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平成 18 年 6 月 1 日 

各   位 

会 社 名     オルガノ株式会社 

代表者名 取締役社長 橋本 喜代志 

                       （コード番号 6368 東証第 1 部） 

              問合せ先   取締役兼常務執行役員 

田中 康彦 

                   （TEL 03－5635－5111） 

 

（訂正）「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

 当社は、平成 18 年 5 月 12 日発表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」に

ついて、訂正する必要が生じましたので、下記のとおりお知らせします。なお、実質的な

内容に変更はございません。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

訂正前 

(3) 株主の皆様の便宜を図るため、単元未満株主様のご請求により、当社が保有する自

己株式を売り渡して、単元株主となっていただくことが可能となる変更案第 10 条

（単元未満株式の買増し）を新設するものであります。 

訂正後 

(3) 単元未満株式をご所有の株主の皆様の便宜を図るため、ご請求により、当社が保有

する自己株式を売り渡して、単元株式になるよう買増しいただくことが可能となる

変更案第 10 条（単元未満株式の買増し）を新設するものであります。 

 

２．定款変更の内容 

訂正前 
 

現   行   定   款 変     更     案 

（目   的） （目   的） 

第２条 当会社は次の事業を営むこと

をもって目的とする。 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。 

１．イオン交換体、活性炭、その他吸着

剤、膜処理剤の製造及び販売 

１．（現行どおり） 

２．イオン交換体、活性炭、その他吸着

剤、膜処理剤を使用する装置の計画、

設計、製作、施工、監理及び販売 

２．（現行どおり） 
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現   行   定   款 変     更     案 

３．給水装置、浄水装置、廃水処理装置

の計画、設計、製作、施工、監理及び

販売 

３．（現行どおり） 

４．上下水道施設、清掃施設、環境衛生

設備の計画、設計、製作、施工、監理

及び販売 

４．（現行どおり） 

５．廃棄物処理装置、大気浄化装置、排

ガス処理装置、その他公害防止関連装

置の計画、設計、製作、施工、監理及

び販売 

５．（現行どおり） 

６．土壌浄化に関する設備の計画、設計、

製作、施工、監理及び販売 

６．（現行どおり） 

７．土木工事、建設工事、機械器具設置

工事、管工事、消防施設の計画、設計、

施工及び監理 

７．（現行どおり） 

８．電気工事、電気通信工事の計画、設

計、施工及び監理 

８．（現行どおり） 

９．しゅんせつ工事、造園工事の計画、

設計、施工及び監理 

９．（現行どおり） 

10．医薬品、医療用具、食品、食品添加

剤、工業薬品、その他化学製品の製造

及び販売 

10．（現行どおり） 

11．自動制御、計測機器の設計、製作及

び販売 

11．（現行どおり） 

12．水質、大気等の分析業務 12．（現行どおり） 

13．厨房、浴室、衛生機器、建築用設備

機器の設計、製作及び販売並びに関連

する工事の計画、設計、施工及び監理

13．（現行どおり） 

14．前各号に関連する輸出入、代理仲介

、リース業、維持管理及びコンサルティ

ング業務 

14．（現行どおり） 

15．各種保険の代理業 15．（現行どおり） 

16．印刷事業 16．（現行どおり） 

17．労働者派遣事業 17．（現行どおり） 

18．その他前各号に関連する事業 18．（現行どおり） 

  

（会社が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１億2,696万株とする。 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１

億2,696万株とする。 
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現   行   定   款 変     更     案 

（１単元の株式） （単元株式数及び単元未満株券の不発行）

第５条の２ 当会社は1,000株をもって

株式の１単元とする。 

（新   設） 

第８条 当会社の単元株式数は、1,000株と

する。 

２ 当会社は、前条の規定にかかわらず、

単元未満株式にかかわる株券を発行しな

い。ただし、株式取扱規則に定めるとこ

ろについてはこの限りではない。 

  

（新   設） （単元未満株式についての権利） 

 第９条 当会社の株主（実質株主を含む。

以下同じ。）は、その有する単元未満

株式について、次に掲げる権利以外

の権利を行使することができない。

１．会社法第 189 条第２項各号に掲げる権

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．株主の有する株式数に応じて募集株式

の割当て及び募集新株予約権の割

当てを受ける権利 

４．次条に定める請求をする権利 

  

（新   設） （自己の株式の取得） 

 第11条 当会社は、会社法第165条第２項の

規定により、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。 

  

（名義書換代理人） （株主名簿管理人） 

第８条 当会社は株式につき名義書換

代理人を置く。 

    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。 

    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、質権の登録及び信託

財産の表示又はこれらの抹消、株

券の交付、届出の受理、単元未満

株式の買取り等株式に関する事

務は名義書換代理人に取扱わせ、

当会社においては取扱わない。 

第12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（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、新株予約権原簿及び株券

喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管

理人にこれを委託し、当会社においては

取り扱わない。 
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現   行   定   款 変     更     案 

（新   設） （開催場所） 

 第15条 当会社は、東京都江東区又はその

隣接区で株主総会を開催する。 

  

（普通決議要件） （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、

出席した株主の議決権の過半数

をもってこれを行う。 

 

（新   設） 

第19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。 

  

（議決権の代理行使） （議決権の代理行使） 

第15条 株主は当会社の議決権を行使

することができる他の株主を代

理人として、その議決権を行使す

ることができる。 

    この場合には委任状を当会社

に提出しなければならない。 

第20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。 

  

（任   期） （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

主総会終結のときまでとする。 

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と

きまでとする。 

  

（選任決議） （選任方法） 

第18条 取締役は株主総会において選

任する。 

 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

株主が出席して、その議決権の過

半数をもってこれを行う。 

    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。 

第23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 取締役の選任決議は、累積投票によら

ないものとする。 
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現   行   定   款 変     更     案 

（代表取締役） （代表取締役及び役付取締役） 

第19条 会社を代表すべき取締役は取

締役会において選任する。 

第24条 取締役会は、その決議によって代

表取締役を選定する。 

（新   設） ２ 取締役会は、その決議によって取締役

会長、取締役社長、取締役副社長各１名

を定めることができる。 

  

（新   設） （取締役会の招集通知） 

 第27条 取締役会の招集通知は、会日の３

日前までに各取締役及び各監査役に

対して発する。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 取締役及び監査役の全員の同意がある

ときは、招集の手続きを経ないで取締役

会を開催することができる。 

  

（任   期） （任   期） 

第26条 監査役の任期は就任後４年内

の最終の決算期に関する定時株

主総会終結のときまでとする。 

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と

きまでとする。 

  

（新   設） （補欠監査役の任期） 

 第32条 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

るときまでとする。 

  

（選任決議） （選任方法） 

第27条 監査役は株主総会において選

任する。 

    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

株主が出席して、その議決権の過

半数をもってこれを行う。 

第33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。 
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現   行   定   款 変     更     案 

（監査役会の議長及び招集） （監査役会の招集通知） 

第30条 監査役会は、監査役の互選によ

り議長を定める。 

    監査役会の招集は、前項の議長

がこれにあたる。ただし、他の監

査役が招集することを妨げない。

 監査役会の招集通知は各監査

役に対し会日より３日前に発す

るものとする。ただし、緊急必要

があるときは更に短縮すること

ができる。 

第35条 監査役会の招集通知は、会日の３

日前までに各監査役に対して発す

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 監査役全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ないで監査役会を開催する

ことができる。 

 

 

訂正後 
 

現   行   定   款 変     更     案 

（目   的） （目   的） 

第２条 当会社は次の事業を営むこと

をもって目的とする。 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。 

１．イオン交換体、活性炭、その他吸着

剤、膜処理剤の製造及び販売 

  １．（現行どおり） 

２．イオン交換体、活性炭、その他吸着

剤、膜処理剤を使用する装置の計画、

設計、製作、施工、監理及び販売 

  ２．（現行どおり） 

３．給水装置、浄水装置、廃水処理装置

の計画、設計、製作、施工、監理及び

販売 

  ３．（現行どおり） 

４．上下水道施設、清掃施設、環境衛生

設備の計画、設計、製作、施工、監理

及び販売 

  ４．（現行どおり） 

５．廃棄物処理装置、大気浄化装置、排

ガス処理装置、その他公害防止関連装

置の計画、設計、製作、施工、監理及

び販売 

  ５．（現行どおり） 

６．土壌浄化に関する設備の計画、設計、

製作、施工、監理及び販売 

  ６．（現行どおり） 

７．土木工事、建設工事、機械器具設置

工事、管工事、消防施設の計画、設計、

施工及び監理 

  ７．（現行どおり） 

８．電気工事、電気通信工事の計画、設

計、施工及び監理 

  ８．（現行どおり） 

９．しゅんせつ工事、造園工事の計画、

設計、施工及び監理 

  ９．（現行どおり） 
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現   行   定   款 変     更     案 

10．医薬品、医療用具、食品、食品添加

剤、工業薬品、その他化学製品の製造

及び販売 

  10．（現行どおり） 

11．自動制御、計測機器の設計、製作及

び販売 

  11．（現行どおり） 

12．水質、大気等の分析業務   12．（現行どおり） 

13．厨房、浴室、衛生機器、建築用設備

機器の設計、製作及び販売並びに関連

する工事の計画、設計、施工及び監理

  13．（現行どおり） 

14．前各号に関連する輸出入、代理仲介

、リース業、維持管理及びコンサルティ

ング業務 

  14．（現行どおり） 

15．各種保険の代理業   15．（現行どおり） 

16．印刷事業   16．（現行どおり） 

17．労働者派遣事業   17．（現行どおり） 

18．その他前各号に関連する事業   18．（現行どおり） 

  

（会社が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１億2,696万株とする。 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１

億2,696万株とする。 

  

（１単元の株式） （単元株式数及び単元未満株券の不発行）

第５条の２ 当会社は1,000株をもって

株式の１単元とする。 

（新   設） 

第８条 当会社の単元株式数は、1,000株と

する。 

  ２ 当会社は、前条の規定にかかわら

ず、単元未満株式にかかわる株券を

発行しない。ただし、株式取扱規則

に定めるところについてはこの限り

ではない。 

  

（新   設） （単元未満株式についての権利） 

 第９条 当会社の株主（実質株主を含む。

以下同じ。）は、その有する単元未満

株式について、次に掲げる権利以外

の権利を行使することができない。

  １．会社法第 189 条第２項各号に掲げ

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．株主の有する株式数に応じて募集

株式の割当て及び募集新株予約権の

割当てを受ける権利 
  ４．次条に定める請求をする権利 
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（新   設） （自己の株式の取得） 

 第11条 当会社は、会社法第165条第２項の

規定により、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。 

  

（名義書換代理人） （株主名簿管理人） 

第８条 当会社は株式につき名義書換

代理人を置く。 

    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。 

    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、質権の登録及び信託

財産の表示又はこれらの抹消、株

券の交付、届出の受理、単元未満

株式の買取り等株式に関する事

務は名義書換代理人に取扱わせ、

当会社においては取扱わない。 

第12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（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

約権原簿及び株券喪失登録簿に関す

る事務は、株主名簿管理人にこれを

委託し、当会社においては取り扱わ

ない。 

  

（新   設） （開 催 場 所） 

 第15条 当会社は、東京都江東区又はその

隣接区で株主総会を開催する。 

  

（普通決議要件） （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、

出席した株主の議決権の過半数

をもってこれを行う。 

 

（新   設） 

第19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。 
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（議決権の代理行使） （議決権の代理行使） 

第15条 株主は当会社の議決権を行使

することができる他の株主を代

理人として、その議決権を行使す

ることができる。 

    この場合には委任状を当会社

に提出しなければならない。 

第20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。 

  

（任   期） （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

主総会終結のときまでとする。 

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。 

  

（選任決議） （選任方法） 

第18条 取締役は株主総会において選

任する。 

 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

株主が出席して、その議決権の過

半数をもってこれを行う。 

    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。 

第23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 取締役の選任決議は、累積投票に

よらないものとする。 

  

（代表取締役） （代表取締役及び役付取締役） 

第19条 会社を代表すべき取締役は取

締役会において選任する。 

第24条 取締役会は、その決議によって代

表取締役を選定する。 

（新   設）   ２ 取締役会は、その決議によって取

締役会長、取締役社長、取締役副社

長各１名を定めることができる。 

  

（新   設） （取締役会の招集通知） 

 第27条 取締役会の招集通知は、会日の３

日前までに各取締役及び各監査役に

対して発する。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 取締役及び監査役の全員の同意が

あるときは、招集の手続きを経ない

で取締役会を開催することができ

る。 
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（任   期） （任   期） 

第26条 監査役の任期は就任後４年内

の最終の決算期に関する定時株

主総会終結のときまでとする。 

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。 

  

（新   設） （補欠監査役の任期） 

 第32条 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。 

  

（選任決議） （選任方法） 

第27条 監査役は株主総会において選

任する。 

    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

株主が出席して、その議決権の過

半数をもってこれを行う。 

第33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。 

  

（監査役会の議長及び招集） （監査役会の招集通知） 

第30条 監査役会は、監査役の互選によ

り議長を定める。 

    監査役会の招集は、前項の議長

がこれにあたる。ただし、他の監

査役が招集することを妨げない。

 監査役会の招集通知は各監査

役に対し会日より３日前に発す

るものとする。ただし、緊急必要

があるときは更に短縮すること

ができる。 

第35条 監査役会の招集通知は、会日の３

日前までに各監査役に対して発す

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 監査役全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査役会を

開催することができる。 

 

（注）訂正が必要な条文のみ抜粋しております。網掛けの部分が訂正箇所となります。 

 

以  上 

 


