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（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 15 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」

につきまして、一部訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

【開示事項の訂正箇所】 

 表中の網掛け部分（ ）が訂正箇所です。 

 

１．変更の理由 

 （訂正前） 

①会社法第４２７条第１項の規定に従い、取締役、社外取締役および監査役、社外監
査役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、第２９条取締役の（責
任免除）、第３５条監査役の（責任免除）を新設するものであります。 

 （訂正後） 

①会社法第４２６条第１項ならびに会社法第４２７条第１項の規定に従い、取締役お
よび社外取締役、監査役および社外監査役が期待される役割を十分に発揮すること
ができるよう、第２９条（責任免除）、第３５条（責任免除）を新設するものであ
ります。 

 

 （訂正前） 

（２）取締役会の迅速な意思決定および経営監督に専念することを主旨として、効率
的かつ実効性のある取締役会運営を行えるよう、現行定款第２１条に定める取締役
の員数を１５名以内から９名以内に変更するものであります。 

 （訂正後） 

（２）取締役会の迅速な意思決定による、効率的かつ実効性のある取締役会運営を行
うことを主旨として、従来の取締役の選任状況に照らし、現行定款第１７条に定め
る取締役の員数を１５名以内から９名以内に変更するものであります。 
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２．定款変更の内容 

(下線部が変更箇所) 

変更案（訂正前） 変更案（訂正後） 
 
（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 
    １．化学工業薬品、合成樹脂、染料、顔料、

塗料、染色助剤、毒物および劇物の製
造、販売ならびに輸出入 

    ２．肥料の製造、販売ならびに輸出入 
    ３．医薬品の売買 
    ４．建築資材、衣料品、電気機器および部

品、機械、工具、その他一般雑貨の販
売ならびに輸出入 

    ５．化学繊維、天然繊維の加工、販売なら
びに輸出入 

    ６．織物、編物、不織布、ミシン糸の製造、
販売ならびに輸出入 

    ７．麹菌、酵母菌、乳酸菌等の微生物を利
用した酒類、飲料水、調味料、加工食
品およびそれらの素材の研究、開発、
製造、販売ならびに輸出入 

    ８．損害保険代理業 
    ９．貸ビル業 
    10．前各号に関連する一切の事業 
 
（本店の所在地） 
第３条 当会社は、本店を大阪市におく。 
 
（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、５，１８５万

株とする。ただし、消却が行われた場合に
は、これに相当する株式数を減ずる。 

 
（単元株式数および単元未満株券の不発行） 
 
第９条 当会社の単元株式数は、１，０００株とす

る。 
  ② 当会社は、第７条の規定にかかわらず単元

未満株式に係わる株券は発行しないことが
できる。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ない。 

 
（単元未満株式についての権利） 
第10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
ことが出来ない。

 
（株式取扱規則） 
第12条 当会社の株券の種類、株主の氏名等株主名

簿記載事項の変更、単元未満株式の買取り
および買増請求の取扱い、その他株式に関
する手続ならびに手数料は、取締役会にお
いて定める株式取扱規則による。 

 
 

 
（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 
    （１）化学工業薬品、合成樹脂、染料、顔

料、塗料、染色助剤、毒物および劇
物の製造、販売ならびに輸出入 

    （２）肥料の製造、販売ならびに輸出入 
    （３）医薬品の売買 
    （４）建築資材、衣料品、電気機器および

部品、機械、工具、その他一般雑貨
の販売ならびに輸出入 

    （５）化学繊維、天然繊維の加工、販売な
らびに輸出入 

    （６）織物、編物、不織布、ミシン糸の製
造、販売ならびに輸出入 

    （７）麹菌、酵母菌、乳酸菌等の微生物を
利用した酒類、飲料水、調味料、加
工食品およびそれらの素材の研究、
開発、製造、販売ならびに輸出入 

    （８）損害保険代理業 
    （９）貸ビル業 
    （10）前各号に関連する一切の事業 
 
（本店の所在地） 
第３条 当会社は、本店を大阪市に置く。 
 
（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、５，１８５万

株とする。 
 
 
（単元株式数および単元未満株券の不発行） 
 
第９条 当会社の単元株式数は、１，０００株とす

る。 
  ② 当会社は、第７条の規定にかかわらず単元

未満株式に係る株券は発行しないことがで
きる。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ない。 

 
（単元未満株式についての権利） 
第10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。

 
（株式取扱規則） 
第12条 当会社の株券の種類、株主の氏名等株主名

簿記載事項の変更、単元未満株式の買取り
および買増請求の取扱い、その他株式に関
する手続ならびに手数料は、法令または定
款に定めるもののほか、取締役会において
定める株式取扱規則による。 
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(下線部が変更箇所) 

変更案（訂正前） 変更案（訂正後） 
 
（株主名簿管理人） 
第13条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 
  ② 株主名簿管理人およ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）新株予約権原簿および株券喪失
登録簿の作成ならびに備え置きその他の
株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失
登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に
委託し、当会社においては取扱わない。 

 
（招集時期および招集者） 
第15条 定時株主総会は、毎年６月３０日までに招

集し、臨時株主総会は必要に応じて招集す
る。 

  ② 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もとづき取締役
社長が招集する。取締役社長に事故がある
ときは予め取締役会の定めるところによ
り、他の取締役が招集する。 

 
（議決権の代理行使） 
第17条 株主は、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。株主は、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 株主または代理人は、株主総会ごとに代理
権を証する書面を当会社に提出しなけれ
ばならない。 

 
（選任方法） 
第22条 取締役は、株主総会において議決権を行使

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
の過半数の決議によって選任する。 

 
（任期） 
第23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 補欠または増員により選任した取締役の
任期は、他の在任取締役の残任期間とす
る。 

 
（代表取締役および役付取締役） 
第24条 取締役会は、その決議によって取締役会長

および取締役社長各１名、取締役副社長、
専務取締役および常務取締役各若干名を
おくことができる。 

 
（決議の方法） 
第26条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席

し、出席取締役の過半数をもって行う 
 
 

 
（株主名簿管理人） 
第13条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 
  ② 株主名簿管理人およ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。）、新株予約権原簿および株券
喪失登録簿の作成ならびに備置きその他
の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪
失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人
に委託し、当会社においては取扱わない。

 
（招集時期および招集者） 
第15条 定時株主総会は、毎年６月３０日までに招

集し、臨時株主総会は必要に応じて招集す
る。 

  ② 株主総会は、法令に別段の定めある場合を
除き取締役会の決議にもとづき取締役社
長が招集する。取締役社長に事故があると
きには、予め取締役会の定めるところによ
り、他の取締役が招集する。 

 
（議決権の代理行使） 
第17条 株主は、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 株主または代理人は、株主総会ごとに代理

権を証明する書面を当会社に提出しなけ
ればならない。 

 
（選任方法） 
第22条 取締役は、株主総会において議決権を行使

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
の過半数の決議によって選任する。 

 
（任期） 
第23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 補欠または増員により選任された取締役
の任期は、他の在任取締役の残任期間とす
る。 

 
（代表取締役および役付取締役） 
第24条 取締役会は、その決議によって取締役会長

および取締役社長各１名、取締役副社長、
専務取締役および常務取締役各若干名を
おくことができる。 

 
（決議の方法） 
第26条 取締役会の決議は、議決に加わることがで

きる取締役の過半数が出席し、出席取締役
の過半数をもって行う。 
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(下線部が変更箇所) 

変更案（訂正前） 変更案（訂正後） 

 
第29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、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
約にもとづく賠償責任の限度額は、法令の
定める責任限度額とする。 

 
（報酬等） 
第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもっ

て定める。 
 
（剰余金の配当） 
第40条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の

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、期末配当を行
うことができる。 

  ② 前項のほか、取締役会の決議により、毎年
９月３０日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、中間配当を行うことができる。 

 

 
第29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、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
契約にもとづく賠償責任の限度額は、法令
の定める責任限度額とする。 

 
（報酬等） 
第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によっ

て定める。 
 
（剰余金の配当） 
第40条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の

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、期末配当を行
うことができる。 

  ② 前項のほか、取締役会の決議により、毎年
９月３０日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、中間配当を行うことができる。 

 
 

以上 
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