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平成１８年５月２５日

各 位     

会 社 名     ：コ ス モ 証 券 株 式 会 社            

代 表 者 名     ：取締役社長 森山治彦            

（コード番号     ：８６１１）

上場取引所     ：東京･大阪･名古屋第一部            

問 合 せ 先     ： 経 営 企 画 部              

（Ｔ Ｅ Ｌ     ：0 6 - 6 2 2 9 - 0 2 9 1            ）

（訂正）　定款変更の一部修正に関するお知らせ

　当社は、平成 18年 5月 25日開催の取締役会において、平成 18年 6月 29日開催の

当社第 108期定時株主総会に付議する定款変更議案につき、平成 18年 5 月 15 日開

催の取締役会の決議内容を一部修正する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

現　行　定　款 前回の変更案 修正後の変更案

（株式取扱規則）

第７条　本会社の株券の種類、株

式の名義書換、質権の登録およ

びその抹消ならびに信託財産の

表示およびその抹消、株式に関

する諸届出、株券の再交付、単

元未満株式の買取等株式に関す

る手続ならびにその手数料は、

取締役会で定める株式取扱規則

による。

（株式取扱規則）

第９条　本会社の株券の種類、株

主名簿、新株予約権原簿および

株券喪失登録簿への記載または

記録、質権の登録およびその抹

消ならびに信託財産の表示およ

びその抹消、株式および新株予

約権に関する諸届出、株券の再

交付、単元未満株式の買取等株

式および新株予約権に関する手

続ならびにその手数料は、取締

役会で定める株式取扱規則によ

る。

（株式取扱規則）

第９条　本会社の株券の種類、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への記載ま

たは記録、質権の登録およびそ

の抹消ならびに信託財産の表示

およびその抹消、株式および新

株予約権に関する諸届出、株券

の再交付、単元未満株式の買取

等株式および新株予約権に関す

る手続ならびにその手数料は、

取締役会で定める株式取扱規則

による。

（下線は変更部分であります。）
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現　行　定　款 前回の変更案 修正後の変更案

（名義書換代理人）

第８条　本会社は、株式につき名

義書換代理人を置く。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って選

定し、これを公告する。

　②　本会社の株主名簿（実質株

主名簿を含む。以下同じ）およ

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

き、株式の名義書換、質権の登

録およびその抹消ならびに信託

財産の表示およびその抹消、株

式に関する諸届出の受理、株券

の再交付、単元未満株式の買取

等株式に関する事務は、名義書

換代理人に取扱わせ、本会社お

いてはこれを取扱わない。

（株主名簿管理人）

第 10 条　本会社は、株主名簿管

理人を置く。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。

 ②　本会社の株主名簿（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え置き、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、本会社においてはこれを

取扱わない。

（株主名簿管理人）

第 10条　本会社は、株主名簿管理

人を置く。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。

　②　本会社の株主名簿、新株予

約権原簿および株券喪失登録簿

の作成ならびに備え置き、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、本会社においてはこれを取

扱わない。

（基準日）

第９条　本会社は、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（実質株主を

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

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

者をもって、その権利を行使す

べき株主または質権者とする。

（基準日）

第 11条　本会社は、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権利を

行使することができる株主とす

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

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

質権者をもって、その権利を行

使すべき株主または質権者とす

る。

（削除）
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現　行　定　款 前回の変更案 修正後の変更案

修正後の変更案で新設

（定時株主総会の基準日）

第 12条　本会社は、毎年３月３１

日の最終の株主名簿に記載また

は記録された株主をもって、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とする。

（議事録）

第14条　株主総会の議事について

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

に出席した取締役がこれに記名

捺印して、本会社に保存する。

（議事録）

第16条　株主総会の議事について

は、その経過の要領およびその

結果その他の法令に定める事項

については、これを議事録に記

載または記録し、本会社に保存

する。

（削除）

（取締役の任期）

第17条　取締役の任期は、就任後

１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　任期満了前に退任した取

締役の補欠として就任した取締

役の任期は、退任した取締役の

任期の満了すべき時までとす

る。

（取締役の任期）

第 19条　取締役の任期は、選任後

１年以内の最終の事業年度に関

する定時株主総会の終結の時ま

でとする。

　 ②　任期満了前に退任した取

締役の補欠として選任された取

締役の任期は、退任した取締役

の任期の満了すべき時までとす

る。

（取締役の任期）

第 18条　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

主総会の終結の時までとする。

　 ②　任期満了前に退任した取

締役の補欠として選任された取

締役の任期は、退任した取締役

の任期の満了する時までとす

る。

（取締役会の決議の方法）

第22条　取締役会の決議は、取締

役の過半数が出席し、その取締

役の過半数をもってこれを行な

う。

（新設）

（取締役会の決議の方法）

第 24条　取締役会の決議は、取締

役の過半数が出席し、その取締

役の過半数をもってこれを行な

う。

② 本会社は、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。

（取締役会の決議の方法）

第 23条　取締役会の決議は、議決

に加わることができる取締役の

過半数が出席し、その取締役の

過半数をもってこれを行なう。

② 本会社は、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23条　取締役会の議事について

は、その経過の要領および結果

を議事録に記載し、出席した取

締役および監査役がこれに記

名捺印して、本会社に保存す

る。

（取締役会の議事録）

第25条　取締役会の議事について

は、その経過の要領およびその

結果その他の法令に定める事項

を議事録に記載または記録し、

会社に保存する。

（削除）
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現　行　定　款 前回の変更案 修正後の変更案

（新設） （補欠監査役の予選の効力）

第29条　補欠監査役の予選の効力

は、当該選任のあった株主総会

後、４年以内の最終の事業年度

に関する定時株主総会開始の時

までとする。

（補欠監査役の予選の効力）

第 27 条　補欠監査役の予選の効

力は、当該選任のあった株主総

会後、４年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の開始の時ま

でとする。

（監査役の任期）

第27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。

②　任期満了前に退任した監査

役の補欠として就任した監査役

の任期は、退任した監査役の任

期の満了すべき時までとする。

（監査役の任期）

第 30条　監査役の任期は、選任後

４年以内の最終の事業年度に関

する定時株主総会の終結の時ま

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、退任した監査役の任

期の満了する時までとする。

（監査役の任期）

第 28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。

　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、退任した監査役の

任期の満了する時までとする。

（監査役会の議事録）

第31条　監査役会の議事について

は、その経過の要領および結果

を議事録に記載し、出席した監

査役がこれに記名捺印して、本

会社に保存する。

（監査役会の議事録）

第34条　監査役会の議事について

は、その経過の要領および結果

その他の法令に定める事項を議

事録に記載または記録し、出席

した監査役がこれに記名捺印し

て、本会社に保存する。

（削除）

（営業年度および決算期）

第33条　本会社の営業年度は、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。

（事業年度および決算期）

第 36条　本会社の事業年度は、毎

年４月１日から翌年３月３１日

までとし、事業年度の末日を決算

期とする。

（事業年度）

第 33 条　本会社の事業年度は、

毎年４月１日から翌年３月３

１日までとする。

（株主配当）

第 34条　株主配当金は、毎決算期

現在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

にこれを支払う。

　②　株主配当金は、支払確定の

日から満３年を経過してもなお

受領されないときは、本会社は

その支払の義務を免れる。

（剰余金の配当等）

第37条　剰余金の配当は、毎決算

期現在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

質権者にこれを行なう。

②　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、本会社はその支払の義務

を免れる。

（剰余金の配当等）

第 34 条　剰余金の配当は、毎事

業年度末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これ

を支払う。

　②　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、本会社はその支払の義

務を免れる。

以　上


