
                           平成１８年５月２５日 
各  位 
 
 

会社名 株式会社ブイ・テクノロジー  
                      代表者名 代表取締役社長 杉本 重人 
                      （コード番号 ７７１７ 東証マザーズ） 
                      問合せ先 管理部長 中原 有庸 
                      （ＴＥＬ ０４５－３３８－１９８０） 

 
              定款の一部変更に関するお知らせ 
 
 当社は平成１８年５月２５日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 
１８年６月２８日開催予定の第９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、

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） 目的中に新規事業分野である液晶基板製造装置に関する事項を加える。 
（２） 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）が平成１８年５月１日に施行されたこと

に伴い所要の変更を行なう。 
① 取締役会、監査役及び監査役会、会計監査人の機関設置に関する規定を新設す

る（変更案第１６条、第２８条、第３８条） 
② 株券の発行に関する規定を新設する（変更案第７条）。 
③ 株主に対する効率的かつ充実した情報の開示を行なうことができるようにする

（変更案第１３条）。 
④ より機動的、効率的な経営判断を行なうため、会社法第３７０条に基づき取締

役会決議の省略ができるようにする（変更案代２５条）。 
⑤ 株主総会、取締役会、監査役会の各議事録は、会社法及び会社法施行規則に詳

細が定められているので、定款から削除する（現行定款第 14 条、第２３条、第

３２条）。 
⑥ 本定款上で引用する条文を会社法の相当条文に変更する。 
⑦ 整備法の規程に従い、端株制度を存続させるため附則を設ける。 
⑧ 人材確保の要請に加えて、取締役及び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にするため、取締役会決議により取締役及び監査

役の責任を法令の範囲で免除できる旨、および社外取締役との間で責任限定契



約を締結することができる規定を、それぞれ新設する（変更案第２７条、第 
３７条）。なお、第２７条の新設については、監査役全員の同意を得ている。 

（３） 上記（２）の変更に伴う条数の変更を行なう。 
 

２．定款変更の内容 
別紙「現行定款・変更案対照表」のとおり。 
 

３．日程 
平成１８年６月２８日施行 
添付：「現行定款・変更案対照表」                以 上           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙） 
現行定款・変更案対照表      

（下線は変更部分） 
現行定款 変更案 

      第１章 総則 

【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．液晶ディスプレイ、プラズマ

ディスプレイ等のディスプ

レイ製品、半導体及びプリン

ト基板の測定装置、検査装置

並びに計量装置の開発、設

計、製作、修理及び販売 
２．光学用機器、音響機器、通信

機器及び測量機器の製造及

び販売 
３．前各号に掲げる機器、製品及

び部品の輸出入 
４．前各号に掲げる機器のリー

ス及び保守管理 
５．前各号に掲げる事業に関す

るソフトウェアの開発、製作

及び販売 
６．前各号に掲げる事業に関す

るコンサルタント業務 
７．前各号に付帯する一切の事

業 
 
【公告の方法】 
第４条 当会社の公告は、日本経済新

聞に掲載してこれを行う。 
 

 
第２章 株式 

【発行する株式の総数】 

 第１章 総則 

【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．液晶ディスプレイ、プラズマ

ディスプレイ等のディスプレ

イ製品、半導体及びプリント

基板の製造、測定、検査並び

に計量に関わる装置の開発、

設計、製作、販売及び修理 
２．（現行どおり） 

 
 
３．（現行どおり） 
 
４．（現行どおり） 

 
  ５．（現行どおり） 

 
 
６．（現行どおり） 

 
  ７．（現行どおり） 
 
 
【公告方法】 
第４条 当会社の公告の方法は、日本

経済新聞に掲載する方法とす

る。 
 

第２章 株式 
【発行可能株式総数】 



第５条  当会社の発行する株式の総

数は、１７５，９０３株とす

る。 
 
【自己株式の買受】 
第６条 当会社は、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。 
 
（新設） 
 
 
 
【名義書換代理人】 
第７条 当会社は株式及び端株につ

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

よって選定する。 
３．当会社の株主名簿（実質株主

名簿を含む。以下同じ。）、端株原

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

置き、株式の名義書換、株券の交

付、実質株主名簿の作成、実質株

主通知の受理及び端株の買取り、

その他株式及び端株に関する事

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。 
 

【株式取扱規則】 
第８条 当会社の株券の種類、株式の

名義書換、株券の交付、実質株

主名簿の作成、実質株主通知の

受取及び端株の買取り、その他

第５条 当会社の発行可能株式総数は、 
１７５，９０３株とする。 

 
 
【自己株式の取得】 
第６条 当会社は、取締役会の決議によ

って市場取引等により自己の株

式を取得することができる。 
 
【株券の発行】 
第７条 当会社は、株式に係わる株券を

発行する。 
 
【株主名簿管理人】 
第８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、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

予約権原簿及び株券喪失登録簿

の作成並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。 
 

 
【株式取扱規則】 
第９条 当会社の株式に関する取扱い

及び手数料は、法令又は本定款

のほか、取締役会において定め

る株式取扱規則による。 
 
 



株式及び端株に関する請求、届

出の手続並びに手数料は、取締

役会の定める株式取扱規則に

よる。 
 
【基準日】 
第９条 当会社の定時株主総会にお

いて株主の権利を行使すべき

株主は、毎決算期の最終の株主

名簿に記載又は記録された株

主とする。 
 ２． 前項及び本定款に定める他、

必要があるときは、取締役会の

決議によりあらかじめ公告し

て基準日を定めることができ

る。 
 

第３章 株主総会 
【招集】 
第１０条 当会社の定時株主総会は、

毎年６月に招集し、臨時株主

総会は、必要に応じてこれを

招集する。 
 
【招集権者及び議長】 
第１１条 株主総会は、取締役会の決

議により、取締役社長が招集

し、議長となる。 
 

２．取締役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、他の取締役が議

長となる。 
 
 
 

 
 
 
 
 
【基準日】 
第１０条 当会社の定時株主総会の議

決権の基準日は、毎年３月３

１日とする。 
 
 
２． 前項及び本款に定めるほか、

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

て基準日を定めることができ

る。 
 

第３章 株主総会 
【招集】 
第１１条 当会社の定時株主総会は、

毎年６月に招集し、臨時株主

総会は、必要があるときに随

時招集する。 
  
【招集権者及び議長】 
第１２条 株主総会は、法令に別段の 

定めがある場合を除き、取締 
役会の決議によって、取締役 
社長が招集し、議長となる。 

２．取締役社長に事故があるとき

は、あらかじめ 取締役会にお

いて定めた順序により、他の取

締役が株主総会を招集し、議長

となる。 
 
 



（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【決議の方法】 
第１２条 株主総会の決議は、法令又

は定款に別段の定めがある

場合を除き、出席した株主の

議決権の過半数をもってこ

れを行う。 
 

２． 商法第３４３条に定める特

別決議及び商法その他の法令

において同条の決議が準用さ

れる決議は、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

以上をもってこれを行う。 
 
 
【議決権の代理行使】 
第１３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．前項の場合には、株主又は代

理人は代理権を証する書面を、

【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１３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、計算書類及び連結

計算書類に記載又は表示をす

べき事項に係わる情報を、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１４条 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。 

２． 会社法第３０９条第２項の
定めによる決議は、本定款に
別段の定めがある場合を除き
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１５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． 前項の場合には、株主又は

代理人は、代理権を証明する



株主総会ごとに当会社に提出

しなければならない。 
 

【議事録】 
第１４条 株主総会の議事録は、議事

の経過の要領及びその結果

を記載し、議長並びに出席し

た取締役がこれに記名押印

する。 
 
第４章 取締役及び取締役会 

（新設） 
 
 
【取締役の員数】 
第１５条  （条文省略） 
 
【取締役の選任】 
第１６条 （新設） 
 

当会社の取締役は、株主総

会において総株主の議決権の

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

の決議によって選任する。 
２．（条文省略） 

 
【取締役の任期】 
第１７条 取締役の任期は、就任後２

年以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、又は増員

により選任された取締役の

書面を株主総会ごとに当会社

に提出しなければならない。 
 
（削除） 
 
 
 

 
 
 
第４章 取締役及び取締役会 

【取締役会の設置】 
第１６条 当会社は、取締役会を置く。 
 
【取締役の員数】 
第１７条 （現行どおり） 
 
【取締役の選任】 
第１８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． （現行どおり） 
 

【取締役の任期】 
第１９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． 補欠又は増員により選任さ

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



任期は、前任者又は他の在任

取締役の任期の残存期間と

同一とする。 
 
【代表取締役】 
第１８条 取締役会の決議をもって、

代表取締役を定める。 
  ２． 代表取締役は会社を代表

し、取締役会の決議に基づき

会社の業務を執行する。 
 
【役付取締役】 
第１９条 取締役会の決義をもって、

取締役社長１名を選任し、必

要に応じて、取締役副社長、

専務取締役、常務取締役各若

干名を選任することができ

る。 
 
【取締役会の招集権者及び議長】 
第２０条 取締役会は、取締役社長が

招集し、議長となる。 
  ２． 取締役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

が議長となる。 
 
 
 
【取締役会の招集手続】 
第２１条 （条文省略） 
 
【取締役会の決議】 
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

取締役の過半数をもってこ

とする。 
 
 
 
【代表取締役】 
第２０条 取締役会は、その決議によ

って代表取締役を選定する。 
２． 代表取締役は、会社を代表

し、会社の業務を執行する。 
 
 
【役付取締役】 
第２１条 取締役会は、その決議によ

って、取締役社長１名を定め、

必要に応じて、取締役副社長、

専務取締役、常務取締役各若

干名を定めることができる。 
 
 
【取締役会の招集権者及び議長】 
第２２条 取締役会は、法令に別段の

定めがある場合を除き、取締

役社長が招集し、議長となる。 
２． 取締役社長に事故があると

きは、あらかじめ取締役会に

おいて定めた順序により、他

の取締役が招集し、議長とな

る。 
 
【取締役会の招集通知】 
第２３条 （現行どおり） 
 
【取締役会の決議】 
第２４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、出席した取



れを行う。 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
【取締役会の議事録】 
第２３条 取締役会の議事録は、議事

の経過の要領及びその結果

を記載し、議長並びに出席取

締役及び出席監査役がこれ

に記名押印する。 
  ２． 取締役会の議事録は、その

原本を１０年間本店に備え
置く。 

 
【取締役会規程】 
第２４条 取締役会に関する事項に

ついては、法令又は定款のほ

か、取締役会において定める

取締役会規程による。 
 
【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、それぞれ株主総会の

決議をもって定める。 
 

 
    

 
（新設） 

 
 
 
 

締役の過半数をもって行う。 
 
【取締役会決議の省略】 
第２５条 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。 
 
（削除） 
（ 
 
 
 
 
（削除） 
 
 
【取締役会規程】 
第２６条 取締役会に関する事項は、

法令又は本定款のほか、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。 
 
【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、任務

を怠ったことによる取締役

（取締役であった者を含む。）



 
 

 
 
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 

 
第５章  監査役及び監査役会 

（新設） 
 
 
 
【監査役の員数】 
第２６条 （条文省略） 
 
【監査役の選任】 
第２７条 （新設） 
 

当会社の監査役は、株主総

会において総株主の議決権

の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過

半数の決議によって選任す

る。 
 
【監査役の任期】 
第２８条 監査役の任期は、就任後４

年以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。 

の損害賠償責任を、法令の限

度において、取締役会の決議

によっ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、任務を怠っ

たことによる損害賠償責任を

限定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約

に基づく責任の限度額は、法

令が規定する額とする。 
 

第５章 監査役及び監査役会 
【監査役及び監査役会の設置】 
第２９条 当会社は、監査役及び監査

役会を置く。 
 
【監査役の員数】 
第３０条 （現行どおり） 
 
【監査役の選任】 
第３１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。 
 
 
【監査役の任期】 
第３２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 



 
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、前任者の任

期の残存期間と同一とする。 
 
【常勤監査役】 
第２９条 監査役はその互選により

常勤監査役を定める。 
 
 
【監査役会の招集】 
第３０条 （条文省略） 
 
【監査役会の決議】 
第３１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決

する。 
 
【監査役会の議事録】 
第３２条 監査役会の議事録は、議事

の経過の要領及びその結果

を記載し、出席監査役がこれ

に記名押印する。 
 
【監査役会規程】 
第３３条 監査役に関する事項につ

いては、法令又は定款のほ

か、監査役会において定める

監査役会規程による。 
 
【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、それぞれ株主総会の

決議をもって定める。 

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。 
 
 
【常勤監査役】 
第３３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３４条 （現行どおり） 
 
【監査役会の決議】 
第３５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。 
 
（削除） 
 
 
 
 
 
【監査役会規程】 
第３６条 監査役会に関する事項につ

いては、法令又は本定款のほ

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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
（新設） 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
（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、任務

を怠ったことによる監査役

（監査役であった者を含む。）

の損害賠償責任を、法令の限

度において、取締役会の決議

によっ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、任務を怠っ

たことによる損害賠償責任を

限定する契約を締結すること

ができる。但し、当該契約に

基づく責任の限度額は、法令

が規定する額とする。 
 

第６章 会計監査人 
【会計監査人の設置】 
第３９条 当会社は、会計監査人を置

く。 
 
【会計監査人の選任】 
第４０条 会計監査人は、株主総会の

決議によって選任する。 
 
【会計監査人の任期】 
第４１条 会計監査人の任期は、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

定時株主総会終結の時までと

する。 
２． 会計監査人は、前項の定時

株主総会において別段の決議

がなされなかったときは、当



 
 
 
（新設） 

 
 

 
 
第６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、毎営業年度の末

日を決算期とする。 
 
【利益配当】 
第３６条 利益配当金は、毎決算期の

最終の株主名簿及び端株原

簿に記載又は記録された株

主、登録質権者及び端株主に

対し、これを支払う。 
 
 
 
【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

終の株主名簿及び端株原簿

に記載又は記録された株主、

登録質権者及び端株主に対

し、商法第２９３条の５に定

める金銭の分配（以下、「中

間配当」という。）を行うこ

とができる。 
 
【除斥期間】 

該定時株主総会において再任

されたものとみなす。 
 

【会計監査人の報酬等】 
第４２条 会計監査人の報酬等は、代

表取締役が監査役会の同意を

得て定める。 
 

第７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

までとする。 
 
 
【期末配当金】 
第４４条 当会社は、株主総会の決議に 
   よって、毎年３月３１日の最終 
   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 
   に対し金銭による剰余金の配 
   当（以下「期末配当金」という。） 

を行うことができる。 
 
【中間配当金】 
第４５条 当会社は、取締役会の決議 

によって、毎年９月３０日の 
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 
権者に対し、会社法第４５４ 
条第５項に定める剰余金の配当

（以下「中間配当金」という。）

を行うことができる。 
 

 
【除斥期間】 



第３８条 利益配当金及び中間配当

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。 
         
  
  
  
（新設） 
（新設） 
 
（新設） 

 
 
 （新設） 
 
 
 
 

 
（新設） 

 
 
 
 
 
 （新設） 
 
            
             
 

以 上 
  

第４６条 期末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。 

２． 未払いの期末配当金及び中

間配当金には利息をつけな

い。       
 
附則 
第１条 当会社は、端株につき名義書

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っ

て定め、公告する。 
３． 当会社の端株原簿の作成及び備

置きその他の端株原簿に関する

事務は、これを名義書換代理人に

委託し、当会社においては取り扱

わない。 
 

第２条  当会社の端株に関する取扱い

及び手数料は、法令又は本定款

のほか、取締役会において定め

る株式取扱規則による。 
 

第３条  前２条及び本条は、当会社

の端株が存在しなくなったと

きをもって削除する。 
                

 
以 上 

                               以 上 


