5) 監査体制の強化のため、監査役の員数を増加し新たに監査役会を置くこととし、



それに伴い現行定款第26条（監査役の員数）に所要の変更を行い、第5章における
監査役会に関連する条文を新設するものであります。 

(6) 「会社法」の施行により、一定の要件を満たす会社にあっては、剰余金の配当等
を取締役会の決議により決定することができるようになりましたので、株主総会

の決議によらず取締役会の決議により必要に応じた機動的な剰余金の配当等の実

施を可能とするため現行定款第31条(利益配当金)および第32条(中間配当）に所要
の変更を行うものであります。 

(7) その他「会社法」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)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、定款に一定の定め
があるものとみなされる規定の新設・変更のほか、定款全般について、会社法に

対応した用語並びに引用条文の変更などの所要の変更を行うものであります。ま

た上記変更に伴い、条文の繰り上げ、繰り下げを行うものであります。 
＜訂正後＞ 

(1) 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、現行定款第
4条(公告の方法)につき所要の変更を行うものであります。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。 
(2) 「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に伴い、株
主が有する単元未満株式の権利を明確にするため、変更案第8条(単元未満株主の権
利)を新設するものであります。 

(3) 「会社法」の施行により、取締役会で決議すべき事項について、取締役全員が書
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取締役会の決議を省略す

ることができるようになりましたので、迅速な意思決定を可能とするため、変更

案第26条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。 
(4) 取締役および監査役が、職務の遂行にあたり、その能力を充分に発揮し、期待さ
れる役割を果たし得るようにするために有益と判断し、変更案第30条(取締役の責
任免除)および変更案第41条(監査役の責任免除)の規定を新設するものであります。 
また、社外監査役として有用な人材の登用を可能にし、期待される役割を果た

し得るようにするために有益と判断し、変更案第41条(監査役の責任免除)第2 項
の規定を新設するものであります。 
なお、変更案第30条(取締役の責任免除)の新設には監査役全員の同意を得ており
ます。 

(5) 監査体制の強化のため、監査役の員数を増加し新たに監査役会を置くこととし、
それに伴い現行定款第26条（監査役の員数）に所要の変更を行い、第5章における
監査役会に関連する条文を新設するものであります。 

(6) その他「会社法」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)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、定款に一定の定め



があるものとみなされる規定の新設・変更のほか、定款全般について、会社法に

対応した用語並びに引用条文の変更などの所要の変更を行うものであります。ま

た上記変更に伴い、条文の繰り上げ、繰り下げを行うものであります。 
 
２．変更の内容 
   訂正前と訂正後の対比は以下のとおりです。なお、変更案のみ記載しております。 

（下線部が変更箇所であります。） 
訂正前の変更案 訂正後の変更案 

第２章 株  式 

（株券の発行） 

第６条 当会社の１単元の株式の数は、１０

０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、株式取扱規則に定めるところにつ

いてはこの限りでない。 

（単元未満株主の権利） 

第８条 当会社の単元未満株主は、その有す

る単元未満株式について次に掲げる

権利及び本定款に定める権利以外の

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） 剰余金配当を受ける権利 

（３） 会社法第１６６条第１項

の規定による請求をする権

第２章 株  式 

（株券の発行） 

第６条 当会社の１単元の株式の数は、１

００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。

（単元未満株主の権利） 

第８条 当会社の単元未満株主は、その有

する単元未満株式について次に掲

げる権利及び本定款に定める権利

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



利 

（４） 株主の有する株式数に応

じて募集株式の割当て及び

募集新株予約権の割当てを

受ける権利 

（５） 単元未満株式の売り渡し

を請求することができる権

利 

 

（自己株式の取得） 

第９条 (条文省略) 

（基準日） 

第１０条 当会社は、毎年３月３１日の最終

の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）に記載又は記録された

議決権を有する株主（実質株主を含

む。以下同じ。）をもって、その事

業年度に関する定時株主総会にお

いて議決権を行使することができ

る株主とする。 

２ 本定款に定めるもののほか、必要

があるときは、取締役会の決議によ

って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。 

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

当て及び募集新株予約

権の割当てを受ける権

利 

（４）  単元未満株式の売り

渡しを請求することが

できる権利 

（自己の株式の取得） 

第９条 （修正案どおり） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（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 株主名簿管理人及びその事務取

扱場所は、取締役会の決議によって

定める。 

３ 当会社の株主名簿、株券喪失登録

簿及び新株予約権原簿の作成並び

に備え置き、その他の株式に関する

事務は、これを株主名簿管理人に取

扱わせる。 

 

 

 

（株式取扱規程） 

第１２条 当会社の株券の種類及び株式の

名義書換、質権の登録及び信託財産

の表示又はこれらの抹消、株券の不

所持、株券の再交付、株券喪失登録

の手続、単元未満株式の買取り、届

出の受理、その他の株式または新株

予約権及び株券喪失登録に関する

取扱い並びに手数料は、法令又は本

定款のほか、取締役会において定め

（株主名簿管理人） 

第１０条 当会社は、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っ

て定める。 

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

成ならびにこれらの備置きその他

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

株主名簿管理人に委託し、当会社

においてはこれを取扱わない。 

（株式取扱規程） 

第１１条 当会社の株式に関する取扱い

および手数料は、法令又は本定款

のほか、取締役会において定める

株式取扱規程による。 

 

 

 

 

 



る株式取扱規程による。 

 

第３章 株 主 総 会 

（新設） 

 

 

 

（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 株主又は代理人は、株主総会ごと

に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。 

 

 

第４章 取締役及び取締役会 

（代表取締役及び役付取締役） 

第２２条 代表取締役は、取締役会の決議に

よって選定する。 

２ 取締役会は、その決議によって、

取締役会長、取締役社長各１名、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

 

 

第３章 株 主 総 会 

（定時株主総会の基準日） 

第１３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。 

（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、

その議決権を行使することがで

きる。 

２ 株主又は代理人は、株主総会ご

とに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。

 

第４章 取締役及び取締役会 

（代表取締役及び役付取締役） 

第２２条 代表取締役は、取締役会の決議

によって選定する。 

２ 取締役会は、その決議によっ

て、取締役会長、取締役社長各１

名、取締役副社長、専務取締役、

常務取締役各若干名を定めるこ



る。 

（取締役の報酬等） 

第２９条 取締役の報酬等は、株主総会の決

議によって定める。 

 

 

 

 

第５章 監査役および監査役会 

（監査役の任期） 

第３４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。 

 

（監査役会の決議方法） 

第３６条 監査役会の決議は、法令に別段の

定めある場合を除き、監査役の過半

数をもって行う。 

（常勤の監査役） 

第３７条 監査役会は、監査役の中から常勤

とができる。 

（取締役の報酬等） 

第２９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。 

 

第５章 監査役および監査役会 

（監査役の任期） 

第３４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 任期の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、退任した監査役の任

期の満了する時までとする。 

（監査役会の決議方法） 

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。 

（常勤の監査役） 

第３７条 監査役会は、その決議によって



の監査役を選定する。 

 

第６章 計  算 

（事業年度及び決算期） 

第４２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

とし、事業年度末日を決算期とす

る。 

（剰余金の配当） 

第４３条 当会社の剰余金の配当は、毎決算

期の最終の株主名簿に記載又は記

録された株主又は登録株式質権者

に支払う。 

２ 前項のほか、当会社は、基準日を

定め、基準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

当をすることができる。 

３ 当会社は、取締役会の決議によっ

て、会社法第４５９条１項各号に掲

げる事項を定めることができる。 

（再設置） 

 

 

常勤の監査役を選定する。 

 

第６章 計  算 

（事業年度） 

第４２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） 

第４３条 当会社の剰余金の配当は、毎決

算期の最終の株主名簿に記載又

は記録された株主又は登録株式

質権者に支払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中間配当） 

第４４条  当会社は、取締役会の決議によ

って、毎年９月３０日を基準日と



 

 

（剰余金の配当金の除斥期間） 
第４４条 剰余金の配当金（中間配当金を含

む。）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、当会社はその支払義務を免が

れる。 
 
 

して中間配当をすることができ

る。 

（配当の除斥期間） 
第４５条  配当財産が金銭である場合は、

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、

当会社はその支払義務を免がれ

る。 

 
 

以 上 


