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平成 18年 5月 31日 

各  位 

 
会 社 名 日比谷総合設備株式会社

代表者名 代表取締役社長 木村 信也

  （コード番号 1982 東証第 1部）

問合せ先 ＩＲ・広報室長 細尾 充伸

（TEL 03－3454－2720）

 

 

（訂正）「定款の一部変更に関するお知らせ」の訂正について 
 
平成 18年 5月 19日に発表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」の内容に一部訂正が

ありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 

 
  Ⅰ．「１．変更の理由」の一部訂正（下線部が訂正箇所であります。） 

  ＜訂正前＞ 

(1) 「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成 16年法律第 87号）が

平成 17年 2月 1日に施行されたことに伴い、現行定款第 4条の当社の公告の方法を日本経

済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告によることができな

い場合の措置を定めるものであります。 

(2) 商法第 212条の規定に基づき、取締役会決議により、平成 16年 11月 25日付で自己株式

200万株を消却いたしました。これに伴い、現行定款第 5条但書により、会社が発行する株

式の総数を同株数減ずるものであります。 

(3) 取締役会の機能強化と活性化及び業務執行に対する監督機能強化を図るため、執行役員制度

を導入することに伴い、現行定款第 16条の取締役の定員を「22名」から「11名」に変更

するものであります。 

(4) 「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）並びにその関係法令が平成 18年 5月 1日に施行されたこ

とに伴い、次のとおり所要の変更を行うものであります。 

 ①当会社に設置する機関を定めるため、変更定款案第 4条を新設するものであります。 

   ②株券を発行する旨を定めるため、変更定款案第 7条を新設するものであります。 

③単元未満株主の権利を明確にするため、変更定款案第 10条を新設するものであります。 

④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の制度を採用するため、変更定款

案第 17条を新設するものであります。 
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⑤株主総会における代理人による議決権の行使について、代理人の数及び代理権を証明する

方法を明確にするため、現行定款第 15条を変更定款案第 19条のとおり変更するものであ

ります。 

⑥取締役会の機動的な運営を目的として、書面等による決議を可能とするため、変更定款案

第 26条を新設するものであります。  

⑦その他関連する規定について、条文の新設又は削除を行うとともに、用語及び引用条文等

について、所要の変更を行うものであります。 

(5) 現行定款の規定を全般的に見直して、条文の整備及び字句の修正等を行うものであります。 

 
＜訂正後＞ 

(1) 旧商法第 212条の規定に基づき、取締役会決議により、平成 16年 11月 25日付で自己株式

200万株を消却いたしました。これに伴い、現行定款第 5条但書により、会社が発行する株

式の総数を同株数減ずるものであります。 

(2) 取締役会の機能強化と活性化及び業務執行に対する監督機能強化を図るため、執行役員制度

を導入することに伴い、現行定款第 16条の取締役の定員を「22名」から「11名」に変更

するものであります。 

(3) 「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）並びにその関係法令が平成 18年 5月 1日に施行されたこ

とに伴い、次のとおり所要の変更を行うものであります。 

 ①当会社に設置する機関を定めるため、変更定款案第 4条を新設するものであります。 

 ②公告の方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公

告によることができない場合の措置を定めるため、現行定款第 4 条を変更定款案第 5 条の

とおり変更するものであります。 

  （以下、訂正前の②から⑦を③から⑧に繰り下げる。）  

(4) 現行定款の規定を全般的に見直して、条文の整備及び字句の修正等を行うものであります。 
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Ⅱ．「２．変更の内容」の一部訂正 

   ＜訂正前＞  
現  行  定  款 変  更  定  款  案 
第３章 株主総会 第３章 株主総会 

（基準日） （第15条に移設） 

第11条 当会社は、毎年３月31日の最終の
株主名簿等に記載又は記録された議
決権を行使できる株主をもって、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、必要ある場合は、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。

 

  
（招集） （招集） 
第12条 定時株主総会は、毎決算期の翌日

から３ヶ月以内に招集し、臨時株主
総会は、必要ある場合に随時招集す
る。 

第14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、
必要あるときに随時これを招集す
る。 

  
（決議方法） （決議の方法） 
第14条 株主総会の決議は、法令又は定款

に別段の定めある場合のほか、出席
株主の議決権の過半数をもって、こ
れを決する。 

第18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． 商法第343条に定める特別決議は、
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決する。

２． 会社法第309第２項に定める決議
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以上をもって行う。 

  
（取締役の任期） （任期） 
第18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
終結の時までとする。 

第22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。 

２． 増員又は補欠として選任された取
締役の任期は、在任取締役の任期の
満了すべき時までとする。 

３． 増員のため選任された取締役の任
期は、他の現任取締役の任期の満了
すべき時までとする。 

（削  除） 

  
（監査役の任期） （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
終結の時までとする。 

第31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． 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
すべき時までとする。 

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。 
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 ＜訂正後＞                   （ 条 が訂正箇所であります。） 

現  行  定  款 変  更  定  款  案 
（基準日） （第15条に移設） 
第11条 当会社は、毎年３月31日の最終の

株主名簿等に記載又は記録された議
決権を行使できる株主をもって、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、必要ある場合は、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 第３章 株主総会 

（招集） （招集） 
第12条 定時株主総会は、毎決算期の翌日

から３ヶ月以内に招集し、臨時株主
総会は、必要ある場合に随時招集す
る。 

第14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、
必要あるときに随時これを招集す
る。 

  
（決議方法） （決議の方法） 
第14条 株主総会の決議は、法令又は定款

に別段の定めある場合のほか、出席
株主の議決権の過半数をもって、こ
れを決する。 

第18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． 商法第343条に定める特別決議は、
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決する。

２．会社法第309条第２項に定める決
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以上をもって行う。 

  
（取締役の任期） （任期） 

第18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
終結の時までとする。 

第22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。 

２． 増員又は補欠として選任された取
締役の任期は、在任取締役の任期の
満了する時までとする。 

３． 増員のため選任された取締役の任
期は、他の現任取締役の任期の満了
すべき時までとする。 

（削  除） 

  
（監査役の任期） （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
終結の時までとする。 

第31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． 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
すべき時までとする。 

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。 

以 上 


