
    

平成 18年 6月 28日 
 
各     位 
 

会 社 名 ヤ マ ト 硝 子 株 式 会 社 
                        代 表 者 名 代表取締役社長  森川  香 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード７６２０） 
問 合 せ 先 
役職・氏名 取締役財務本部長 國枝 正孝 
電   話 ０３－５６３９－３０８５ 

 
 

（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 17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」の記載内容
について、一部誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。 
なお、訂正箇所には網掛けを付しております。 
 

記 
1. 「変更の目的」の訂正 
  【訂正前】 
   1．変更の目的 
  【訂正後】 

   1．変更の理由 
   
  【訂正前】 
（2）「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）
が施行されましたので、株主の皆様の利便の向上と公告掲載費用の節減を図るため、現行

定款第 4条の公告方法を日本経済新聞への掲載から電子公告に変更し、併せて電子公告が
できないときの措置を定めるものであります。 

【訂正後】 

（2）公告閲覧の利便性の向上及び公告費用の節減を図るため、現行定款第４条(公告方法)を
変更し、公告方法としてインターネットを利用した電子公告制度を採用するものでありま

す。併せて、やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合の措置を定め

るものであります。 

 

【訂正前】 
（3）「会社法」（平成 17 年法律第 86 号）の施行に伴い、所要の変更を行うものであります。

併せて、取締役会の書面決議制度（会社法第 370条）、単元未満株主の権利制限規定（会
社法第 189条第 2項）、社外監査役の責任限定契約（会社法第 426条第 1項）および株主
総会参考書類等のインターネット開示（会社法施行規則第 94条・第 133条第 3項、会社
計算規則第 161条第 4項・第 162条第 4項）を採用するものであります。 

【訂正後】 
  （3）「会社法」（平成 17 年法律第 86 号）の施行に伴い、所要の変更を行うものであります。

併せて、取締役会の書面決議制度（会社法第 370条）、単元未満株主の権利制限規定（会
社法第 189 条第 2 項）および株主総会参考書類等のインターネット開示（会社法施行規
則第 94条・第 133条第 3項、会社計算規則第 161条第 4項・第 162条第 4項）を採用
するものであります。 

 

 



2. 「変更の内容」の訂正 
（下線は、変更箇所を示します。） 

変更案【訂正前】 変更案【訂正後】 
第１条（商 号） 
当会社は、ヤマトマテリアル株式会社と称

し、英文ではＹＡＭＡＴＯ ＭＡＴＥＲＩＡ

Ｌ ＣＯ．，ＬＴＤ． と表示する。 

第１条（商 号） 
当会社はヤマトマテリアル株式会社と称

し、英文ではＹＡＭＡＴＯ ＭＡＴＥＲＩＡ

Ｌ ＣＯ．，ＬＴＤ． と表示する。 

（第９条２項に移項） （第９条第２項に移項） 

第17 条（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。 

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。 

第17 条（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。 

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。 

第 18条（決議の方法） 
株主総会の決議は、法令又は本定款に別段

の定めがある場合を除き、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項に定める決議は、
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３分の２以上をもって行う 

第 18条（決議の方法） 
株主総会の決議は、法令又は本定款に別段

の定めがある場合を除き、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項に定める決議は、
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３分の２以上をもって行う。

（第22条２項に移項） （第22条第２項に移項） 

第 23条（取締役会の招集権者および議長） 
取締役会は、法令に別段の定めある場合を

除き、取締役社長がこれを招集し、議長と

なる。 
２．取締役社長に事故があるときは、取締役

会においてあらかじめ定めた順序に従い、

他の取締役が取締役会を招集し、議長とな

る。 
 

第 23条（取締役会の招集権者および議長） 
取締役会は、法令に別段の定めある場合を

除き、取締役社長がこれを招集し、議長と

なる。 
２．取締役社長に事故があるときは、取締役

会においてあらかじめ定めた順序に従い、

他の取締役が取締役会を招集し、議長とな

る。 

第 24条（取締役会の招集通知） 
取締役会の招集通知は、会日の３日前ま

でに各取締役および各監査役に対して発

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。 

２．取締役および監査役の全員の同意がある

ときは、招集の手続きを経ないで取締役会

を開催することができる。 

 

第 24条（取締役会の招集通知） 
取締役会の招集通知は、会日の３日前ま

でに各取締役および各監査役に対して発

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。 

２．取締役および監査役全員の同意があると

きは、招集の手続きを経ないで取締役会を

開催することができる。 

 

第25 条（取締役会の決議の省略） 
当会社は、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。 

第25 条（取締役会の決議の省略） 
当会社は、会社法第370 条の要件を満たし

たときは、取締役会の決議の目的である事項

について取締役会の決議があったものとみ

なす。 
 



変更案【訂正前】 変更案【訂正後】 
第 28条（取締役の責任免除） 

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

約に基づく責任の限度額は、法令が規定す

る額とする。 
 

第 28条（取締役の責任免除） 
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

約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規

定する額とする。 
 

第 34条（監査役の責任免除） 
   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監査役（監査

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、社外監査役との間に、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、当該契約に基づく

責任の限度額は、法令が規定する額とする。 
 

第 34条（監査役の責任免除） 
   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監査役（監査

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。 
 
 

第 36条（剰余金の配当の基準日） 
当会社の期末配当の基準日は、毎年３月 31

日とする。 

 

第 36条（剰余金の期末配当の基準日） 
当会社の期末配当の基準日は、毎年３月 31

日とする。 

 

第 38条（配当金の除斥期間） 
配当財産が金銭である場合は、その支払い

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 38条（配当金の除斥期間） 
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の

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。 

 
以 上 


