
平成 18 年 5 月 31 日 

各    位 

会社名            ワタミ株式会社 
代表者名 代表取締役社長・ＣＥＯ 渡邉 美樹 

(コード番号:7522 東証第１部) 

問合せ先      経営管理部長 武藤 輝一 

（TEL．03-5737-2784） 

 

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、平成 18 年 6 月 24 日開催予定の第 20 期定時株主総

会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせ

いたします。 

 

記 

 
1． 変更の理由 

「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」及び「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）持株会社体制への移行に伴い事業の目的を追加するものであります。 
（2）単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株主の権利を限定する規定を

新設するものであります。 
（3）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。 
（4）取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があ

っ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。 
（5）その他会社法が施行されたことに伴い、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． 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 

定款変更のための株主総会  平成 18 年 6 月 24 日（土曜日） 
定款変更の効力発生日    平成 18 年 6 月 24 日（土曜日） 

以 上 
 



【別紙】 
（下線は変更部分であります） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総  則 第１章 総  則 

（商 号） （商 号） 

第１条 当会社は、ワタミ株式会社と称し、英文では、

WATAMI CO.,LTD.と称す。 

第１条 当会社は、ワタミ株式会社と称し、英文では、

WATAMI CO.,LTD.と表示する。 

（目 的） （目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．次の事業を営む会社及びそれに相当する事業を

営む外国会社の株式を保有することによる当

該会社の事業活動の支配並びに管理 

（1）飲食店の経営及び飲食チェーン店の経営 

（2）各種食料品、飲料水の販売 

（3）食料品、酒類の輸出入並びに販売 

（4）食品製造並びに水産加工品製造及び調味加工

品製造 

（5）飲食店の経営についての技術援助及び経営指

導 

（6）不動産の売買、賃貸、仲介並びに管理業 

（7）建築物の設計、監理並びに施工 

（8）建築物における新築・改装に伴うＣＭ業務 

（9）損害保険代理業務及び生命保険募集に関する

業務 

（10）広告代理業 

１．飲食店の経営及び飲食チェーン店の経営 

２．各種食料品、飲料水の販売 

３．食料品、酒類の輸出入並びに販売 

４．不動産の売買、賃貸、仲介並びに管理業 

５．建築物の設計・管理並びに施工 

６．損害保険代理業及び生命保険募集に関する業務

７．広告代理業 

８．コンピューター並びに周辺機器の賃貸及び販売

導入指導 

９．飲食店の経営についての技術援助及び経営指導

10．上記各号に附帯する一切の業務 

（11）コンピューター並びに周辺機器の賃貸及び販

売導入指導 

 （12）有料老人ホームの設置経営 

 （13）移動入浴受託業務 

 （14）在宅介護者に対する介護に関する指導業務

 （15）高齢者在宅サービス事業 

 （16）介護用品、介護機器、健康機器の販売並びに

リース業務 

 （17）医療、福祉に関する調査、研究 

 （18）飲食物を提供する施設の設置経営 

 （19）什器備品等の販売、賃貸並びにその斡旋 

 （20）介護ヘルパー養成スクールの経営 

 （21）介護保険法に基づく介護ヘルパーの派遣 

 （22）老人ホームの入居者の募集業務 

 （23）老人ホームへの有料職業紹介業務 

 （24）介護保険法の規定による居宅介護支援事業

 （25）介護保険法の規定による訪問介護の居宅サー

ビス事業 

 （26）介護保険法の規定による訪問入浴介護の居宅

サービス事業 

 （27）介護保険法の規定による訪問看護の居宅サー

ビス事業 

 （28）介護保険法の規定による訪問リハビリテーシ

ョンの居宅サービス事業 

 （29）介護保険法の規定による居宅療養管理指導の

居宅サービス事業 

 （30）介護保険法の規定による通所介護の居宅サー

ビス事業 

 （31）介護保険法の規定による痴呆対応型共同生活

介護の居宅サービス事業 



現 行 定 款 変 更 案 

 （32）介護保険法の規定による特定施設入居者生活

介護の居宅サービス事業 

 （33）介護保険法の規定による介護予防特定施設入

居者生活介護の居宅サービス事業 

 （34）介護保険法の規定による福祉用具貸与の居宅

サービス事業 

 （35）身体障害者福祉法に基づく居宅介護事業及び

デイサービス事業 

 （36）知的障害者福祉法に基づく居宅介護事業及び

デイサービス事業 

 （37）児童福祉法に基づく居宅介護事業及びデイサ

ービス事業 

 （38）一般乗用旅客自動車運送事業 

 （39）介護保険法の規定による介護予防支援事業

 （40）介護保険法の規定による介護予防訪問介護の

居宅サービス事業 

 （41）介護保険法の規定による介護予防訪問看護の

居宅サービス事業 

 （42）介護保険法の規定による介護予防通所介護の

居宅サービス事業 

 （43）介護保険法の規定による介護予防福祉用具貸

与の居宅サービス事業 

 （44）介護保険法の規定による特定福祉用具販売の

居宅サービス事業 

 （45）介護保険法の規定による介護予防特定福祉用

具販売の居宅サービス事業 

 （46）医療事務代行業務 

 （47）医薬品、医薬部外品、化粧品及びそれらの原

料の輸出入及び販売の業務 

 （48）医療用機械器具、医療用諸材料、介護用品、

福祉用具の輸出入及び販売の業務 

 （49）日用雑貨、食品、果物、菓子類の輸出入及び

販売 

 （50）医療機械、什器備品、電機製品等の賃貸の業

務 

 （51）健康診断の受託斡旋の業務 

 （52）あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・

柔道整復師の施術所の経営 

 （53）医療事務スタッフ派遣業務 

 （54）ドクター採用派遣業務 

 （55）給食サービス業務 

 （56）病院メンテナンス・清掃サポート業務 

 （57）各種食料品の加工方法及び調理方法の企画、

開発及びコンサルティング並びにセミナーの

開催 

 （58）書籍・雑誌の企画、編集、出版、販売 

 （59）加盟店の品揃えの指導及びこれに伴う必要商

品の仕入ルートの研究、開発、斡旋 

 （60）商品検査業務 

 （61）農産物の生産 

 （62）農作業の代行、請負、委託 

 （63）農産物の生産に関する調査、研究、開発、技

術指導 

 （64）肥料、堆肥、飼料、農業資材の製造及び販売

 （65）経営コンサルタント業務 



現 行 定 款 変 更 案 

 （66）各種情報の収集及び提供に関する業務 

 （67）各種イベントの企画、制作 

 （68）新商品開発、企画、立案並びに販売、調査の

受託 

 （69）地域産業に関する商品の企画、立案並びに販

売、調査の受託 

 （70）ダンススクールの経営 

 （71）フラワーショップ及びフラワースクールの経

営 

 （72）フラワーショップ及びフラワースクールの技

術援助及び経営指導 

 （73）フランチャイズチェーンシステムによるフラ

ワーショップの経営並びに代理店、加盟店の募

集及び指導育成 

 （74）生花、草木類、観葉植物、造花、ドライフラ

ワー、球根、種苗、園芸用品の輸入、販売、宅

配並びにそれらのカタログ及びインターネッ

トによる通信販売 

 （75）日用雑貨品、書籍、絵画、美術、工芸品、食

料品、雑誌の輸入、販売 

 （76）花券、図書券等のギフト商品券の委託販売

 （77）工業所有権、特許権、商標権、実用新案権、

意匠権、著作権等の無体財産権の取得、売買、

運用、保全、賃貸、仲介 

 （78）土木工事、建築工事、機械器具設置工事、官

工事の設計、施工、管理、請負 

 （79）建物及び各種付属設備の保守、管理、清掃、

消毒、警備の請負 

 （80）厨房機器、電気照明器具、ガス器具、冷暖房

設備機器、換気装置機器、給排水機器、給湯機

器、計測器、計量器、消火機器等の住宅・店舗

用設備機器並びにそれらの部品・付属品の販売

 （81）一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬、保

管、処理、再生及びコンサルタント業 

 （82）倉庫業 

 （83）人材育成及び職業能力開発のための教育事業

 （84）洗浄剤、消臭剤、除菌剤、防かび剤、防虫剤、

工業薬品、劇物、清掃用具、清掃用品、日用品

雑貨の販売 

 （85）省エネルギー・省資源・低公害化に関する総

合コンサルタント業務 

 （86）焼却炉、生ゴミ処理機、浄水器等の販売 

 ２.前項各号及びそれに付帯または関連する一切の

業務 

（本店の所在地） （本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都大田区に置く。 第３条 現行どおり 

（新 設） （機 関） 

 第４条 当会社は、株主総会、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 

  

  



現 行 定 款 変 更 案 

（公告の方法） （公告方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、

電子公告によることができない事故その他の

やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新

聞に掲載して行う。 

第５条 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし電

子公告によることができない事故その他やむ

を得ない事由が生じたときは、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） （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、60,000,000株

とする。 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、60,000,000株と

する。 

（自己株式の取得） （自己の株式の取得） 

第６条 当会社は、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。 

第７条 当会社は、会社法第165条第2項に規定により、

取締役会の決議によって自己の株式を取得す

ることができる。 

（１単元の株式の数） （単元株式数） 

第７条 当会社は、100株をもって株式の１単元とする。 第８条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

② 当会社は１単元の株式の数に満たない株式に

係わる株券を発行しない。 

（削除） 

（新 設） （株券の発行） 

 第９条 当会社は株式に係る株券を発行する。 

   ② 前項の規定にかかわらず、当会社は単元未満

株式に係る株券を発行しない。 

（単元未満株式の買増し） （単元未満株式の売渡請求） 

第８条 単元未満株式を有する株主（実質株主含む。以

下同じ。）は、その有する単元未満株式の数と

併せて１単元の株式の数となるべき数の単元

未満株式を売渡すべき旨を当会社に請求する

ことができる。 

第10条 当会社の単元未満株式を有する株主（実質株

主含む。以下同じ。）は、その有する単元未

満株式の数と併せて単元株式数となるべき数

の株式を売渡すこと（以下「買増し」という。）

を当会社に請求することができる。 

② 前項の請求があった場合において、当会社が売

渡すべき数の株式を有しないときは、当会社は

前項の請求に応じないことができる。 

② 前項の請求があった場合において、当会社が売

渡すべき数の株式を有しないときは、当会社は

前項の請求に応じないことができる。 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単元未満株主の権利制限） 

第11条 当会社の単元未満株主は、その有する単元未

満株式について以下に掲げる権利以外の権利

を行使することができない。 

（1）会社法第189条第2項に掲げる権利 

（2）会社法第166条第1項の規定による請求をす

る権利 

（3）募集株式または募集新株予約権の割当てを

受ける権利 

（4）前条に規定する単元未満株式を買増しを請

求する権利 

（名義書換代理人） （株主名簿管理人） 

第９条 当会社は、株式につき名義書換代理人を置く。 第12条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

② 名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締

役会の決議により選定する。 

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。）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、信託財産の表示、株券の交付、

届出の受理、株券喪失登録簿への記載または記

録、単元未満株式の買取り・買増し等、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。 

③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下

同じ。）および株券喪失登録簿及び新株予約権

原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え

置き、株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約

権原簿への記載または記録、単元未満の買取

り・買増し、その他株式並びに新株予約権に関

する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社に

おいては取扱わない。 

  



現 行 定 款 変 更 案 

（株式取扱規程） （株式取扱規程） 

第10条 当会社の株券の種類、株式の名義書換、実質株

主名簿、株券喪失登録簿への記載または記録、

質権の登録、信託財産の表示、株券の交付、諸

届出、単元未満株式の買取り・買増し等、株式

に関する取扱い及び手数料については、取締役

会の定める株式取扱規程による。 

第13条 当会社が発行する株券の種類並びに株主名簿、

株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載

または記録、単元未満株式の買取り・買増し、

その他株式、または新株予約権に関する取扱い

及び手数料は、法令または定款に定めるものの

他、取締役会において定める株式取扱規程によ

る。 

（基準日） （基準日） 

第11条 当会社は毎営業年度末日の最終の株主名簿に

記載又は記録された株主（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。 

第14条 当会社は、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 前項その他本定款に定めがある場合のほか、必

要があるときは、あらかじめ公告して基準日を

定めることができる。 

② 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役

会の決議によって、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

利を行使することができる株主または登録株

式質権者とすることができる。 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

（招集の時期及び場所） （招集の時期及び場所） 

第12条 当会社の定時株主総会は、毎営業年度末日の翌

日から３カ月内に招集し臨時株主総会は、必要

に応じて招集する。 

第15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。

② 株主総会は、本店所在地またはその隣接地の他

東京都23区及び神奈川県横浜市内並びに千葉

県浦安市内並びに千葉県千葉市内において招

集することができる。 

② 株主総会は、東京都及び千葉県並びに神奈川県

並びに埼玉県において開催する。 

（招集者及び議長） （招集権者及び議長） 

第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほ

か、社長が招集し、その議長に任ずる。ただし、

社長に事故ある場合は、あらかじめ取締役会の

定める順序により、他の取締役がその任に当た

る。 

第16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

招集する。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、

他の取締役が招集する。 

 ② 株主総会においては、取締役社長が議長となる。

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

が議長となる。 

（新 設） （株主総会参考書類のインターネット開示とみなし提

供） 

 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類、事業報告書、計算書類及び連結計

算書類に記載また表示すべき事項に係る情報

を、法務省令に定めるところの従いインター

ネットを利用することにより、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） （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

めがある場合のほか、出席した株主の議決権の

過半数をもって決する。 

第18条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の

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。 
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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

にあたる多数をもって決する。 

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、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） （議決権の代理行使） 

第15条 株主が代理人をもって議決権を行使しようと

するときは、その代理人は、当会社の議決権を

有する株主に限る。 

第19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、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権を

証明する書面を、株主総会ごとに提出しなけれ

ばならない。 

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） （員 数） 

第16条 当会社の取締役は、15名以内とする。 第20条 当会社の取締役は、15名以内とする。 

（選 任） （選 任） 

第17条 当会社の取締役は、株主総会において総株主議

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。 

第21条 当会社の取締役は、株主総会の決議によって選

任する。 

（新 設） ② 取締役の選任決議は議決権を行使できる株主

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。 

② 取締役の選任については、累積投票によらな

い。 

③ 取締役の選任決議は累積投票によらない。 

（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の終結の時までとする。

第22条 取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業

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又

は増員により選任された取締役の任期は、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。 

（削除） 

（新 設） （代表取締役及び役付取締役） 

 第23条 当会社は、取締役会の決議によって、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。 

 ③ 取締役会は、その決議によって、取締役社長1

名を選定し、取締役副社長、専務取締役、常

務取締役各若干名を選定することができる。

（取締役会の招集） （取締役会の招集） 

第19条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長と

なる。社長に事故あるときは、あらかじめ取締

役会の定める順序により、他の取締役がこれに

代わる。 

第24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。 

② 取締役会の招集通知は、会日の３日前に各取締

役及び各監査役に対して発するものとする。た

だし、緊急の必要があるときは、この期間を短

縮することができる。 

② 取締役会の招集通知は、会日の３日前に各取締

役及び各監査役に対して発するものとする。た

だし、緊急の必要があるときは、この期間を短

縮することができる。 

（役付取締役） （削除） 

第20条 取締役会の決議をもって、取締役の中から社長

１名を選任し、必要に応じて、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。 
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（代表取締役） （削除） 

第21条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄す

る。取締役会の決議をもって、前条の役付取締

役の中から会社を代表する取締役を定めるこ

とができる。 

 

（新 設） （取締役会の決議の省略） 

 第25条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項

について書面または電磁的記録により同意し

たときは、当該決議事項を可決する旨の取締役

会の決議があったものとみなす。ただし、監査

役が異議を述べたときはこの限りでない。 

（報 酬） （報酬等） 

第22条 取締役の報酬は、株主総会の決議をもって定め

る。 

第26条 取締役の報酬、賞与その他業務執行の対価と

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。 

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） （員 数） 

第23条 当会社の監査役は、５名以内とする。 第27条 当会社の監査役は、５名以内とする。 

（選 任） （選 任） 

第24条 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。

第28条 当会社の監査役は、株主総会の決議によって選

任する。 

（新 設）   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。 

（補欠監査役の選任） （削除） 

第25条 当会社は法令の定める監査役の員数を欠いた

場合に備えて、あらかじめ補欠監査役を選任

（以下「予選」という。）することができる。

 

② 補欠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

の過半数をもってこれを行う。 

 

③ 第１項の予選の効力は、当該選任のあった株主

総会後最初に開催される定時株主総会開催の

時までとする。 

 

（任 期） （任 期） 

第26条 監査役の任期は、就任後４年内の最終の決算に

関する定時株主総会の終結の時までとする。 

第29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、前任者の任期の残存

期間と同一とする。 

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。 

③ 前条第１項に定める予選された補欠監査役が

監査役に就任した場合、その監査役の任期は、

前任者の任期の残存期間と同一とする。 

（削除） 

（監査役会） （監査役会） 

第27条 監査役会の招集通知は、会日の３日前に各監査

役に対して発するものとする。ただし緊急の必

要のあるときは、この期間を短縮することがで

きる。 

第30条 監査役会の招集通知は、会日の３日前に各監査

役に対して発するものとする。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

きる。 

② 監査役会に関する事項については、監査役会の

定める監査役会規定による。 

（削除） 
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③ 常勤監査役については、監査役の互選によって

選任する。 

② 監査役は、監査役の中から常勤の監査役を選定

する。 

（報 酬） （報酬等） 

第28条 監査役の報酬は、株主総会の決議をもって定め

る。 

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。 

 第６章 会計監査人 

（新 設） （選 任） 

 第32条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任す

る。 

（新 設） （任 期） 

 第33条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了す

る事業年度にうち最終のものに関する定時株

主総会の時までとする。 

   ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別

段の決議がなさらなかったときは、当該定時株

主総会において再任されたものとみなす。 

（新 設） （報酬等） 

 第34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６章 計  算 第７章 計  算 

（営業年度） （事業年度） 

第29条 当会社の営業年度は、毎年4月１日より翌年3月

31日までの年１期とする。 

第35条 当会社の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月

31日までの1年とする。 

（利益配当） （期末配当金） 

第30条 利益配当金は、毎営業年度末日の最終の株主名

簿に記載又は記録された株主又は質権者に対

して支払う。 

第36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または記録され

た株主また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。）

を支払う。 

（中間配当） （中間配当金） 

第31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

又は質権者に中間配当をすることができる。 

第37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

株主または登録株式質権者対し、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。）をすることができる。 

（配当金の除斥期間） （配当金の除斥期間） 

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義務を免れるものとする。

第38条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日か

ら満３年を経過してもなお受領されないとき

は、当会社はその支払義務を免れる。 

以 上 


