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                             平成 18 年 6 月 9 日 
各位 

                             株式会社 電通 
代表取締役社長 俣木 盾夫 

(コード番号 4324 東証第 1 部) 
 
 

（訂正）定款の一部変更に関するお知らせ 
 
  平成 18 年 5 月 15 日にお知らせいたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」に、訂正を要す

る箇所がありましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、内容についての実質的な変更は

ありません。 
 

記 
 
＜訂正前＞ 訂正を要する条文のみ抜粋して記載しております。 

                    （下線は変更部分を示します。） 
現行定款 変更定款案 

（目的）                    

第２条 本会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

      ［省 略］ 

○67前記○1から○66（ただし、前記○1から○66においてｺﾝ

ｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務を個別に定めている場合を除く）に

関するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務 

(31)前各号（ただし、各号においてｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務

を個別に定めている場合を除く）に関するｺﾝｻ

ﾙﾃｨﾝｸﾞ業務 

      ［省 略］ 

（目的） 

第２条 （現行どおり） 

 

      ［省 略］ 

○66前記○1 から○65（ただし、前記○1 から○65においてｺ

ﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務を個別に定めている場合を除く）

に関するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務 

(33)前各号（ただし、各号においてｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務

を個別に定めている場合を除く）に関するｺﾝｻ

ﾙﾃｨﾝｸﾞ業務 

      ［省 略］ 

（議事録） 

第 15 条  ［省 略］ 

   ２．前項の議事録は 10 年間本店に、その謄

本を５年間支店に備置くものとする。 

（議事録） 

第 15 条  ［省 略］ 

   ２．前項の議事録は 10 年間本店に、その謄

本を５年間支店に備置くものとする。 

（取締役会の招集） 

第20条  ［省 略］ 

   ４．取締役会は、取締役および監査役の全員

の同意があるときは、招集の手続を経な

いで開くことができる。 

（取締役会の招集） 

第22条  ［省 略］ 

   ４．取締役会は、取締役および監査役の全員

の同意があるときは、招集の手続を経な

いで開くことができる。 

（新設） （取締役会の決議の省略） 

第 24 条 本会社は、会社法第 370 条の要件を満た

したときは、取締役会の決議があったものとみな

す。
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（取締役の責任免除） 

第25条 本会社は、商法第 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

締役であった者を含む。）の責任を法令

の限度において免除することができる。

 

 

      ［省 略］  

（取締役の責任免除） 

第28条 本会社は、取締役会の決議によって、取

締役（取締役であった者を含む。）の

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、賠償責任額から法令に定める最

低責任賠償額を控除して得た額を限度

として免除することができる。 

      ［省 略］  

（監査役会の招集） 

第31条  ［省 略］ 

   ３．監査役会は、監査役の全員の同意がある

ときは、招集の手続をしないで開くこと

ができる。 

（監査役会の招集） 

第34条  ［省 略］ 

   ３．監査役会は、監査役の全員の同意がある

ときは、招集の手続をしないで開くこと

ができる。 

（監査役の責任免除） 

第36条 本会社は、商法第 280 条第１ 項の規定に

より、取締役会の決議をもって、監査役

（監査役であった者を含む。）の責任

を、法令の限度において免除することが

できる。 

 

 

 （新設） 

（監査役の責任免除） 

第39条 本会社は、取締役会の決議によって、監

査役（監査役であった者を含む。）の

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、賠償責任額から法令に定める最

低責任賠償額を控除して得た額を限度

として免除することができる。 

      ［省 略］ 

（新設） （会計監査人の任期） 

第 42 条  ［省 略］ 

   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

該株主総会において再任されたものとみ

なす。

 
 
＜訂正後＞ 記載中の網掛け部分（  ）が訂正箇所です。 

                   （下線は変更部分を示します。） 
現行定款 変更案 

（目的）                    

第２条 本会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

      ［省 略］ 

○67前記○1 から○66（ただし、前記○1 から○66においてｺ

ﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務を個別に定めている場合を除く）に

関するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務 

(31)前各号（ただし、各号においてｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務

を個別に定めている場合を除く）に関するｺﾝｻ

ﾙﾃｨﾝｸﾞ業務 

      ［省 略］ 

（目的） 

第２条 （現行どおり） 

 

      ［省 略］ 

○66前記○1 から○65（ただし、前記○1 から○65においてｺ

ﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務を個別に定めている場合を除く。

）に関するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務 

(33)前各号（ただし、各号においてｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務

を個別に定めている場合を除く。）に関するｺ

ﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務 

      ［省 略］ 

（議事録） 

第 15 条  ［省 略］ 

   ２．前項の議事録は 10 年間本店に、その謄

本を５年間支店に備置くものとする。 

（議事録） 

第 15 条  ［省 略］ 

   ２．前項の議事録は 10 年間本店に、その写

しを５年間支店に備置くものとする。 

（取締役会の招集） 

第20条  ［省 略］ 

   ４．取締役会は、取締役および監査役の全員

（取締役会の招集） 

第22条  ［省 略］ 

   ４．取締役会は、取締役および監査役の全員
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の同意があるときは、招集の手続を経な

いで開くことができる。 

の同意があるときは、招集の手続きを経

ないで開くことができる。 

（新設） （取締役会の決議の省略） 

第 24 条 本会社は、会社法第 370 条の要件を充た

したときは、取締役会の決議があったものとみな

す。

（取締役の責任免除） 

第25条 本会社は、商法第 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

締役であった者を含む。）の責任を法令

の限度において免除することができる。

 

 

      ［省 略］  

（取締役の責任免除） 

第28条 本会社は、取締役会の決議によって、取

締役（取締役であった者を含む。）の

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、賠償責任額から法令に定める最

低責任限度額を控除して得た額を限度

として免除することができる。 

      ［省 略］  

（監査役会の招集） 

第31条  ［省 略］ 

   ３．監査役会は、監査役の全員の同意がある

ときは、招集の手続をしないで開くこと

ができる。 

（監査役会の招集） 

第34条  ［省 略］ 

   ３．監査役会は、監査役の全員の同意がある

ときは、招集の手続きをしないで開くこ

とができる。 

（監査役の責任免除） 

第36条 本会社は、商法第 280 条第１ 項の規定に

より、取締役会の決議をもって、監査役

（監査役であった者を含む。）の責任

を、法令の限度において免除することが

できる。 

 

 

 （新設） 

（監査役の責任免除） 

第39条 本会社は、取締役会の決議によって、監

査役（監査役であった者を含む。）の

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、賠償責任額から法令に定める最

低責任限度額を控除して得た額を限度

として免除することができる。 

      ［省 略］ 

（新設） （会計監査人の任期） 

第 42 条  ［省 略］ 

   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。

 
以上 


