
 
 

平成 18年 ６月 ９日 

各      位 

会 社 名 株式会社セントラルユニ 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 西坂 崇 

（JASDAQ コード番号 7706 ） 

問い合せ先 執行役員管理本部長 細川 賢治 

電  話 03－3556－1331 

 

「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部修正等について 

 

平成18年5月26日に発表しました「定款の一部変更に関するお知らせ」（平成18年6月27日開催

予定の第56回定時株主総会に付議）の内容を一部修正いたしますので、下記のとおりお知らせい

たします。 

記 

１．変更理由                     （網掛けは修正部分を示します。） 

【修正前】 

 (1) 本社を東京都千代田区に移転することに伴い、本社機能の強化と業務の一層の効率化を図

るため、現行定款第３条（本店の所在地）に定める本店の所在地を北九州市小倉北区から東

京都千代田区に変更するものであります。 

 本変更につきましては、平成 18 年 10 月 31 日までに開催される取締役会において決定す

る本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設けるものであります。当該

附則については、効力発生日経過後、これを削除するものであります。 

 (2) 平成 17年２月１日付で、「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律（平

成 16 年法律第 87号）」が施行されたことに伴い、当社の公告の方法を日本経済新聞に掲載

して行う方法から電子公告にて行う方法に変更するために、現行定款第４条（公告方法）に

ついて所要の変更を行うものであります。 

 なお、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本

経済新聞に掲載して行うものといたします。 

(4) 会社法（平成 17 年法律第 86号）の施行に伴い、単元未満株主の権利を制限することが可能

となったことから、その権利を変更案のとおり限定することにより、当社の株式制度全体の

合理化を進め、株主全体の利益の拡大を図るために、定款第 10 条（単元未満株式について

の権利）の規定を新設するものであります。なお、剰余金の配当を受ける権利は、省令で手

当されたことから、単元未満株主の実質的な権利は、ほとんど従前と同様であります。 

 (5) 株主総会参考書類、事業報告等、計算書類等、連結計算書類に記載又は表示すべき事項に



係る情報をインターネットによって開示できる規定が新設されましたが、この場合は定款規

定が必要とされることから、定款第 17 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみ

なし提供）の規定を新設するものであります。 

 (6) 取締役の経営責任を明確にし、経営体質の強化を図るため、現行定款第 19 条第１項（任期）

に定める取締役の任期を「就任後２年内」から「就任後１年内」に短縮することとし、これ

に伴い同条２項の取締役の任期調整に関する規定を削除するものであります。また、平成

17 年６月 29 日開催の第 55 回定時株主総会において選任された取締役の任期に関する附則

第２条を設けるものであります。 

(7) 取締役会決議の省略（書面決議）が認められたことに伴い、経営判断をより機動的かつ効率

的に行えるように定款第 26条（取締役会の決議の省略）を新設するものであります。 

(8) 監査役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、現行定款第 27条（員数）、

現行定款第 28 条（選任方法）、現行定款第 29条(任期)の規定について所定の変更を行うも

のであります。 

(9) コーポレートガバナンスの充実に向けて、有能な人材を招聘しやすい環境を整備するため、

社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨を定款第 29 条（社外取締

役との責任限定契約）及び定款第 35 条（社外監査役との責任限定契約）に新設するもので

あります。なお、定款第 28 条の新設につきましては、監査役の全員一致による監査役会の

同意を得ております。 

(10) 上記のほか、会社法に基づく株式会社として必要な規定の加除・修正及び移設など、全般

的にわたって所要の変更を行うものであります。 

 

【修正後】 

(1) グループ企業の連携及び本店機能の強化並びに業務の一層の効率化を図るため、現行定款

第３条（本店の所在地）に定める本店の所在地を北九州市小倉北区から東京都千代田区に変

更するものであります。 

 本変更につきましては、平成 18 年 10 月 31 日までに開催される取締役会において決定す

る本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設けるものであります。当該

附則については、効力発生日経過後、これを削除するものであります。 

(2) 当社の公告の方法を日本経済新聞に掲載して行う方法から会社法第 939条に定める電子公

告にて行う方法に変更するために、現行定款第４条（公告の方法）について所要の変更を行

うものであります。 

 なお、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本

経済新聞に掲載して行うものといたします。 

(4) 会社法（平成 17 年法律第 86号）の施行に伴い、単元未満株式についての権利を制限するこ

とが可能となったことから、その権利を変更案のとおり限定することにより、当社の株式制

度全体の合理化を進め、株主全体の利益の拡大を図るために、定款第 10 条（単元未満株式

についての権利）の規定を新設するものであります。なお、剰余金の配当を受ける権利は、

省令で手当されたことから、単元未満株式についての実質的な権利は、ほとんど従前と同様

であります。 

 (5) 株主総会参考書類、事業報告、計算書類、連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る



情報をインターネットによって開示できる規定が新設されましたが、この場合は定款規定が

必要とされることから、定款第 17 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし

提供）の規定を新設するものであります。 

 (6) 取締役の経営責任を明確にし、経営体質の強化を図るため、現行定款第 19 条第１項（任期）

に定める取締役の任期を「就任後２年内」から「選任後１年以内」に短縮することとし、こ

れに伴い同条２項の取締役の任期調整に関する規定を削除するものであります。また、平成

17 年６月 29 日開催の第 55 回定時株主総会において選任された取締役の任期に関する附則

第２条を設けるものであります。 

 (7) 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会の決議の目的である事項について、取締役

全員が賛成し、監査役全員が異議を述べなかったときは、取締役会を開催せずに書面または

電磁的記録により取締役会の決議があったものとみなすことができるよう第 26 条（取締役

会の決議の省略）を新設するものであります。 

 (8) コーポレートガバナンスの充実に向けて、有能な人材を招聘しやすい環境を整備するため、

社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨を定款第 29 条（社外取締

役との責任限定契約）及び定款第 35 条（社外監査役との責任限定契約）を新設するもので

あります。なお、定款第 29 条の新設につきましては、監査役の全員一致による監査役会の

同意を得ております。 

 (9) 上記のほか、会社法に基づく株式会社として必要な規定の加除・修正及び移設など、全般

的にわたって所要の変更を行うものであります。 

 

２．一部修正の内容 

一部修正の内容は、別紙記載のとおりであります。 

 
 以  上 



別 紙 

【修正前】                    （網掛けは修正部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（公告の方法） （公告方法） 

第４条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。 第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。た

だし、事故その他やむを得ない事由によって

電子公告による公告をすることができない場

合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

（自己株式の取得） （自己株式の取得） 

第６条 当会社は、商法第211条ノ３第１項２号の規

定により、取締役会の決議をもって自己株式

を買受けることができる。 

第８条 当会社は、会社法第165条第２項の規定によ

り、取締役会の決議によって同条第１項に定

める市場取引等により自己の株式を取得する

ことができる。 

（１単元の株式の数及び単元未満株券の不発行） （単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第７条 当会社の１単元の株式の数は、1,000株とす

る。 

第９条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

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。 

② 当会社は、前条の規定にかかわらず、単元

未満株式に係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。 

（単元未満株式の買増し） （単元未満株式の買増し） 

第８条 当会社の単元未満株式を有する株主（実質

株主を含む。以下同じ。）は、株式取扱規程

に定めるところにより、その単元未満株式の

数と併せて１単元の株式の数となるべき数の

株式を売り渡すべき旨を請求することができ

る。 

第11条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めると

ころにより、その有する単元未満株式の数と

併せて単元株式数となるべき数の株式を売り

渡すことを請求することができる。 

(新設) （株主総会参考書類等のインターネット開示とみな

し提供） 

 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計

算書類に記載または表示をすべき事項に係る

情報を、法務省令に定めるところに従いイン

ターネットを利用する方法で開示することに

より、株主に対して提供したとみなすことが

できる。 

（員数） （員数） 

第27条    （条文省略） 第30条    （現行どおり） 

（新 設） ②当会社は、監査役が法令又は定款に定める数を

欠くことになる場合に備え、補欠監査役を予め

選任することができる。 

（選任方法） （選任方法） 

第28条    （条文省略） 第31条 監査役は、株主総会において選任する。ま

た、補欠監査役は、定時株主総会において選

任する。 

② 監査役の選任決議は、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

権の過半数で行なう。 

② 監査役及び補欠監査役の選任決議は、議決

権を行使することの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

権の過半数をもって行なう。 

（新 設） ③補欠監査役の予選の効力は、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。 

 

 

 

 



現 行 定 款 変 更 案 

（任 期） （任 期） 

第29条 監査役の任期は、就任後４年内の最終の決

算期に関する定時株主総会終結の時までとす

る。 

第32条 監査役の任期は、選任後４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べき時までとす

る。 

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。 

③ 第30条第２項に定める予選された補欠監査

役が監査役に就任した場合、その監査役の任

期は、退任した監査役の任期の満了すべき時

までとする。 

（営業年度） （事業年度） 

第36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。 

第38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。 

（配当金の除斥期間等） （剰余金の配当等の除斥期間） 

第39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。 

第41条 剰余金の配当及び中間配当は、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。 

②    （条文省略） ②    （現行どおり） 

 

【修正後】 

現 行 定 款 変 更 案 

（公告の方法） （公告方法） 

第４条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。 第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。た

だし、事故その他やむを得ない事由によって

電子公告による公告をすることができない場

合は、日本経済新聞に掲載して行なう。 

（自己株式の取得） （自己の株式の取得） 

第６条 当会社は、商法第211条ノ３第１項２号の規

定により、取締役会の決議をもって自己株式

を買受けることができる。 

第８条 当会社は、会社法第165条第２項の規定によ

り、取締役会の決議によって市場取引等によ

り自己の株式を取得することができる。 

（１単元の株式の数及び単元未満株券の不発行） （単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第７条 当会社の１単元の株式の数は、1,000株とす

る。 

第９条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

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。 

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。 

（単元未満株式の買増し） （単元未満株式の買増し） 

第８条 当会社の単元未満株式を有する株主（実質

株主を含む。以下同じ。）は、株式取扱規程

に定めるところにより、その単元未満株式の

数と併せて１単元の株式の数となるべき数の

株式を売り渡すべき旨を請求することができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

第11条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めると

ころにより、その有する単元未満株式の数と

併せて単元株式数となる数の株式を売り渡す

ことを請求することができる。 



現 行 定 款 変 更 案 

(新設) （株主総会参考書類等のインターネット開示とみな

し提供） 

 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計

算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情

報を、法務省令に定めるところに従いインタ

ーネットを利用する方法で開示することによ

り、株主に対して提供したものとみなすこと

ができる。 

第27条    （条文省略） 第30条    （現行どおり） 

（選任方法） （選任方法） 

第28条    （条文省略） 第31条 監査役は、株主総会において選任する。 

② 監査役の選任決議は、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

権の過半数で行なう。 

② 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ

との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をも

って行なう。 

（任 期） （任 期） 

第29条 監査役の任期は、就任後４年内の最終の決

算期に関する定時株主総会終結の時までとす

る。 

第32条 監査役の任期は、選任後４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べき時までとす

る。 

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。 

（営業年度） （事業年度） 

第36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。 

第38条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌

年３月31日までの１年とする。 

（配当金の除斥期間等） （剰余金の配当等の除斥期間等） 

第39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。 

第41条 剰余金の配当及び中間配当は、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。 

②    （条文省略） ②    （現行どおり） 

 


