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（訂正）「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 
 
 平成 18 年５月 26 日付にて発表いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」に一部

訂正がございましたので、下記の通り訂正してお知らせいたします。 
 

記 
 
訂正箇所および内容（訂正後内の網掛け部分が訂正箇所でございます。） 
（１）＜訂正前＞ 

現行定款 変更案 
（新 設） （株券の発行） 

第７条   当会社は、株式にかかわる株

券を発行する。 
   ＜訂正後＞ 

現行定款 変更案 
（新 設） （株券の発行） 

第７条   当会社は、株式に係る株券を

発行する。 
 
（２）＜訂正前＞ 

現行定款 変更案 
（１単元の株式数及び単元未満株券の不発

行） 
第７条  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

わ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

ない。 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 
 

第９条  ２．当会社は、単元未満株式に

係わる株券を発行しないこ

とができる。 

＜訂正後＞ 
現行定款 変更案 

（１単元の株式数及び単元未満株券の不発

行） 
第７条  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

わ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

ない。 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 
 

第９条  ２．当会社は、第 7 条の規定に

係らず、単元未満株式に係わ

る株券を発行しないことが

できる。ただし、株式取扱規

程に定めるところについて

はこの限りでない。 

 



（３）＜訂正前＞ 
現行定款 変更案 

（名義書換代理人） 
第９条  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。 

（株主名簿管理人） 
第１１条  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。 
＜訂正後＞ 

現行定款 変更案 
（名義書換代理人） 
第９条  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。 

（株主名簿管理人） 
第１１条  ２．株主名簿管理人及びその

事務取扱場所は、取締役会の

決議によって選定する。 
 
（４）＜訂正前＞ 

現行定款 変更案 
（取締役の選任方法） 
第１７条  当会社の取締役は、株主総会

においてこれを選任する。 

（選任方法） 
第２０条  当会社の取締役は、株主総会

において選任する。 
＜訂正後＞ 

現行定款 変更案 
（取締役の選任方法） 
第１７条  当会社の取締役は、株主総会

においてこれを選任する。 

（選任方法） 
第２０条  取締役は、株主総会において

選任する。 
 
（５）＜訂正前＞ 

現行定款 変更案 
（取締役の任期） 
第１８条  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。 

（任 期） 
第２１条  ２．（削除） 

＜訂正後＞ 
現行定款 変更案 

（取締役の任期） 
第１８条  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。 

（任 期） 
第２１条  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。 
 
（６）＜訂正前＞ 

現行定款 変更案 
（代表取締役及び役付取締役） 
第１９条  ２．取締役会の決議により、

取締役の中から取締役会長、

取締役社長各１名、取締役副

社長、専務取締役、常務取締

役を各若干名置くことがで

きる。 

（代表取締役及び役付取締役） 
第２２条  ２．取締役会は、その決議に

よって取締役会長、取締役社

長各１名、取締役副社長、専

務取締役、常務取締役各若干

名を定めることができる。 

 
 



＜訂正後＞ 
現行定款 変更案 

（代表取締役及び役付取締役） 
第１９条  ２．取締役会の決議により、

取締役の中から取締役会長、

取締役社長各１名、取締役副

社長、専務取締役、常務取締

役を各若干名置くことがで

きる。 

（代表取締役及び役付取締役） 
第２２条  ２．取締役会は、その決議に

よって取締役会長、取締役社

長各１名、取締役副社長、専

務取締役、常務取締役各若干

名定めることができる。 

 
（７）＜訂正前＞ 

現行定款 変更案 
（新 設） （取締役会の召集通知） 

第２４条  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。ただ

し、緊急の場合にはこれを短

縮することができる。 
＜訂正後＞ 

現行定款 変更案 
（新 設） （取締役会の召集通知） 

第２４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。 
 
（８）＜訂正前＞ 

現行定款 変更案 
（取締役の責任免除） 
第２５条  当会社は、商法 266 条第 12

項の規定により、取締役会の

決議をもって、同条第１項第

５号の行為に関する取締役

（取締役であったものを含

む。）の責任を法令の限度に

おいて免除することができ

る。 

（取締役の責任免除） 
第２８条  当会社は、会社法第 423 条第

1 項の規定により、任務を怠

ったことによる取締役（取締

役であった者を含む。）の損

害賠償責任を、法令の限度に

おいて、取締役会の決議によ

って免除することができる。 

２．当会社は商法第 266 条第 19
項の規定により社外取締役

との間に、同条第１項第５号

の行為による賠償責任を限

定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約

に基づく賠償責任の限度額

は、30 万円以上であらかじ

め定めた金額又は法令が規

定する額のいずれか高い額

とする。 

２．当会社は社外取締役との間

で、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、当該契約に基づく賠

償責任の限度額は、30 万円

以上であらかじめ定めた額

と法令の定める最低責任限

度額とのいずれか高い額と

する。 



＜訂正後＞ 
現行定款 変更案 

（取締役の責任免除） 
第２５条  当会社は、商法 266 条第 12

項の規定により、取締役会の

決議をもって、同条第１項第

５号の行為に関する取締役

（取締役であったものを含

む。）の責任を法令の限度に

おいて免除することができ

る。 

（取締役の責任免除） 
第２８条  当会社は、会社法第 426 条第

1 項の規定により、任務を怠

ったことによる取締役（取締

役であった者を含む。）の損

害賠償責任を、法令の限度に

おいて、取締役会の決議によ

って免除することができる。 

２．当会社は商法第 266 条第 19
項の規定により社外取締役

との間に、同条第１項第５号

の行為による賠償責任を限

定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約

に基づく賠償責任の限度額

は、30 万円以上であらかじ

め定めた金額又は法令が規

定する額のいずれか高い額

とする。 

２．当会社は、会社法第 427 条

第 1 項の規定により、社外

取締役との間に、任務を怠っ

たことによる損害賠償責任

を限定する契約を締結する

ことができる。ただし、当該

契約に基づく賠償責任の限

度額は、金 30万円以上であ

らかじめ定めた金額と法令

が規定する額のいずれか高

い額とする。 
 
（９）＜訂正前＞ 

現行定款 変更案 
（利益配当金） 
第３３条  利益配当金は、毎年３月 31 

日の最終の株主名簿に記載

または記録された株主又は

登録質権者に対しこれを支

払う。 

（剰余金の配当の基準日） 
第４２条  当会社の期末配当の基準日

は、毎年３月 31 日とする。 

（新 設） ２．当会社の中間配当の基準日

は、毎年９月 30 日とする。 
＜訂正後＞ 

現行定款 変更案 
（利益配当金） 
第３３条  利益配当金は、毎年３月 31 

日の最終の株主名簿に記載

または記録された株主又は

登録質権者に対しこれを支

払う。 

（剰余金の配当の基準日） 
第４２条  当会社の期末配当の基準日

は、毎年３月 31 日とする。 

（新 設） （中間配当） 
第４３条  当会社は、取締役会の決議に

よって、毎年９月 30 日を基

準日として中間配当をする

ことができる。 
 
 
 
 
 



（１０）＜訂正前＞ 
現行定款 変更案 

（配当金の除斥期間等） 
第３５条  利益配当金及び中間配当金

は、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。 

（配当金の除斥期間等） 
第４３条  配当財産が金銭である場合

は、その支払開始の日から

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。 
２．利益配当金及び中間配当金に

は利息を付けないものとす

る。 

２．未払の配当金には利息をつけ

ない。 

＜訂正後＞ 
現行定款 変更案 

（配当金の除斥期間等） 
第３５条  利益配当金及び中間配当金

は、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。 

（配当金の除斥期間等） 
第４４条  配当財産が金銭である場合

は、その支払開始の日から

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。 
２．利益配当金及び中間配当金に

は利息を付けないものとす

る。 

２．未払の配当金には利息をつけ

ないものとする。 

 
 
 

以上 


