
                                 平成１８年６月６日 
各 位 
                                会社名 トリニティ工業株式会社 
                               代表者名 取締役社長 新井 益治 
                               （コード番号 6382 東証第２部） 
                               問合せ先 取締役副社長 古田 豊 
                               （TEL．0565－24－4800） 
 

（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１６日に開示いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」の内容に 
一部訂正がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には網掛けを 
付しております。 

 
                     記 
訂正内容 

【訂正前】 
１．定款変更の目的 

    （２）平成 18年４月 1日付をもって、当社の完全子会社である株式会社カラハシおよび 
              株式会社マテックと簡易合併したことに伴い、当社企業集団の事業の更なる強化を 
       図るため、事業目的の整備を行うものであります。 
 
  【訂正後】 
  １．定款変更の目的 
    （２）監査体制の強化・充実を図るため、第２６条（監査役の員数）の員数の増員を 
              行うものであります。 
        （３）平成 18年４月 1日付をもって、当社の完全子会社である株式会社カラハシおよび 
              株式会社マテックと簡易合併したことに伴い、当社企業集団の事業の更なる強化を 
       図るため、事業目的の整備を行うものであります。



 【訂正前】 
     ３．定款変更の内容 

       
（下線部分は変更箇所。） 

現 行 定 款 変 更 案 
 
（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 
   
  11．前各号に関する設置建設工事および 
    代理行為ならびに付帯する一切の業務 
 
 

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

15．前各号に関する機械器具設置工事業および 
    付帯する事業ならびに関連する一切の業務、 
    代理行為および輸出入業務 
 

 
（新 設） 
 

 
（単元未満株式についての権利） 
第７条 当会社の単元未満株主は、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項各号に掲げる権利 
  （２）取得請求権付株式の取得を請求する権利 
（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 
 

 
（名義書換代理人） 
第７条 
 
 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、株券喪失登録、単元未満株式の買取りその他 
   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。 
 

 
（株主名簿管理人） 
第８条 
     
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、 
   株券喪失登録簿およ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、その他株式ならびに 
   新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、 
   当会社においてはこれを取扱わない。 
 

 
（基準日） 
第９条 
 
 ２．前項その他本定款に定めのある場合のほか、必要が 
   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。 
 

 
（基準日） 
第 10条  
  
２．前項その他本定款に定めのある場合のほか、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。 
 

 
（総会の決議） 
第 11条  
 
２．商法第３４３条の規定によるべき決議は、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行なう。 

 

 
（総会の決議） 
第 12条 
 
２．会社法第３０９条第２項の定めによるべき決議は、 
   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以上をもってこれを行なう。 
 

 
（総会の議長） 
第 13条 株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。 
     取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会 
     が定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。 
 

 
（総会の議長） 
第 14条 株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。 
     取締役社長にさしつかえあるときは、取締役会に 
        おいてあらかじめ定めた順序に従って、他の取締役 
        がこれに代わる。 
 
 
 



現 行 定 款 変 更 案 
 
（取締役の任期） 
第 16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。 

 
２． 補欠または増員のため就任した取締役の任期は、 

他の現任者の残任期間とする。 
 

 
（取締役の任期） 
第 19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．補欠または増員のため選任された取締役の任期は、 
        他の現任者の任期の満了する時までとする。 
 

 
（代表取締役） 
第 17条 取締役会の決議をもって、代表取締役若干名を 
        定める。 
 

 
（代表取締役） 
第 20条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役 
        若干名を選定する。 

 
（監査役の任期） 
第 22条  
   
    ２．補欠のため就任した監査役の任期は、前任者の 
        残任期間とする。 
 

 
（監査役の任期） 
第 28条  
 
    ２．補欠として選任された監査役の任期は、前任者の 
        任期の満了する時までとする。 
 

 
（利益配当金ならびに中間配当） 
第 25条 当会社の利益配当金は、毎決算期最終の株主名簿に 
        記載または記録された株主または登録質権者に 
        対して支払う。 
 
  ２．取締役会の決議に基づき、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 
       質権者に対して、商法第２９３条の５に定める金銭の  
       分配（以下中間配当という）をすることができる。 
 
 

 
（期末配当金ならびに中間配当金） 
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て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。 
    ２．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または記録された 
        株主または登録株式質権者に対して、会社法 
        第４５４条第５項に定める金銭による剰余金の配当 
       （以下「中間配当金」という。）をすることができる。 
 
 

 
（除斥期間） 
第 26条 利益配当金および中間配当金は、支払提供の日から 
        ３年を経過したときは、その支払の義務を免れる 
        ものとする。未払の利益配当金および中間配当金に 
        対しては利息をつけない。 

 
（配当金の除斥期間） 
第 37条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から 
        満３年を経過したときは、その支払の義務を免れる 
        ものとする。未払の期末配当金および中間配当金に 
        対しては利息をつけない。 
 

 

 

 

 
 



【訂正後】 
     ３．定款変更の内容 

       
（下線は変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 
 
（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 
   
  11．前各号に関する設置建設工事および 
    代理行為ならびに付帯する一切の業務 
 
 

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

15．前各号に関する機械器具設置工事業および 
    付帯する事業ならびに関連する一切の業務、 
    代理行為および輸出入業務 
 

 
（新 設） 
 

 
（単元未満株式についての権利） 
第７条 当会社の単元未満株主は、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項各号に掲げる権利 
  （２）取得請求権付株式の取得を請求する権利 
（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 
 

 
（名義書換代理人） 
第７条 
 
 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、株券喪失登録、単元未満株式の買取りその他 
   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。 
 

 
（株主名簿管理人） 
第８条 
     
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、 
   株券喪失登録簿およ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、その他株式ならびに 
   新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、 
   当会社においてはこれを取扱わない。 
 

 
（基準日） 
第９条 
 
 ２．前項その他本定款に定めのある場合のほか、必要が 
   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。 
 

 
（基準日） 
第 10条  
  
２．前項その他本定款に定めのある場合のほか、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。 
 

 
（総会の決議） 
第 11条  
 
２．商法第３４３条の規定によるべき決議は、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行なう。 

 

 
（総会の決議） 
第 12条 
 
２．会社法第３０９条第２項の定めによるべき決議は、 
   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以上をもってこれを行なう。 
 

 
（総会の議長） 
第 13条 株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。 
     取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会 
     が定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。 
 

 
（総会の議長） 
第 14条 株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。 
     取締役社長にさしつかえあるときは、取締役会に 
        おいてあらかじめ定めた順序に従って、他の取締役 
        がこれに代わる。 
 
 
 



現 行 定 款 変 更 案 
 
（取締役の任期） 
第 16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。 

 
３． 補欠または増員のため就任した取締役の任期は、 

他の現任者の残任期間とする。 
 

 
（取締役の任期） 
第 19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．補欠または増員のため選任された取締役の任期は、 
        他の現任者の任期の満了する時までとする。 
 

 
（代表取締役） 
第 17条 取締役会の決議をもって、代表取締役若干名を 
        定める。 
 

 
（代表取締役） 
第 20条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役 
        若干名を選定する。 
 

 
（監査役の任期） 
第 22条 
   
    ２．補欠のため就任した監査役の任期は、前任者の 
        残任期間とする。 
 

 
（監査役の任期） 
第 28条  
 
    ２．補欠として選任された監査役の任期は、前任者の 
        任期の満了する時までとする。 
 

 
（利益配当金ならびに中間配当） 
第 25条 当会社の利益配当金は、毎決算期最終の株主名簿に 
        記載または記録された株主または登録質権者に 
        対して支払う。 
 
  ２．取締役会の決議に基づき、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 
       質権者に対して、商法第２９３条の５に定める金銭の  
       分配（以下中間配当という）をすることができる。 
 
 

 
（期末配当金ならびに中間配当金） 
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て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。 
    ２．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または記録された 
        株主または登録株式質権者に対して、会社法 
        第４５４条第５項に定める金銭による剰余金の配当 
       （以下「中間配当金」という。）をすることができる。 
 
 

 
（除斥期間） 
第 26条 利益配当金および中間配当金は、支払提供の日から 
        ３年を経過したときは、その支払の義務を免れる 
        ものとする。未払の利益配当金および中間配当金に 
        対しては利息をつけない。 

 
（配当金の除斥期間） 
第 37条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から 
        満３年を経過したときは、その支払の義務を免れる 
        ものとする。未払の期末配当金および中間配当金に 
        対しては利息をつけない。 
 

以上 

 


