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平成 18 年６月９日 

各 位 

会社名 岩崎電気株式会社 

代表者名 取締役社長 田﨑昭夫 

（コード番号 6924 東証第１部） 

問合せ先 総務部長    合間一衛 

電話番号 03-3452-5351 

 

（訂正）「定款の一部変更のお知らせ」の一部訂正について 
 

当社は、平成 18 年 5 月 9 日に開示いたしました「定款の一部変更のお知らせ」の変更案を、一部訂

正いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

網かけ部分が変更箇所であります。 

 

＜変更前＞ 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（目的） 
第２条 （省 略） 
 
（１単元の株式数等） 
第８条 （省 略） 

２．１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。）の株 
券は発行しない。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。 
（新 設） 

 
（基準日） 
第12条 （省 略） 

２．前項のほか、必要があるときは、 
取締役会の決議により、あらかじめ 
公告して臨時に基準日を定めること 
ができる。 

 
（株主、質権者の届出） 
第13条 （省 略） 
 
（国外株主、同質権者の届出） 
第14条 （省 略） 
 
（招集） 
第15条 （省 略） 
 
（招集者および議長） 
第16条 （省 略） 
 

（目的） 
第２条 （現行どおり） 
 
（単元株式数等） 
第９条 （省 略） 

２．単元株式数に満たない株式（以 
下単元未満株式という。）の株券 
は発行しない。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。 

３．（省 略） 
 
（基準日） 
第13条 （省 略） 

２．前項に定めるほか、必要があると 
きは、取締役会の決議によって、あ 
らかじめ公告して臨時に基準日を定 
めることができる。 

 
（株主、質権者の届出） 
第14条 （現行どおり） 
 
（国外株主、同質権者の届出） 
第15条 （現行どおり） 
 
（招集） 
第16条 （現行どおり） 
 
（招集者および議長） 
第17条 （現行どおり） 
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（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

 
 

（新 設） 
 
（決議の方法） 
第17条  株主総会の決議は､法令または定 

款に別段の定めある場合のほかは、 
出席株主の議決権の過半数をもって 
決する。 

 
（議決権の代理行使） 
第18条 （省 略） 
 
（株主の提案権） 
第19条 商法第232条ノ２で定める株主が、 

株主総会の目的事項または議案につ 
き提案しようとするときは、会日の 
８週間前に書面により請求しなけれ 
ばならない。 

 
（議事録） 
第20条 （省 略） 

２．株主総会の議事録は、その原本を 
決議の日から10年間本店に備え置き、 
その謄本を５年間支店に備え置く。 

 
 
 

（新 設） 
 
（取締役の員数） 
第21条 当会社の取締役は、20名以内とす 

る。 
 
（取締役の選任方法） 
第22条 取締役は、株主総会において選任 

する。 
    ２．取締役の選任については、総株主 

の議決権数の３分の１以上にあたる 
議決権を有する株主が出席し、その 
議決権の過半数でこれを行う。 

 
３． （省 略） 

 
（取締役の任期） 
第23条 （省 略） 
 
 
（取締役会の議事録） 
第29条 （省 略） 
 
 

（新 設） 
 
 
（監査役の員数） 
第30条 （省 略） 

２．当会社は、監査役が法令に定める 
員数を欠くことになる場合に備え、 
監査役補欠者を選任することができ 
る。 

 

（株主総会参考書類等のインターネット 
開示） 

第18条 （省 略） 
 
（決議の方法） 
第19条  株主総会の決議は､法令または本定 

款に別段の定めある場合のほかは、 
出席した議決権を行使できる株主の 
議決権の過半数をもって行う。 

 
（議決権の代理行使） 
第20条 （省 略） 
 
（株主の提案権） 
第21条 会社法第303条第２項で定める株 

主が、株主総会の目的事項または議 
案につき提案しようとするときは、 
会日の８週間前に書面により請求し 
なければならない。 

 
（議事録） 
第22条 （省 略） 

２．株主総会の議事録は、その原本を 
株主総会の日から10年間本店に備え 
置き、その謄本を５年間支店に備え 
置く。 

 
（取締役会の設置） 
第 23 条 当会社は取締役会を置く。 
 
（取締役の員数） 
第24条 当会社の取締役は、15名以内とす 

る。 
 
（取締役の選任方法） 
第25条 取締役は、株主総会の決議によっ 

て選任する。 
    ２．取締役の選任については、議決権 

を行使することができる株主の議決 
権数の３分の１以上にあたる議決権 
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。 
（現行どおり） 

 
（取締役の任期） 
第26条 （省 略） 
 
 
（取締役会の議事録） 
第32条 （省 略） 
 
（監査役および監査役会の設置） 
第 33 条 当会社は監査役および監査役会を 

置く。 
 
（監査役の員数） 
第34条 （現行どおり） 

（削 除） 
 

～ ～ 
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（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（監査役の選任方法） 
第31条 監査役は、株主総会において選任 

する。また、監査役補欠者は、定時 
株主総会において選任する。 

２．監査役および監査役補欠者の選任 
については、総株主の議決権数の３ 
分の１以上にあたる議決権を有する 
株主が出席し、その議決権の過半数 
でこれを行なう。 

 
３．監査役補欠者選任の効力は、選任 
後最初に到来する定時株主総会の開 
催の時までとする。 

 
（監査役の任期） 
第32条 （省 略） 

２．補欠として選任された監査役の任 
期および監査役補欠者が監査役に就 
任した際の監査役の任期は、前任者 
の残任期間とする。 

 
（常勤監査役） 
第33条 （省 略） 
 
 
（監査役会の議事録） 
第36条 （省 略） 
 
 

（新 設） 
 
 
 

（新 設） 
 
 
 

（新 設） 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６章 計  算 
（営業年度） 
第37条 当会社の営業年度は、毎年４月１ 

日から翌年３月31日までとする。 
 
（利益配当金） 
第38条 利益配当金は、営業年度末日の最 

終株主名簿等に記載または記録され 
た株主または登録質権者に対し支払 
う。 

 

（監査役の選任方法） 
第35条 監査役は、株主総会の決議によっ 

て選任する。 
 

２．監査役の選任については、議決権 
を行使することができる株主の議決 
権数の３分の１以上にあたる議決権 
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。 

 
（削 除） 

 
 
 
（監査役の任期） 
第36条 （省 略） 

２．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。 

 
 
（常勤の監査役） 
第37条 （省 略） 
 
 
（監査役会の議事録） 
第40条 （省 略） 

第６章 会計監査人 
（会計監査人の設置） 
第 41 条 当会社は会計監査人を置く。 
 
 
（選任方法） 
第 42 条 会計監査人は、株主総会の決議に 

よって選任する。 
 
（任期） 
第43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のうち最終 
のものに関する定時株主総会終結の 
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されなかっ 
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。 

 
第６章 計  算 

（事業年度） 
第44条 当会社の事業年度は、毎年４月１ 

日から翌年３月31日までとする。 
 
（剰余金の配当） 
第45条 剰余金の配当は、事業年度末日の 

最終株主名簿等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 
し行う。 

 

 

 

 

～ ～ 
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（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（金銭の分配） 
第39条 当会社は、取締役会の決議により、 

毎年９月30日における最終の株主名 
簿等に記載または記録された株主ま 
たは登録質権者に対し、商法第293条 
ノ５の規定に基く金銭の分配をする 
ことができる。 

 
（配当金および分配金の除斥期間） 
第40条 利益配当金、定款第37条による分 

配金およびその他諸交付金が支払開 
始の日より満３年を経過しても受領 
されないときは、当会社は、支払の 
義務を免がれる。 

２．未払の利益配当金、定款第37条に 
よる分配金、および その他諸交付金 
に対しては利息をつけない。 
 

（中間配当） 
第46条 当会社は、取締役会の決議によっ 

て、毎年９月30日における最終の株 
主名簿等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。 

 
 
（剰余金の配当等の除斥期間） 
第47条 剰余金の配当および中間配当が 

金銭である場合は、支払開始の日よ 
り満３年を経過しても受領されない 
ときは、当会社は、支払の義務を免 
がれる。 

２．未払の剰余金の配当および中間配 
当に対しては利息をつけない。 
 

 

 

＜変更後＞ 

（下線は変更部分を示します。） 

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。 
１．各種光源および照明器具の製造、販売 
ならびに設置工事 

２．電気機械器具・装置および、これに関 
連する機械器具・装置の製造販売ならび 
に設置工事 

３．標識機の製造、販売ならびに設置工事 
４．計量器および医療用機械器具の製造、 
販売ならびに設置工事 

５．家屋その他の構築物および建設材料の 
製造、販売、ならびに建設工事 

６．各事業に対する投資 
７．前各号に付帯または関連する一切の 
事業 

 
（１単元の株式数等） 
第８条 （省 略） 

２．１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。）の株 
券は発行しない。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。 

（新 設） 
 
（基準日） 
第12条 （省 略） 

２．前項のほか、必要があるときは、 
取締役会の決議により、あらかじめ 
公告して臨時に基準日を定めること 
ができる。 

 

（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）各種光源および照明器具の製造、販売 

ならびに設置工事 
（２）電気機械器具・装置および、これに関 

連する機械器具・装置の製造販売ならび 
に設置工事 

（３）標識機の製造、販売ならびに設置工事 
（４）計量器および医療用機械器具の製造、 

販売ならびに設置工事 
（５）家屋その他の構築物および建設材料の 

製造、販売、ならびに建設工事 
（６）各事業に対する投資 
（７）前各号に付帯または関連する一切の 

事業 
 
（単元株式数等） 
第９条 （省 略） 

２．単元未満株式に係る株券は発行 
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。 

 
３．（省 略） 

 
（基準日） 
第13条 （省 略） 

２．前項および本定款に定めるほか、必要 
があるときは、取締役会の決議によっ 
て、あらかじめ公告して臨時に基準日を 
定めることができる。 
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（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（株主、質権者の届出） 
第13条 株主および質権者またはその法 

定代理人は、別に定める株式取扱 
規程に従い、その氏名、住所およ 
び印鑑を届出なければならない。 

２．前項の届出済事項に変更のあった 
ときは、所定の手続により届出なけ 
ればならない。 
ただし、氏名および印鑑を変更 

した場合には、その事実を証する 
書面を添付することを要する。 

 
（国外株主、同質権者の届出） 
第14条 国外居住の株主、質権者またはそ 

の法定代理人は、日本国内に仮住所 
または代理人を定め、別に定める株 
式取扱規程に従い、届出なければな 
らない。 

２．前項の事項に変更を生じたとき 
は、その旨届出なければならない。 

 
（招集） 
第15条 （省 略） 
 
（招集者および議長） 
第16条 （省 略） 
 
 
 

（新 設） 
 
（決議の方法） 
第17条  株主総会の決議は､法令または定 

款に別段の定めある場合のほかは、 
出席株主の議決権の過半数をもって 
決する。 

 
（議決権の代理行使） 
第18条 （省 略） 
 
（株主の提案権） 
第19条 商法第232条ノ２で定める株主が、 

株主総会の目的事項または議案につ 
き提案しようとするときは、会日の 
８週間前に書面により請求しなけれ 
ばならない。 

 
（議事録） 
第20条 （省 略） 

２．株主総会の議事録は、その原本を 
決議の日から10年間本店に備え置き、 
その謄本を５年間支店に備え置く。 

 
 

 
（削 除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削 除） 
 
 
 
 
 
 
 
（招集） 
第14条 （現行どおり） 
 
（招集者および議長） 
第15条 （現行どおり） 
 
（株主総会参考書類等のインターネット 
開示） 

第16条 （省 略） 
 
（決議の方法） 
第17条  株主総会の決議は､法令または本定 

款に別段の定めある場合のほかは、 
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。 

 
（議決権の代理行使） 
第18条 （省 略） 
 
（株主の提案権） 
第19条 会社法第303条第２項で定める株 

主が、株主総会の目的事項または議 
案につき提案しようとするときは、 
会日の８週間前までに書面により 
請求しなければならない。 

 
（議事録） 
第20条 （省 略） 

２．株主総会の議事録は、その原本を 
株主総会の日から10年間本店に備え 
置き、その写しを５年間支店に備え 
置く。 
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（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

 
（新 設） 

 
（取締役の員数） 
第21条 当会社の取締役は、20名以内とす 

る。 
（取締役の選任方法） 
第22条 取締役は、株主総会において選任 

する。 
    ２．取締役の選任については、総株主 

の議決権数の３分の１以上にあたる 
議決権を有する株主が出席し、その 
議決権の過半数でこれを行う。 

 
３．（省 略） 

 
（取締役の任期） 
第23条 （省 略） 
 
 
（取締役会の議事録） 
第29条 （省 略） 
 
 

（新 設） 
 
 
（監査役の員数） 
第30条 （省 略） 

２．当会社は、監査役が法令に定める 
員数を欠くことになる場合に備え、 
監査役補欠者を選任することができ 
る。 

 
（監査役の選任方法） 
第31条 監査役は、株主総会において選任 

する。また、監査役補欠者は、定時 
株主総会において選任する。 

２．監査役および監査役補欠者の選任 
については、総株主の議決権数の３ 
分の１以上にあたる議決権を有する 
株主が出席し、その議決権の過半数 
でこれを行なう。 

 
３．監査役補欠者選任の効力は、選任 
後最初に到来する定時株主総会の開 
催の時までとする。 

 
（監査役の任期） 
第32条 （省 略） 

２．補欠として選任された監査役の任 
期および監査役補欠者が監査役に就 
任した際の監査役の任期は、前任者 
の残任期間とする。 

 
（常勤監査役） 
第33条 （省 略） 
 
（監査役会の議事録） 
第36条 （省 略） 
 

（取締役会の設置） 
第 21 条 当会社は取締役会を置く。 
 
（取締役の員数） 
第22条 当会社の取締役は、15名以内とす 

る。 
（取締役の選任方法） 
第23条 取締役は、株主総会の決議によっ 

て選任する。 
    ２．取締役の選任決議については、議決権 

を行使することができる株主の議決 
権数の３分の１以上にあたる議決権 
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。 
（現行どおり） 

 
（取締役の任期） 
第24条 （省 略） 
 
 
（取締役会の議事録） 
第30条 （省 略） 
 
（監査役および監査役会の設置） 
第 31 条 当会社は監査役および監査役会を 

置く。 
 
（監査役の員数） 
第32条 （現行どおり） 

（削 除） 
 
 
 
 
（監査役の選任方法） 
第33条 監査役は、株主総会の決議によっ 

て選任する。 
 

２．監査役の選任決議については、議決権 
を行使することができる株主の議決 
権数の３分の１以上にあたる議決権 
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。 

 
（削 除） 

 
 
 
（監査役の任期） 
第34条 （省 略） 

２．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。 

 
（常勤の監査役） 
第35条 （省 略） 
 
（監査役会の議事録） 
第38条 （省 略） 
 

～ ～ 

～ ～ 
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（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

 
 

（新 設） 
 
 

（新 設） 
 
 
 

（新 設） 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６章 計  算 
（営業年度） 
第37条 当会社の営業年度は、毎年４月１ 

日から翌年３月31日までとする。 
 
（利益配当金） 
第38条 利益配当金は、営業年度末日の最 

終株主名簿等に記載または記録され 
た株主または登録質権者に対し支払 
う。 

 
（金銭の分配） 
第39条 当会社は、取締役会の決議により、 

毎年９月30日における最終の株主名 
簿等に記載または記録された株主ま 
たは登録質権者に対し、商法第293条 
ノ５の規定に基く金銭の分配をする 
ことができる。 

 
（配当金および分配金の除斥期間） 
第40条 利益配当金、定款第37条による分 

配金およびその他諸交付金が支払開 
始の日より満３年を経過しても受領 
されないときは、当会社は、支払の 
義務を免がれる。 

２．未払の利益配当金、定款第37条に 
よる分配金、および その他諸交付金 
に対しては利息をつけない。 

 

第６章 会計監査人 
（会計監査人の設置） 
第 39 条 当会社は会計監査人を置く。 
 
（選任方法） 
第 40 条 会計監査人は、株主総会の決議に 

よって選任する。 
 
（任期） 
第41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のうち最終 
のものに関する定時株主総会終結の 
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されなかっ 
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。 

 
第７章 計  算 

（事業年度） 
第42条 当会社の事業年度は、毎年４月１ 

日から翌年３月31日までとする。 
 
（剰余金の配当） 
第43条 剰余金の配当は、事業年度末日の 

最終株主名簿等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 
し行う。 

 
（中間配当） 
第44条 当会社は、取締役会の決議によっ 

て、毎年９月30日における最終の株 
主名簿等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。 

 
 
（配当金の除斥期間） 
第45条 配当財産が金銭である場合は、支払 

開始の日より満３年を経過しても受領 
されないときは、当会社は、支払の義務 
を免がれる。 

２．前項の未払の金銭に対しては利息 
をつけない。 
 

 

以上 


