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平成18年６月13日 

各  位 

会 社 名  エスアールジータカミヤ株式会社
代表社名  代表取締役社長兼社長執行役員 
                髙 宮 一 雅
         （ＪＡＳＤＡＱ・コード２４４５）

問合せ先  代表取締役副社長兼副社長執行役員
                髙 宮 章 好
         （TEL．06-6375-3900） 

 
 

（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 

 

平成18年５月23日に発表いたしました、｢定款の一部変更に関するお知らせ｣の内容を、一部訂正

いたしますので、お知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

 

記 

 

Ⅰ．「１．定款変更の目的」の一部訂正 

 

＜訂正前＞ 

（４）当社は、資本金が５億円以上となりましたことに伴い、会計監査人の監査が必要とな

りますので、会計監査人を設置する規程を新設するものであります。 

（５）上記変更に伴い、条数の繰り下げ等を行うものであります。 

 

＜訂正後＞ 

（４）当社は、資本金が５億円以上となりましたことに伴い、会社法第328条の規定に従い、

監査役会及び会計監査人の監査が必要となりますので、監査役会及び会計監査人を設

置する規程を新設するものであります。 

（５）当社株式が平成17年６月10日をもってジャスダック証券取引所へ上場されたことに伴

い、当社の発行する株券は「株券等の保管及び振替に関する法律」に基づき株式会社

証券保管振替機構の取扱対象銘柄となり、その制度に加入いたしましたので、これに

対応し所要の変更を行うものであります。 

（６）上記変更に伴い、条数の繰り下げ等を行うものであります。 

 

Ⅱ．「２．定款変更の内容」の一部訂正（訂正を必要とする条文のみ抜粋しております。） 

 

訂正前の変更案 訂正後の変更案 

６．自己の株式の取得 ６．自己株式の取得 

当会社は、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。 

当会社は、取締役会の決議によって市場取引等によ

り自己株式を取得することができる。 
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訂正前の変更案 訂正後の変更案 

９．単元未満株主の権利制限 ９．単元未満株主の権利制限 

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。 

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。 

① 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 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 ② 取得請求権付株式の取得を請求する権利 

③ 株主の有する株式数に応じて募集株式割当お

よび募集新株予約権の割当てを受ける権利 

③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当

および募集新株予約権の割当てを受ける権利

 

10．株式取扱規程 10．株式取扱規程 

当会社の発行する株券の種類ならびに株主名簿、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、その他株式または新

株予約権に関する取扱いおよび手数料については、

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程による。 

当会社の発行する株券の種類ならびに株主名簿、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、その他株式または新

株予約権に関する取扱いおよび手数料については、

法令または本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程による。 

 

11．株主名簿管理人 11．株主名簿管理人 

(１）当会社は、株主名簿管理人を置く。 (１）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。 

(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、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

場所に据え置き、株主名簿、株券喪失登録簿

および新株式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

理人に取扱わせ、当会社においては取扱わな

い。 

(３）当会社の株主名簿、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

および新株式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

理人に取扱わせ、当会社においては取扱わな

い。 

 

12．基準日 12．基準日 

(１）当会社は、毎年３月31日の 終株主名簿に記

載または記録された議決権を有する株主をも

って、その事業年度に関する定時株主総会に

おいて権利を行使することができる株主とす

る。 

(１）当会社は、毎年３月31日の 終の株主名簿に

記載または記録された議決権を有する株主を

もって、その事業年度に関する定時株主総会

において権利を行使することができる株主と

する。 

(２）前項にかかわらず、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 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。 

(２）前項にかかわらず、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 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。 
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訂正前の変更案 訂正後の変更案 

16．決議の方法 16．決議の方法 

(１）株主総会の決議は、法令または本定款に別段

の定めのある場合を除き、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。 

(１）株主総会の決議は、法令または本定款に別段

の定めのある場合を除き、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。 

(２）会社法第309条第２項の定めによる決議は、定

款に別段の定めがある場合を除き、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以上をもって行う。 

(２）会社法第309条第２項の定めによる決議は、本

定款に別段の定めがある場合を除き、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以上をもって行う。 

 

17．議決権の代理行使 17．議決権の代理行使 

株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代

理人として、その議決権を行使することができる。

ただし、株主または代理人は代理権を証明する書面

を株主総会ごとに当会社に提出しなければならな

い。 

株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代

理人として、その議決権を行使することができる。

ただし、株主または代理人は代理権を証明する書面

を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならな

い。 

 

25．取締役会の招集通知 25．取締役会の招集通知 

取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に

対して会日の３日前までに発する。ただし、緊急の

必要があるときは、この期間を短縮することができ

る。 

取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に

対し、会日の３日前までに発する。ただし、緊急の

必要があるときは、この期間を短縮することができ

る。 

 

29．取締役の報酬等 30．取締役の報酬等 

取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

 

30．取締役の責任免除 31．取締役の責任免除 

(１）当会社は、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 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。 

(２）当会社は、社外取締役との間で、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

契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定

める 低責任限度額とする。 

(１）当会社は、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 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。 

(２）当会社は、社外取締役との間で、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

契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定

める 低責任限度額とする。 

 

31．取締役会規程 29．取締役会規程 

取締役会に関する事項は、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取締役会規程

による。 

取締役会に関する事項は、法令または本定款に定め

るもののほか、取締役会において定める取締役会規

程による。 

 

33．監査役の員数 33．監査役の員数 

当会社の監査役は４名以内とする。 当会社の監査役は、４名以内とする。 
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訂正前の変更案 訂正後の変更案 

34．監査役の選任 34．監査役の選任 

(１）監査役は、株主総会の決議によって選任する。 (１）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、その議決権の過半数で行う。

(２）監査役の選任決議は、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、その議決権の過半数をもっ

て行う。 

 

37．監査役会の招集通知 37．監査役会の招集通知 

監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の３

日前までに発する。ただし、緊急の必要がある時は、

この期間を短縮することができる。 

監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の３

日前までに発する。ただし、緊急の必要があるとき

は、この期間を短縮することができる。 

38．監査役会の議事録 38．監査役会の議事録 

監査役会における議事の経過の要領およびその結果

ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載ま

たは記録し、出席した監査役がこれに記名押印また

は電子署名する。 

 

監査役会における議事の経過の要領およびその結果

ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載

または記録し、出席した監査役がこれに記名押印ま

たは電子署名する。 

 

39．監査役会規程 39．監査役会規程 

監査役会に関する事項は、法令または定款に定める

もののほか、監査役会において定める監査役会規程

による。 

監査役会に関する事項は、法令または本定款に定め

るもののほか、監査役会において定める監査役会規

程による。 

 

41．監査役の責任免除 41．監査役の責任免除 

(１）当会社は、取締役会の決議によって、監査役

（監査役であったものを含む。）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 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。 

(１）当会社は、取締役会の決議によって、監査役

（監査役であったものを含む。）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 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。 

(２）当会社は、社外監査役との間に、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

契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定

める 低責任限度額とする。 

(２）当会社は、社外監査役との間で、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

契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定

める 低責任限度額とする。 

 

44．会計監査人の任期 44．会計監査人の任期 

(１）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 終のものに関する定時

株主総会終結の時までとする。 

(１）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 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。 

 

(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。

 

付 則 

 

 

（削除） 

 

 


