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平成18年５月26日 

   各     位 

静岡県静岡市葵区呉服町１丁目６番地の９ 

                          株 式 会 社 す み や 

代表取締役社長 川 辺  哲 

（ＪＡＳＤＡＱ・証券コード9939） 

問い合わせ先 

責任者役職名  常務取締役管理本部本部長 

氏    名  安 田 俊 明 

電    話  （054）254－2331 

 

 

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、定款の一部変更について平成 18 年６月 29 日開催予定の

第 43 回定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 
記 

 

 

１．定款変更の理由 

 
（１） 募集株式の発行に伴い、「発行可能株式総数」の変更をし、加えて普通株式及び優先株式の株数を

定めるものであります。(変更案第６条) 

（２） 当社の第 1種優先株式の発行を図るために、新規条文を追加するものであります。(変更案第１１

条の２) 

（３） 会社法（平成１７年法律第８６条）並びに会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）及び

会社計算規則(同代１３号)が、平成１８年５月１日に施行されたことに伴い、以下の理由により、

定款の変更をお諮りするものであります。 

①会社法施行に伴い、株主総会の招集地を明確化するための規定を新設するものであります。（変

更後第１４条） 

②「会社法施行規則」第９４条第１項の規定により、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、

変更案第１６条(参考書類等のインターネット開示)を新設するものであります。 

③監査役の員数は現行３名以上となっていますが、これを上限規定に改め、５名以内とするもの

であります。(変更案第２６条)  

④取締役会を機動的に運営するため、その決議について、書面または電磁的記録によりその承認

を行うことができるよう、変更案第２４条(取締役会)第３項を新設するものであります。 

⑤取締役、監査役及び会計監査人が期待される職務をより適切に行えるよう、取締役、監査役及

び会計監査人の責任を会社法で定める範囲内で免除できる旨を定めるとともに、社外取締役、

社外監査役及び会計監査人の責任を予め限定する契約を締結できる旨を定めるものであります。

(変更案第３２条)。なお、変更案第３２条については、監査役会の同意を得ております。 
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⑥上記のほか、会社法施行に伴い株式会社として必要な規定の加除・修正及び移設など全般に亘

って所要の変更を行うものであります。 

（４） その他、会社法の用語、規定、引用条文にあわせて変更し、条文の新設に伴い必要な条数の繰下

げを行うほか、一部字句の変更を行うものであります。 

２．変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

平成18年５月26日（金曜日）     取締役会決議 

平成18年６月29日（木曜日）（予定）  株主総会決議 

平成18年６月29日（木曜日）（予定）  定款変更の効力発生日 

 

 

 

以 上 
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【別紙】 

定款変更の内容 

（下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

第１章  総則 第１章 総則 

（商号） 

第 １ 条    当会社は株式会社すみやと称し、英文で

は、ＳＵＭＩＹＡ ＣＯ．，ＬＴＤ．と表示

する。 

（商号） 

第 １ 条        ＜現行どおり＞    

（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． 下記商品の小売業及び卸売業並びに付帯工事及

び修理 

イ． コンパクトディスク、ビデオカセッ

トテープ、ビデオディスク、ミュージ

ックテープ,レコード等の音楽ソフト

ウェア並びに映像ソフトウェア 

ロ． 楽器、楽譜、楽書 

ハ． 音響機器、映像機器 

ニ． 家庭用電気製品 

ホ． 家具、寝具、インテリア用品、美術

品、工芸品 

ヘ． ユニットバス、キッチン、トイレ等

の住宅設備機器 

ト． コンピュータ機器及びソフトウェ

ア 

チ． 情報通信システムに係る機器及び

装置類 

リ． 事務用機器 

ヌ． 書籍、雑誌、文房具、事務用品、玩

具、           ゲーム用品 

ル． 時計、カメラ、光学機器、宝石、貴

金           属、アクセサリー、毛皮、

衣料品、鞄           袋物、その他装

身具 

ヲ． 日曜大工用品、園芸用品、健康器具、

自転車、スポーツ用品、キャンプ用品、

自動車用品 

ワ． 門扉、外灯、テラス等の住宅附属設

備品 

カ． 日用及び家庭用雑貨 

２． 前号に掲げる商品及び旅行用品等のレンタル業

務 

３． 下記商品の小売業及び卸売業 

食料品、生花、化粧品 

４． 情報通信システムによる情報の収集処理サービ

ス業務並びに情報提供サービス業務 

５． 電話申込み加入等の手続の代行、仲介及び斡旋

に関する業務 

６． NHK 放送、衛星放送、通信放送ほか放送受信契

約等の手続の代行、仲介及び斡旋に関する業

務 

７． 室内装飾工事業及び内装仕上工事業 

８． 建物、構築物のリフォーム請負業務 

９． 書籍、楽譜並びに音響、映像、コンピュータ等

のソフトウェアの製作、出版及び輸出入業務

（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． 下記商品の小売業及び卸売業並びに付帯

工事及び修理 

イ． コンパクトディスク、ビデオカセット

テープ、ビデオディスク、ミュージック

テープ、レコード等の音楽ソフトウェア

並びに映像ソフトウェア 

ロ． 楽器、楽譜、楽書 

ハ． 音響機器、映像機器 

ニ． 家庭用電気製品 

ホ． 家具、寝具、インテリア用品、美術品、

工芸品 

ヘ． ユニットバス、キッチン、トイレ等の

住宅設備機器 

ト． コンピュータ機器及びソフトウェア 

チ． 情報通信システムに係る機器及び装

置類 

リ． 事務用機器 

ヌ． 書籍、雑誌、文房具、事務用品、玩具、 

ゲーム用品 

ル． 時計、カメラ、光学機器、宝石、貴金  

属、アクセサリー、毛皮、衣料品、鞄、 

袋物、その他装身具 

ヲ． 日曜大工用品、園芸用品、健康器具、

自転車、スポーツ用品、キャンプ用品、

自動車用品 

ワ． 門扉、外灯、テラス等の住宅附属設備

品 

カ． 日用及び家庭用雑貨 

２． 前号に掲げる商品及び旅行用品等のレン

タル業務 

３． 下記商品の小売業及び卸売業 

食料品、生花、化粧品 

４． 情報通信システムによる情報の収集処理

サービス業務並びに情報提供サービス業務 

５． 電話申込み加入等の手続の代行、仲介及び

斡旋に関する業務 

６． NHK 放送、衛星放送、通信放送ほか放送受

信契約等の手続の代行、仲介及び斡旋に関する

業務 

７． 室内装飾工事業及び内装仕上工事業 

８． 建物、構築物のリフォーム請負業務 

９． 書籍、楽譜並びに音響、映像、コンピュー

タ等のソフトウェアの製作、出版及び輸出入業

務並びに楽器、楽器付属品の輸出入業務 

１０． 展示会場、ホール及びスタジオ等の経営並
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現行定款 変更案 

並びに楽器、楽器付属品の輸出入業務 

１０． 展示会場、ホール及びスタジオ等の経営並び

に賃貸業務 

１１． コンサート、公演等のイベントの企画、運営

管理業務 

１２． 教育講座開催等の教養教育事業運営に関す

る業務 

１３． プレイガイド業 

１４． 古物の売買 

１５． 関連各種企業に対する技術援助、経営指導並

びに投資に関する業務 

１６． スポーツ振興投票券の売り捌き業務 

１７． 喫茶店・飲食店の経営業務 

１８． 前各号に附帯する一切の業務      

 

びに賃貸業務 

１１． コンサート、公演等のイベントの企画、運

営管理業務 

１２． 教育講座開催等の教養教育事業運営に関

する業務 

１３． プレイガイド業 

１４． 古物の売買 

１５． 関連各種企業に対する技術援助、経営指導

並びに投資に関する業務 

１６． スポーツ振興投票券の売り捌き業務 

１７． 喫茶店・飲食店の経営業務 

１８． 前各号に附帯する一切の事業      

 

（本店の所在地） 

第 ３ 条    当会社は本店を静岡市に置く。 

（本店の所在地） 

第 ３ 条        ＜現行どおり＞ 

 

 

＜新  設＞ 

（機関の設置） 

第 ４ 条    当会社は、株主総会及び取締役のほか、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 

 

（公告の方法） 

第 ４ 条    当会社の公告は、日本経済新聞に掲載す

る。 

（公告方法） 

第 ５ 条    当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して

行う。 

 

第２章  株式 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、２，３

１０万株とする。 

 

 

 

            ただし、株式の消却が行われた場合に

は、これに相当する株式の数を減ずる。 

 

（発行可能株式総数） 

第 ６ 条    当会社の発行可能株式総数は、３,４００

万株とし、当会社の普通株式及び第１種優先

株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ

３,３００万株及び１００万株とする。 

＜削  除＞ 

 

＜新  設＞ 

（自己株式の取得） 

第 ７ 条  取締役会の決議により、市場取引等による

自己株式の取得を行うことができる。 

 

＜新  設＞ 

（株券の発行） 

第 ８ 条    当会社は、株式に係る株券を発行する。 

 

（１単元の株式の数及び単元未満株券の不発行） 

第 ６ 条    当会社の１単元の株式の数は、１,００

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

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はない。 

 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第 ９ 条    当会社の普通株式の単元株式数は、１,０

００株とし、当会社の第１種優先株式の単元

株式数は、２００株とする。 

      ２    当会社は、前条の規定にかかわらず、単元

未満株式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

の限りではない。 

 

（株式取扱規程） 

第 ７ 条    当会社の発行する株券の種類並びに株

（株式取扱規程） 

第 １０ 条 当会社の株券の種類、株主名簿（実質株主
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現行定款 変更案 

式の名義書換、実質株主通知の受理、単元

未満株式の買取請求の取扱、その他株式に

関する手続並びに手数料は取締役会の定

める株式取扱規程による。 

 

名簿を含む。以下同じ。）の作成及び備置き、

その他株式に関する取扱い並びに手数料は、

法令又は定款のほか、取締役会において定め

る株式取扱規程による。 

 

（自己株式の取得） 

第 ８ 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。 

 

 

＜削  除＞ 

（名義書換代理人）  

第 ９ 条    当会社は、株式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、実質

株主通知の受理、株券喪失登録手続、単元

未満株式の買取請求の取扱、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。

 

（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、これを公告す

る。 

    ３ 当会社の株主名簿、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株

主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿

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。 

 

（基準日） 

第１０条 当会社は、毎決算期現在の株主名簿に記載

又は記録された株主（実質株主名簿に記載又

は記録された実質株主を含む。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ベき株主とみなす。 

      ２  前項のほか、必要ある時は、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。 

 

 

＜削  除＞ 

 

 

 

 

 

＜削  除＞ 

 

＜新  設＞ 第２章の２ 優先株式 

＜新  設＞ 

(第１種優先株式) 

第１１条の２ 当会社の発行する第１種優先株式の内

容は、次のとおりとする。 
 
(第１種優先配当金) 

  １ 当会社は、第３４条に基づき剰余金の配当を行

うときは、第１種優先株式を有する株主（以下「第

１種優先株主」という。）又は第１種優先株式の

登録株式質権者（以下「第１種優先登録株式質権

者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以

下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株

式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）

に先立ち、第１種優先株式１株につき１００円を

上限として、当該優先株式の発行に際して取締役

会の決議で定める額の剰余金（以下「第１種優先

配当金」という。）の配当を行う。 

 

 (非累積条項) 

２ ある事業年度において第１種優先株主又は

第１種優先登録株式質権者に対して、配当す

る剰余金の額が第１種優先配当金の額に達し

ないときは、その不足額は翌事業年度以降に

累積しない。 
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現行定款 変更案 

 

(非参加条項) 

３ 第１種優先株主又は第１種優先登録株式質

権者に対しては、第１種優先配当金を超えて

配当は行わない。 

 

(第１種優先配当金の除斥期間) 

４ 第３７条の規定は、第１種優先配当金の支

払について、これを準用する。 

 

(議決権) 

５ 第１種優先株主は、株主総会において、議

決権を有しない。 

 

(残余財産の分配) 

６ 第１種優先株主及び第１種優先登録株式質

権者に対しては、残余財産の分配は行わない。

 

(譲渡制限) 

７ 第１種優先株式を譲渡により取得する場合

には、当会社の承認を必要とする。 

 

(取得条項) 

８① 当会社は、平成１８年７月１５日以降に

開催される取締役会で定める日の到来をも

って第１種優先株式の全部又は一部を取得

することができる。 

 ② 当会社は、第１種優先株式を取得するの

と引換えに１株あたり２，０００円を交付

するものとする。 

    ③ 一部取得するときは、直前期末の第１種優

先株主名簿に記載又は記録された保有株式

数による比例配分の方法により行う。 

 

(取得請求権) 

９ 第１種優先株主は、発行に際して取締役会

の決議で定める取得を請求し得べき期間（以

下「取得請求期間」という。）中、当該決議で

定める条件に従い、当会社が第１種優先株式

を取得するのと引換えに当会社普通株式を第

１種優先株主に対して交付することを請求で

きる。 

 

(一斉取得条項) 

１０ 当会社は、取得請求期間中に取得請求の

なかった第１種優先株式を、同期間の末日

の翌日以降に開催される取締役会で定める

日の到来をもって、発行に際して取締役会

の決議で定める条件に従い取得するのと引

換えに当会社普通株式を第１種優先株主に

対して交付することができる。 

 

 

(第１種優先株式の併合、分割又は募集株式の割当を

受ける権利等) 

１１ 当会社は、法令に別段の定めがある場合

を除き、第１種優先株式について株式の併

合又は分割若しくは株式無償割当て又は新
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現行定款 変更案 

株予約権無償割当てを行わない。 

当会社は、第１種優先株主に対し、募集

株式の割当てを受ける権利又は募集新株

予約権の割当てを受ける権利を与えない。

 

第３章  株主総会 第３章  株主総会 

（招集の時期） 

第１１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場合、随

時招集する。 

 

（招集の時期） 

第１２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、必要がある場合に招集す

る。 

 

＜新  設＞ 

（定時株主総会の基準日） 

第１３条  当会社は、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。 

 

 

＜新  設＞ 

（招集地） 

第１４条  当会社の株主総会は、静岡市内で開催する。

 

（招集者及び議長） 

第１２条 株主総会は取締役社長が招集し、その議長

となる。 

         取締役社長に事故あるときは、取締役会に

おいてあらかじめ定めた順序により、他の取

締役がこれに代わる。 

（招集権者及び議長） 

第１５条 株主総会は取締役社長が招集し、その議長と

なる。 
２ 取締役社長に事故あるときは、取締役会に

おいてあらかじめ定めた順序により、他の取

締役が株主総会を招集し、議長となる。 
 

 

＜新  設＞ 

（参考書類等のインターネット開示） 

第１６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。

 
（決議の要件） 

第１３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、出席した株主の議

決権の過半数をもってする。 

 

２ 商法第３４３条第１項の規定による株主

総会の決議は、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

３分の２以上に当たる多数をもってする。

（決議要件） 

第１７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

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項の規定による株主

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

る多数をもって行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第１４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、株主総会毎に代理権

を証明する書面を当会社に提出しなければ

ならない。 

（議決権の代理行使） 

第１８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。 

 

（議事録） 

第１５条 株主総会の議事の経過の要領及びその結

果は、これを議事録に記載又は記録し、議長

並びに出席した取締役が記名押印又は電子

署名を行う。 

 

＜削  除＞ 
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第４章  取締役及び取締役会 第４章  取締役及び取締役会 

（員数） 

第１６条 当会社に取締役１５名以内を置く。 

（員数） 

第１９条 当会社の取締役は、９名以内とする。  

       

（選任） 

第１７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

決権の過半数をもってする。 

 

３ 取締役の選任については、累積投票によ

らないものとする。 

 

（選任） 

第２０条     ＜現行どおり＞  

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＞ 

（任期） 

第１８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終結のときまで

とする。 

２  補欠又は増員のため選任された取締役の

任期は、現任取締役の残任期間とする。 

 

（任期） 

第２１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

総会終結の時までとする。 

２         ＜現行どおり＞ 

（代表取締役及び役付取締役） 

第１９条 取締役会の決議により、当会社を代表すべ

き取締役若干名を定めることができる。 

２  取締役会の決議により、取締役会長、取

締役社長各１名、取締役副会長、取締役副

社長、専務取締役及び常務取締役各若干名

を定めることができる。 

（代表取締役及び役付取締役） 

第２２条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干

名を選定する。 

２  取締役会の決議により、取締役会長及び取

締役社長各１名、取締役副会長、取締役副社

長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選

定することができる。 

 

（相談役） 

第２０条 取締役会の決議により、相談役若干名を定

めることができる。 

 

（相談役） 

第２３条           ＜現行どおり＞ 

（取締役会） 

第２１条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議

長となる。取締役社長に事故あるときは、取

締役会においてあらかじめ定めた順序によ

り、他の取締役がこれに代わる。 

 

２  取締役会招集の通知は、各取締役及び各

監査役に対し、会日の３日前までに発する。

ただし、緊急のときはこの期間を短縮する

ことができる。 

＜新  設＞ 

        

 

 

 

 

３  取締役会の運営その他に関する事項につ

いては、取締役会の定める取締役会規程に

よる。 

 

（取締役会） 

第２４条  取締役会は、取締役社長が招集し、その議長

となる。取締役社長に事故あるときは、取締役

会においてあらかじめ定めた順序により、他の

取締役が招集し、その議長となる。 
２ 取締役会招集の通知は、各取締役及び各監

査役に対し、会日の３日前までに発する。た

だし、緊急のときはこの期間を短縮すること

ができる。       

３ 取締役が取締役会の決議の目的事項につい

て提案した場合、当該事項の議決に加わるこ

とのできる取締役全員が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をし、監査役が異議を

述べないときは、取締役会の承認決議があっ

たものとみなす。 

４         ＜現行どおり＞ 

（報酬） 

第２２条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会

の決議をもってこれを定める。 

 

（報酬） 

第２５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。 
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第５章  監査役及び監査役会 第５章  監査役及び監査役会 

（員数） 

第２３条 当会社に監査役３名以上を置く。 

（員数） 

第２６条 当会社の監査役は、５名以内とする。 

 

（選任） 

第２４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

決権の過半数をもってする。 

 

（選任） 

第２７条    ＜現行どおり＞ 

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。 

 

（任期） 

第２５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終結のときまで

とする。 

２  補欠のため選任された監査役の任期は、

退任した監査役の残任期間とする。 

 

（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

総会終結の時までとする。 

２        ＜現行どおり＞ 

 

（常勤監査役） 

第２６条 監査役はその互選により、常勤監査役若干

名を定める。 

（常勤監査役） 

第２９条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干

名を選定する。 

（監査役会） 

第２７条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し、

会日の３日前までに発する。ただし、緊急の

ときはこの期間を短縮することができる。 

２  監査役会の運営その他に関する事項につ

いては、監査役会の定める監査役会規程に

よる。 

 

（監査役会） 

第３０条        ＜現行どおり＞ 

 

 

 

２        ＜現行どおり＞ 

 

 

（報酬） 

第２８条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会

の決議をもってこれを定める。 

 

（報酬） 

第３１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＞ 第６章  取締役、監査役及び会計監査人の責任免除 

 

＜新  設＞ 

 

 

 

 

 

＜新  設＞ 

 

（損害賠償責任の一部免除） 

第３２条 当会社は、取締役の決議をもって、取締役（取

締役であった者を含む。）、監査役（監査役であ

った者を含む。）及び会計監査人（会計監査人

であった者を含む。）の当会社に対する損害賠

償責任を、法令が定める範囲で免除することが

できる。 

２ 当会社は、社外取締役、社外監査役及び会

計監査人との間に、当会社に対する損害賠償

責任に関する契約を締結することができる。

ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額

は、法令が規定する額とする。 

 

第６章  計 算 第７章  計 算 

（営業年度） 

第２９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、毎営業年度末に決算

を行う。 

（事業年度） 

第３３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。 

 

（利益配当） 

第３０条 利益配当は、毎決算期現在の株主名簿に記

載又は記録された株主又は登録質権者に対

（剰余金の配当）   

第３４条 当会社は、株主総会の決議により、毎年３月

３１日の最終の株主名簿に記載又は記録され
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しこれを行う。 た株主又は登録株式質権者に対し、金銭による

剰余金の配当を行うことができる。 

       

（中間配当） 

第３１条 取締役会の決議により、毎年９月３０日最

終の株主名簿に記載又は記録された株主又

は登録質権者に対して、商法第２９３条ノ５

の規定による金銭の分配（中間配当という）

を行うことができる。 

 

（中間配当） 

第３５条 当会社は、取締役会の決議により、毎年９月

３０日の株主名簿に記載又は記録された株主

若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行

うことができる。 

 

（配当金等の除斥期間） 

第３２条 利益配当金又は中間配当金が支払開始の

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、その支払いの義務を免

れる。    

（配当金の除斥期間） 

第３６条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始

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、その支払いの義務を免れる。 

  

 


