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定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 18年 5月 26日開催の取締役会において 「定款一部変更の件」を平成 18年

6月 29日開催予定の第 8期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,変 更の理由

(1)「会社法」(平成 17年法律第 86号)お よび 「会社法の施行に伴 う関係法律の整備に
関する法律」(平成 17年法律第 87号。以下 「整備法」という。)が 、平成 18年 5

月 1日 に施行されたことに伴い、「会社法」および 「整備法」に基づき、当社現行
定款につき、次のとお り所要の変更を行 うものであります。
①インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い株主総会参

考書類等をインターネッ トで開示することにより、みなし提供できるようにす
るための規定を新設するものであります。

②取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催 しないで取締役会の決議
があつたものとみなすことを可能にするための規定を新設するものであります。

③有能な人材を補欠監査役 として確保できるように、補欠監査役の予選決議の効
力期間を4年 とすることを可能にするための規定を追加するものであります。

④社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、社外監査役 との

間に責任限定契約を締結することを可能にするための規定を新設するものであ
ります。

⑤会計監査人がその期待される役害Jを十分に発揮できるように、会計監査人との

間に責任限定契約を締結することを可能にするための規定を新設するとともに、
選任、任期に関する規定を新設するものであります。

⑥その他、会社法が施行されることに伴い、規定の整備、条文の加除に伴 う条数
の変更等所要の変更を行 うものであります。

(2)取締役および監査役がその期待される役害Jを十分発揮できるように、取締役、監役
の責任免除および社外取締役の責任眼定契約の規定を新設するものであります。
なお、本件規定の新設につきましては、監査役全員の一致をもつて行 う監査役会
の同意を得てお ります。

(3)取締役の経営責任を事業年度毎に明確にするため、取締役の任期を現行 2年 から 1

年に変更するものであります。
(4)取締役会の運営方法を明確にするため、招集権者および議長についての規定を新設

し、招集についての規定に字句を追加するものであります。
(5)役付取締役の業務分掌を明確にするために、所要の変更を行 うものであります。
(6)そ の他字句 ・表現の統一

、修正を行 うものであります。



2,変 更の内容

変更の内容は、次のとお りであります。

行定款 ・変更定款 照 表 箇所)

現行定款 変更定款案

第1条～第4条   (条 文省略)

(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、
77,360株とする。

(自己株式の取得)

第6条  当 会社は、商法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

K自 己株式を取得することができる。

(新設)

(名義書換)

第二条 当 会社は、株式および端株につき

名義書換代理人を置く。

(2)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つて選定する。

(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、実質株圭

通知の受理、実督株キ名簿の作成、株米韓

第1条～第4条   (現 行 どお り)

(発行可能株式総数)

第 5条  当 会社の発行可能株式総数は、77,360

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つて市

場取引等により自己株式を取得することがで

きる。

(株券の発行)

第 7条  当 会社の株式については、株券を発行

する。

(株主名簿管理人)

第二条 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つて選定し、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。)、株券喪失登録簿および逝株予紅

権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に慌

え置き、株主名簿、株券喪失登録簿および新林

予約権原簿への記載または記録、その和1株式な

失登録、質権の登録、信託財産の表示、林 らびに新株予約権に関する事務は、株主名簿管

里△に取扱わせ、当会社においては取り扱わな

レ`。

(株式取扱規則)

第立条 当 会社が発行する株券の種類、株主名

簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿への

券の交付、届出の受理、端株の買取 り等林

式および端株に関する事務は、名義書換体

里△に取扱わせ、当会社においては、こね

埜取り扱わない。

(株式取扱規則)

第旦条 当 会社2発 行する株券の種類、坐
式の名義書換、実質株主通知の受理、実僅

除主名簿の作成、株券喪失登録、その他林
式および端株に関する手続き並びに手数料

生、取締役会.2定める株式取扱規則による。

記載または記録、その他株式または新株予約権

に関する取扱いおよび手数料については、法令

または定款に定めるもののほか、取締役会ヤ重送
いて定める株式取扱規則による。



現行定款 変更定款案

(基準 日)

第立条 当 会社は、毎決算期最終の株主名

簿に記載又は記録 された議決権を有する株

主 (実質株主を含む。以下同じ。)を もつ

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みなす。

(2)  (条 文省略)

第 3章  株 主総会

(招集)

第型条 当 会社の定時株主総会は、営業年

三末 日の翌 日から3か 月以内に招集 し、輪

時株主総会は、その必要がある場合に随時

これを招集する。

(基準 日)

第型条 当 会社は、毎事業年度最終の株主名簿

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 もつて、そ

の事業年度に関する定時株主総会において権

利を行使すべき株主とみなす。

(2)  (現 行どお り)

第 3章  株 主総会

(招集)

第上条 当 会社の定時株主総会は、事業年度末

日の翌 日から3か 月以内に招集 し、臨時株主総

会は、その必要がある場合に随時これを招集す

る。

ど
は、取締役会の決議により、他の取締役カ l■長が招集す るn取 締役社長 に事故があるとき

(決議)

第塑条 株 主総会の決議は、法令丞は定款

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つて決する。

これに代わる。

(新設)

ま、あらかじめ取締役会において定めた順序に

より、他の取締役が招集する。

(2)株 主総会においては、取締役社長が議長 と

なるn取 締役社長 に事故があるときは、あ らカ

じめ取締役会において定めた順序により、他の

取締役が議長となる。

(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13条 当 会社は、株主総会の招集に関し、林

学総 会 参考 書類 、事 業報告 、計箪 書粗 お 止び漉

借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 して繰供 した ヰゝの とみなす こ

とができる。

(決議の方法)

第坐条 株 主総会の決議は、法令または定款に

3U段の定めがある場合のほか、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

数をもつて衡立。



呪行定款 変更定款案

(2)商法第343条の規定によるべき株主総会

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 上にあたる多数をもつて決する。

(議決権の代理行使)

第聖条 株 主は、他の株主を代理人として

議決権を行使することができる。この場合

は、総会毎に代理権を証する書面な繰出し

(2)会 社法第309条第2項の定めによるべき株

主総会の決議は、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 上にあたる多数をも

って行 う。

(議決権の代理行使)

第堕条 株 主は、当会社の議決権を有する他の

株主互 を代理人としてェ議決権を行使するこ

とができる。

(2)前 項の場合には、株主または代理人は代理

なければならない。

(2)株主は前項の代理権を2人 以上の者に

代理させてはならない。

(議事録)

第坐条 株 主総会における議事の経過の要

領およびその結果は、これを議事録に記載

又は記録 し、議長および出席 した取締役が

これに記名押印または電子署名 し、これを

権を証明する書面を、株主総会 ごとに当会社に

提出しなければならない。

(議事録)

第重条 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に定める

事項は、議事録に記載または記録する。

第4章  取 締役および取締役会

(取締役会の設置)

第17条 当 会社は取締役会を置く。

(取締役の員数)

第量条   (現 行 どお り)

(取締役の選任)

第19条 当 会社の取締役は、株主総会において

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

決権の過半数の決議によつて選任する。

(2)  (現 行どお り)

(取締役の任期)

第20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。

本店に10年間備え置くものとする。

第4章  取 締役及び取締役会

(新設)

(取締役の員数)

第堕条   (条 文省略)

(取締役の選任)

第16条 当 会社の取締役は、株主総会にた
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 内の

最終の決算期に関する定時株主総会の終搾
の時までとする。



現行定款 変更定款案

(取締役会の招集)

第18条 取 締役会招集の通知は、各取締役

に対 し会 日の3日 前に発するものとする。

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又は全員の同意あ

るときは省略することができるものとす

る。

(取締役会の決議方法)

第聖条   (条 文省略)

(新設)

(取締役会の議事録)

第型条 取 締役会の議事についてはその経

過の要領及0そ の結果左議事録に記載理

記録 し、出席取締役がこれに記名押印又は

十電子署名 し、これを本店に10年間備え置く

第21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。

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22条 取 締役会招集の通知は、各取締役およ

び各監査役に対 し会 日の 3日 前に発するもの

とする。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または全員の同

意あるときは省略することができるものとす

る。

(取締役会の決議方法)

第埜条   (現 行 どお り)

(取締役会の決議の省略)

|

1提ン欝ンン緊襲率勢鉢奪

【)のとする。



現行定款 変更定款案

専務取締役XL常 務取締役は社長を補佐じ
てその業務を分掌する。

(2)  (条 文省略)

(報酬及び退職慰労金)

第23条 取 締役の報酬及び退職慰労金は、
株主総会の決議を二って定める。

(新設)

1最暑暑)監

査役丞び監査役会

(監査役の員数)

免塾条   (条 文省略)

(監査役の選任)

(代表取締役および役付取締役)

第26条 取 締役会の決議によつて、取締役の中

から、社長 1名 を選定し必要に応 じて、会長、

ヨJ社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選

重することができる。

(2)～(3)  (現 行どお り)

(業務執行)

第笙条 社 長は、当会社の業務を統轄 し、副股

長、専務取締役または常務取締役は社長を補佐

してその業務を分掌する。

(2)  (現 行どお り)

(取締役の報酬等)

第28条 取 締役の報酬等は、株主総会の決議に

よって定める。

(取締役の責任免除)

第29条 当 会社は、取締役会の決議によって、

取締役 (取締役であつたものを含む)の 会社法

第423条第1項の賠償責任について法令に定め

る要件に該当する_場合に_生、雖 責住額企≧塗
令に定める最低責任限度額埜埜墜上て得た匪

(2)当 会社は、社外取締役とのFHDで、_会社遂
第423条第1項の賠償責任にっいてと金に定め
る要件に該当する場合には、賠償責任を限定す

契約を締結立こことができる。ただし当該

9に基づく賠償責任の限度額は、あらかじめ

ドれか高い額 とするn

事5章  監 査役透二び監査役会

(幹杏役および幹杏役会)

事30条 当 会社は監査役お よび監査役会を

笠

(監査役の員数)

乳埜条   (現 行どおり)

(監査役の選任)



現行定款 変更定款案

(補欠監査役の選任)

乳埜条   (条 文省略)

(2)  (条 文省略)

(3)第1項 の定め!こよる予選の効力は、当該

選任のあった株主総会後最初に開催 される

第整条 当 会社の監査役は、株主総会において

議決権を行使することができる株キの議決権
の3分 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つて選任する。

(補欠監査役の選任)

第盤条   (現 行 どお り)

(2)  (現 行どお り)

(3)会社法329条第2項に基づき選任 された補

欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、運

定時株主総会開催の時までとする。 任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の

(新設)

(監査役の任期)

免狂条 監 査役の任期は、就生後 4年 由⊇

最終の決算期に関する定時株主総会終結の

時までとする。

(2)任 期満了前に退任 した監査役の補欠と

ものに関する定時株主総会終結の時量で埜立

前項の補欠監査役が監査役に就任 した場

る
。一

④

合の任期は、退任 した監査役の任期の満了する

時までとする。ただ し、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

株主総会終結の時を超えることはできない。

(監査役の任期)

第担条 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。

(削除)

(削除)

(常勤の監査役)

第35条 _監査役会は、監査役の中から常勤の監
査役を選定する命

(監査役会の招集)

第亜条 監 査役会盟集の通知は、各監査役に対
し会日の3日前までに発するものとする。ただ

し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮

することができまたは全員の同意あるときは

省略することができるものとする。

して選任 された監査役の任期は、退任 した

蓋査役の任期の満了すべき時までとする。

(3)前条 1項 に定める予選された補欠監査

が監査役に就任 した場合、その監査役の

期は、退任 した監査役の任期の満了すべ

き時までとする。

(常勤の監査役)

第饗条 監 査役は、

役を定める。

(監査役会の招集)

互選により常勤の監査

第抑条 監 査役会至集の通知は、各監査役
に対し会日の3日前までに発するものとす
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丞は全員の辰

意あるときは省略することができるものと

する。



現行定款 変更定款案

(監査役会の決議方法)

第30条 監 査役会の決議は、監査役の過半

数が出席し、その出席監査役の過半数をも
つて行う。

(監査役会の議事録)

第塾条 監 査役会の議事については、その

経過の要領及びその結果を議事録に記載区
は記録し、出席監査役がこれに記名押印ヌ

は電子署名し、これを本店に10年間備え櫨
くものとする。

(新設)

(新設)

(新設)

(監査役会の議事録)

第塾条 監 査役会における議事の経過の要領
およびその結果ならびその他法令に定める事
項は議事録に記載とと畳記録し、出席した監査

役がこれに記名押印または電子署名する。

(監査役の報酬倒

第聾条 監 査役の報Wll篭は、株主総会の決議L

二2重 定める。

(監査役の責任免除)

隣40条 当 会社は、取締役会の決議によつて、

1監査役 (監査役であつたものを含む。)の 会社

1法第423条第1項の賠償責任について、法令に定

|||:|:!|||:i!|:ii千i:ill!:!!illli!liiiilll,lii:||!li!i!:lil;:|:li!ii:!11!ii!|:||!!||:!|!:!i:liil:i:::i!!!ii:!!,:i 「i!|lil!|||li!:i!,li!!i!ili::
(2) 当 会社は、社外監査役との間で、会社

1法第423条第1項の賠償責任について法令に定

1翻
侠約に基づく賠償責任の限度額は、あらかじめ

企の定める最低責任限度額との

ずヽれか高い額とする。

(会計監査人の設置)

事41条 当 会社は、会計監査人を置く。

手42条 会 計監査人は、株主総会の決議によ

て撰ffす るハ



現行定款 変更定款案

(新設)

(新設)

(新設)

第6 章 計 算

(営業年度)

第鐘条 当 会社の営業年度は、毎年 4月 1

日から翌年 3月 31日までの年 1期 とし、壇

業年度の末 日を決算期とする。

(利益配当)

第塾条 lll益配当金は、毎決算期最終の林

主名簿に記載又は記録 された株主又は登録

(会計監査人の任期)

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44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。

(会計監査人の責任免除)

第45条 当 会社は会計監査人との間で、会社法

隣423条第1項の賠償責任について法令に定め

る要件に該当する場合には、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

1契約に基づく賠償責任の限度額は、あらかじめ

1定坐と笙二塗全の定める最低責任限度額との

質権者及び毎決算期最終の端株原簿に記載 暴された株主または登録株式質権者 に対 し金

又は記録された端株主に支払 う 銭によるrll余金の配当 (以下 「期末配当金」と

(中間配当金)

第埜条 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に記載又は

記録 された株主又は登録質権者及び 9月 3C

日最終の端株原簿に記載又は記録送地左端

いう。)を 支払 う。

(中間配当金)

第墾条 当 会社は、取締役会の決議によつて、

毎年 9月 30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、

株主に対 し、

り、金銭を分配することができる。

下 「中間配 当金 |ン い うハ) とすることができ
る 。



(除斥期間)

亜条 利 益配当金及び前条の中間配当【

、その支払提供の日より満 3年 を経過

も受領 されないときは、当会社はその

の義務を免れるものとする。

(除斥期間)

第空条 期 末配当金および前条の中間配当

は、その支払提供の日から満 3年 を経過 しても

領 されないときは、当会社はその支払の

を免れるものとする。

(2)未 払の期末配当金および中間配当金に

!思をつけない。

(取締役の任期に関する経過措置)

1条 こ の定款の変更の際現に当会社の

である者の任期については、なお従前の例に

第2条 本 附則は、前条の規定を適用すべきも

がなくなったときに

以上




