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定款一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成18年7月7日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成18年8月4日
開催予定の当社臨時株主総会に付議することを決議致しましたのでお知らせいたします。 
 

記 

１.変更の目的及び理由 

「会社法」（平成17年法律第86号）・「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法

律第87号）・「会社法施行規則」（平成18年法務省令第12号）及び「会社計算規則」（平成18年法務省令

第13号）が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、これら法令の規定に即した変更・修正・削除及びそ

の他表現の整備を行うとともに、より機動的な経営を行うことを目的とした規定の新設等を行うもので、その

主な内容は、以下のとおりであります。 

 

(1) 当社グループの経営ビジョンを示すとともに企業価値の向上を図ることを目的とした商号（変更案第1条）

の変更 

(2) グループ企業の再編及び当社の持株会社化に伴う子会社の目的事項を含めた目的（変更案第2条）及び本

店の所在地（変更案第3条）の変更 

(3) 機動的な資本政策に対応するため授権資本株式の発行可能株式総数を現行の35万株から100万株へ変更

（変更案第6条） 

(4) 株主総会をより柔軟に招集するための招集地（変更案第13条第2項）に関する規定の新設 

(5) 株主総会及び取締役会の招集者及び議長（変更案第14条・第23条）に関する規定の変更 

(6) 株主総会における情報開示の充実を図ることを目的とした、株主総会参考書類等の一部をインターネット

を利用する方法により開示することを可能とする規定（変更案第15条）の新設 

(7) 機動的な会議運営を図るための取締役会の書面または電磁的記録による決議を可能とする規定（変更案第

24条）の新設 

(8) その期待される役割を十分発揮することを鑑みた、社外取締役との責任限定契約（変更案第26条）・監査

役の責任免除及び社外監査役との責任限定契約（変更案第34条）・会計監査人の責任免除及び責任限定契

約（変更案第39条）に関する規定の新設 

(9) 会社法及び整備法に基づく必要な規定の新設、不要となる規定の削除、会社法の文言に合わせるための必

要な文言の変更並びに条数の変更、表現方法、字句の修正 

 

２．変更の内容 

変更の内容は下記（別紙）のとおりであります。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成18年8月4日（金曜日） 

定款変更の効力発生日    平成18年8月4日（金曜日） 

 

以  上 



 

現 行 定 款 変 更 案 

第 １ 章  総   則 （ 現 行 通 り ） 

（商 号）                       （商 号）                       

第１条  当会社は、株式会社アイ・シー・エフと称し、英文では

ｉ－ｃｆ，Ｉｎｃ．と表示する。 

第１条  当会社は、株式会社オーベンと称し、英文ではＯｒｂｅ

ｎ，Ｉｎｃ．と表示する。 

（目 的） （目 的） 

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第2条 当会社は、次の業務を営む会社及びこれに相当する業務

を営む外国会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活

動を支配管理することを目的とする。 

1.通信ネットワークシステムに係る企画・制作に関するマーケテ

ィングリサーチ、コンサルタント業務 

1.通信ネットワークシステムに係る企画・制作に関するマーケテ

ィングリサーチ、コンサルタント業務 

2.通信ネットワークシステムに係る企画、制作、運営、管理 
2.通信ネットワークシステムに係る企画、制作、運営、管理 

3.情報提供サービス業 3.情報提供サービス業 

4.広告宣伝の企画、編集、制作および広告代理店業 4.広告宣伝の企画、編集、制作、販売及び広告代理店業 

5. 出版物の企画、編集、制作、出版 
5.出版物、印刷物の企画、編集、制作、出版、販売、輸出入 

6.テレビ･ラジオ番組、映画の企画・制作・販売 6.テレビ番組、デジタル放送番組、ラジオ番組、映画、ビデオ、

インターネット・コンテンツの企画・制作・販売、輸出入 

7.イベントの企画・実施 7.イベントの企画・実施・運営、管理、コンサルティング 

8.コンピューターソフト・光学ビデオディスク、ビデオコンテン

ツ（映像・音声）の企画・制作・販売・レンタルおよびインター

ネットによる配信事業 

8.コンピュータソフト・光学ビデオディスク、ビデオコンテンツ

（映像・音声）の企画・制作・販売・レンタル及びインターネッ

トによる配信事業 

9.通信販売業務 9.通信販売業務 

10．古物の売買 10.古物の売買 

11．金銭貸付業務 11.金銭貸付業務 

12．集金代行業務 12.集金代行業務 

13．保証・信用調査業務 13.保証・信用調査業務 

14．株式・社債等、有価証券の売買ならびに運用 14.株式・社債等、有価証券等の売買、保有並びに運用 

15．企業経営全般に関するコンサルティング 15.企業経営全般に関するコンサルティング 

16．国内外における不動産の売買、仲介、賃貸、管理、鑑定およ

び不動産コンサルティング業 

16.国内外における不動産の売買、仲介、賃貸、管理、鑑定及び

不動産コンサルティング業 

17．一般労働者派遣事業 17.一般労働者派遣事業 

18．特定労働者派遣事業 18.特定労働者派遣事業 

19．前各項に付帯する一切の業務 19.新品、中古のパッケージソフト（音楽、映像、ゲーム、コン

ピュータソフトウェア）のレンタル及び卸売業、販売業 

  

20.コンピュータ、その周辺機器・関連機器、コンピュータシス

テム及びそのソフトウェアの企画、開発、制作、導入、設計、製

造、販売、賃貸、保守並びに輸出入業務 

  21.音楽録音物、映像物、映像録音物の企画、制作及び販売 

  

22.著作権、原盤権等、音楽に関する財産権の取得、管理、ライ

センス及び販売 

  

23.商標権、意匠権、特許権等、財産権の取得、管理、ライセン

ス及び販売 

  24.情報処理サービス業並びに情報提供サービス業 

  

25.店舗用什器備品・消耗品及び事務用品・日用品雑貨の販売業

務 

  26.市場調査並びに各種マーケティングリサーチの請負 



  27.不動産の所有、売買、交換、賃貸借、管理、保守及び仲介 

  

28.時計、宝石、鞄、靴、財布、装身具、衣料品、皮革製品、化

粧品の売買、仲介、委託販売、店頭販売、卸販売、輸出入卸販売

  

29.フランチャイズ形態によるチェーン店の経営指導及びその運

営に対するコンサルティング業務 

  30.ホテル、飲食店、レストランの経営 

  31.芸能プロダクションの経営 

  32.時計・宝石業界における商品の鑑定、修理、管理業務 

  33.会社の合併及び技術、販売、製造の提携の斡旋 

  34.投資事業組合財産及び投資事業有限組合の運用並びに管理 

  35.自動車・自動車付属品の販売及び輸出入 

  36.アーティストのマネジメント 

  37.各種情報の収集処理並びに販売に関する事業 

  38.クリニック施設の管理運営業 

  39.旅行業代理店業務 

  40.携帯電話機、電話加入権の売買及びその仲介業務 

  

41.衣服、服飾雑貨、日用品雑貨、食料品、飲料、文具、家具、

家庭用電気製品、医薬品、酒、煙草、書籍、化粧品、携帯電話の

輸出入販売 

  42.損害保険代理店業 

  43.ブティックの経営 

  44.コンピュータグラフィックスの企画、制作、立案 

  

45.経理事務処理、コンピュータ・システムの操作、技術・事務

業務処理請負 

  

46.電気通信機器及び衛星通信等各種通信に付帯関連する地上放

送受信機器類の販売 

  47.電話応対代行業務及びこれに関するコンサルティング業務 

  

48.販売促進に係る企画の制作、コンサルティング業務及び市場

調査業務 

  49.情報処理システムの企画及び開発 

  

50.コンピュータ、コンピュータ相互間の情報搬送機械、通信機

器、それらの周辺機器及びソフトウェアの研究、開発、設計、製

造、販売並びに輸出入業務 

  

51.コンピュータ、コンピュータ相互間の情報搬送機械、通信機

器、それらの周辺機器及びソフトウェアの利用に関するサービス

の提供並びにコンサルティング業務 

  

52.コンピュータ、コンピュータ相互間の情報搬送機械、通信機

器、それらの周辺機器及びソフトウェアの保守メンテナンスサー

ビス並びにコンサルティング業務 

  

53.コンピュータ、コンピュータ相互間の情報搬送機械、通信機

器、それらの周辺機器及びソフトウェアの処理技術の教育並びに

利用に関するサービスの提供 

  

54.融資、保証及び債権買い取りを含めた信用供与とその斡旋並

びに仲介 

  55.インターネットのホームページの企画立案、設計、制作 

  56.有料職業紹介事業 

  

57.企業の合併、業務提携、営業譲渡、資産売買、資本参加、合

併会社設立・解消、有価証券の譲渡及び譲受に関する指導・仲介



並びに斡旋 

  58.金銭の貸付及び債務の保証等の金融業 

  59.売掛債権の買取業務 

  60.資産運用、管理、経営、財務に関するコンサルティング業務

  

61.有価証券等の保有、売買、運用及び投資事業組合・匿名組合

等への出資 

  62.投資法人の設立企画人としての業務 

  

63.投資法人の資産の運用に係る業務及び投資信託の委託会社と

しての業務並びにこれらの資金調達業務 

  64.法律に基づく投資法人の一般事務受託者としての業務 

  65.投資信託委託業 

  

66.不動産ファンドの組成及び管理・運営に関するコンサルティ

ング業務 

  

67.不動産投資顧問業務及び不動産証券化商品に関する投資顧問

業務並びに有価証券等の金融資産に関する投資顧問業 

  68.企業情報提供サービス業務 

  

69.企業診断、投資計画及び経営全般に関するコンサルティング

業務 

  

70.不動産の取得、保有、売却及び管理に関する助言又はコンサ

ルティング業務 

  

71.不動産、不動産担保付債権などに関する精密調査、鑑定調査、

市場調査、資料収集、投資情報の提供に関する業務 

  

72.不動産に関するコンピュータソフトウェア及びインターネッ

トによる不動産等の情報提供・売買システムの企画、開発、販売、

リース、保守、管理、運営 

  73.ゴルフ会員権の売買及び仲介 

  74.総合リース業 

  75.割賦購入の斡旋 

  76.クレジットカードの利用者の紹介に関する業務 

  77.損害保険代理業並びに生命保険の募集に関する業務 

  

78.グラフィックデザイン並びにディスプレイデザインの企画及

び制作 

  79.屋外広告看板、美術看板の企画設計並びに施工 

  80.宣伝広告事業コンサルティング 

  81.広報企画、実施 

  82.雑誌広告用イラスト製作 

  83.産業用ロボットの製造及び販売 

  84.土木建築工事の設計、施工、請負、監理 

  85.電子部品の製造及び販売 

  86.自動駐車場管理機械の保守管理業務 

  

87.門扉、門柵、外灯、ベランダ、テラス等の住宅付属設備品の

製造及び販売 

  88.陶器及び磁器の製造並びに販売 

  89.服飾繊維製品の企画、製造、販売並びに輸出入 

  90.袋物服飾雑貨の企画、製造、販売並びに輸出入 

  91.スポーツ用品の販売並びに輸出入 

  92.コンピュータグラフィックデザインの企画、編集及び制作 



  93.店舗の企画、立案及び設計 

  94.各種イベントの企画・制作・運営 

  

95.各種情報の収集、調査、分析、提供及び仲介、斡旋並びにそ

の運営 

  

96.電子商取引に関する売買システムの企画、設計、開発、運営

及び運用に関する受託 

  

97.インターネットを利用する情報システム及び通信ネットワー

クの企画、設計、運営並びに運用に関する受託 

  98.旅行業法に基づく旅行業 

  99.産業用ロボットのメンテナンス 

  100.駐車場用設備及びその付帯機器の販売 

  101.土地建物の有効利用に関する企画、調査、設計 

  102.土地建物の有効利用に関するコンサルタント業 

  103.インターネットによる音楽、映像の配信 

  

104.音声及び映像のソフトウェア（ディスク、テープ及びフィル

ム）の企画、制作、製造、販売、賃貸、管理、輸出入、放送、上

映、配給並びにこれらの仲介 

  

105.著作権及び著作隣接権、商標権、意匠権の取得、管理、使用

許諾、譲渡及びこれらの仲介並びに利用の開発 

  106.匿名組合財産の運用及び管理 

  

107.キャラクター商品の企画、制作及び商品化権の取得、管理、

使用許諾、譲渡並びにこれらの仲介 

  

108.コンサート、イベント及びインターネットによる音楽番組、

テレビ・ラジオ番組の企画、制作及び運営並びにこれらの請負 

  

109.ポスター、カレンダー、パンフレット等の印刷物の企画、制

作、製造及び販売 

  110.書籍、雑誌及び楽譜の出版並びに販売 

  

111.文房具、玩具、衣料品、スポーツ用品、貴金属製品、時計、

バッグ、装身具、日用品雑貨、食料品、化粧品及び医薬部外品の

販売並びに輸出入 

  112.芸能人の育成並びに斡旋 

  

113.袋物製品、毛皮製品、スポーツ用品、貴金属、ブローチ類、

指輪、ネックレス、ブレスレット、自動車、室内装飾品、テーブ

ルクロス、シーツ類、服地、食料品、事務用品、書籍、玩具、絵

画、美術品、骨董品、陶器、衛生用機器、照明器具、家具の輸入

卸売業務及び販売業務 

  

114.皮革製品、袋物製品、衣料の企画、生産業務及び卸売販売業

務 

  115.建築物内外装、設計、デザイン及び制作業務 

  116.商業デザインの企画、立案及び実施業務 

  117.印刷物、広告原稿、屋外広告物の企画、立案、制作業務 

  

118.放送番組撮影用貸スタジオの経営、管理及び賃貸に関する業

務 

  

119.各種イベントの企画、制作、主催、運営、施行、管理及びコ

ンサルティング 

  120.放送番組の企画、制作及び販売 

  121.情報提供サービス業 

  122.インターネット上のモールの開設 



  

123.インターネット等のネットワークを利用した製品の受発注

システムの設計、開発、運用及び保守 

  124.インターネットを利用した各種情報資料の収集 

  

125.インターネットを利用した広告の企画、制作、提供、コンサ

ルティング 

  

126.インターネットを利用した情報提供サービスの企画、制作、

提供、コンサルティング 

  

127.コンピュータの導入及びシステム設計に関するコンサルテ

ィング 

  128.流行・市場動向に関する調査及び調査レポートの販売、出版

  129.携帯電話を利用した情報提供サービスの企画、制作、運営 

  

130.広告・販売促進のためのデザインの企画、制作、コンサルテ

ィング 

  

131.経理事務処理、コンピュータ・システムの操作、技術・事務

業務処理請負 

  

132.レコード、テープ、原盤、楽器、楽譜等の音楽に関する製品

の輸出入、制作及び販売 

  

133.衣料雑貨品、文房具等のキャラクター商品（個性的な名称や

特徴を有している人物、動物等の画像を付けたもの）の輸出入、

企画、制作及び販売 

  134.ビデオ機器の製造及び販売 

  

135.音響機器、録音再生機器、テレビジョン受信機、ラジオ受信

機、無線通信機器等の電気通信機械器具の製造及び販売 

  136.無線送受信、国際通信、衛星通信等による無線通信事業 

  137.舞台、展示会等の企画、制作 

  

138.舞台、展示会等の美術、照明、音響効果の企画及び演出並び

にこれらの設計、制作 

  139.音楽著作物の利用の開発 

  140.楽譜の出版 

  

141.コンパクトディスク、ミュージックテープ、ビデオテープ等

の原盤の企画、制作 

  

142.歌手、作詞家、作曲家、画家、写真家、ディスクジョッキー

及びタレントのマネジメント業務 

  

143.絵画、版画・ポスター、什器備品、日用品雑貨の輸出入及び

販売 

  144.コーポレート・アイデンティティーの企画 

  145.衣料品及び服飾雑貨の企画、製造、卸、小売業 

  

146.インターネット及び電気通信回線を利用した電気通信並び

に情報処理サービス、通信ネットワークの企画、研究、開発、分

析、設計、販売、運用、運営、保守、請負、教育、コンサルティ

ング、調査研究の受託 

  

147.インターネット及びコンピュータ、電気通信回線、情報処理

に関する操作要員の教育、指導 

  

148.インターネット及びコンピュータ、電気通信回線、セキュリ

ティに関するソフトウェア、ハードウェアの研究、開発、分析、

設計、販売 

  149.商業、工業デザインの企画、制作、販売 

  150.写真業 



  151.労務管理の援助、秘書の請負 

  

152.インターネット及びコンピュータ、電気通信回線を利用する

業者、通信販売業者からの依頼による商品情報の提供、注文書の

受付業務並びに商品発送業務 

  

153.電気通信業法における第一種及び第二種電気通信業並びに

電気通信工事業 

  154.電気通信設備及び通信ネットワークの保守業務の受託 

  

155.インターネット及びコンピュータ、電気通信回線に関するシ

ステム、ハードウェア、端末機器、ソフトウェア、営業権、ノウ

ハウの製造、開発、保全、売買、賃貸、輸出入 

  

156.投資業、クレジットカード業及びプリペイドカードの発行及

び販売 

  157.前各項に付帯する一切の業務 

（本店の所在地） （本店の所在地） 

第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 

（機関の設置） 

第4条 当会社は株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

1.取締役会 

2.監査役 

3.監査役会 

(新設） 

4.会計監査人 

（公告の方法） （公告方法） 

第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。但し、電子公告

によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた

ときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公

告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じ

たときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

第 ２ 章  株 式 及 び 端 株 （ 現 行 通 り ） 

（発行する株式の総数） （発行可能株式総数） 

第5条  当会社の発行する株式の総数は、350,000株とする。 第6条  当会社の発行可能株式総数は、1,000,000株とする。 

（株券の発行） 

(新設) 

第7条  当会社の株式については、株券を発行する。 

(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項第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項の規定に基づき、市場

取引等により自己の株式を取得することを取締役会の決議をも

って定めることができる。 

(株式取扱規程) (株式取扱規程) 

第7条 当会社の発行する株券の種類並びに株式の名義書換、実

質株主通知の受理、端株の買取及び買増請求の取扱、その他株式

及び端株に関する手続並びに手数料は取締役会の定める株式取

扱規程による。 

第9条 当会社の発行する株券の種類、株主名簿の名義書換、実

質株主通知の受理、端株の買取及び売渡し請求の取扱、その他株

式及び端株に関する手続並びに手数料は取締役会の定める株式

取扱規程による。 

(名義書換代理人) (株主名簿管理人) 

第8条 当会社は、株式及び端株につき名義書換代理人を置く。 第10条 当会社は、株式及び端株につき株主名簿管理人を置く。

②  名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議に

よって選定する。 

②  株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議に

よって定める。 



③ 当会社の株主名簿、実質株主名簿、端株原簿及び株券喪失登

録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義

書換、実質株主通知の受理、端株の買取及び買増請求の取扱等株

式及び端株に関する事務は、名義書換代理人に取扱わせ、当会社

においては、これを取扱わない。 

③ 当会社の株主名簿、実質株主名簿、端株原簿及び株券喪失登

録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿の

名義書換、実質株主通知の受理、端株の買取及び売渡し請求の取

扱等株式及び端株に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当

会社においては、これを取扱わない。 

（基準日） （基準日） 

第9条 当会社は、毎決算期最終の株主名簿に記載又は記録され

た株主（実質株主名簿に記載又は記録された実質株主を含む。以

下同じ。）をもって、その決算期に関する定時株主総会において

権利を行使すべき株主とみなす。 

第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又

は記録された株主（実質株主名簿に記載又は記録された実質株主

を含む。以下同じ。）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べき株主とみなす。 

② 前項のほか、株主、登録質権者又は端株主として権利を行使

すべき者を定めるため必要あるときは、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。 

② 前項および本定款に定めるもののほか、株主、登録株式質権

者又は端株主として権利を行使すべき者を定めるため必要ある

ときは、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。 

（端株の買増請求） （端株の売渡し請求） 

第9条の２ 第12条 

 端株を有する株主は、その端株と併せて１株となるべき端株を

自己に売り渡すべき旨を当会社に請求することができる。 
（ 現 行 通 り ） 

（新株引受権の特例） 

第10条 当会社は、取締役または従業員に商法第280条ノ19の

規定による新株引受権を付与することができる。 

(削除） 

第 ３ 章  株 主 総 会 （ 現 行 通 り ） 

（招  集） （招  集） 

第11条 当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3

ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時

これを招集する。 

第13条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3

ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時

これを招集する。 

（新設） 

②株主総会は、本店所在地又はこれに隣接する地、あるいは東京

都区内において招集する。 

（招集者及び議長） （招集者及び議長） 

第12条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取

締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた

順序により、他の取締役がこれに代わる。 

第14条 株主総会は、取締役社長又は取締役ＣＥＯ（チーフエグ

ゼクティブオフィサー）が招集し、その議長となる。取締役社長

又は取締役ＣＥＯ（チーフエグゼクティブオフィサー）に事故あ

るときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の

取締役がこれに代わる。 

（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） 

(新設） 

第15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すべき事項

に係る情報を、法務省令の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。 

（決議の要件） （決議の要件） 

第13条 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、出席した株主の議決権の過半数をもってする。 

第16条 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 商法第343条第１項の規定による株主総会の決議は、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３

分の２以上に当たる多数をもってする。 

② 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、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。 

（議決権の代理行使） （議決権の代理行使） 



第14条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人とし

てその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理

人は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 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。この場合、株主又は

代理人は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。 

（議事録） （議事録） 

第15条 株主総会の議事の経過の要領及びその結果は、これを議

事録に記載又は記録し、議長並びに出席した取締役が記名捺印又

は電子署名を行う。 

第18条 株主総会の議事については、法務省令の定めるところに

より、その経過の要領並びに決議の内容等を記載又は記録した議

事録を作成し、議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役及

び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。 

第 ４ 章  取締役及び取締役会 （ 現 行 通 り ） 

（員数） （員数） 

第16条 当会社に取締役10名以内を置く 第19条 当会社に取締役10名以内を置く。 

（選任） （選任） 

第17条 取締役は株主総会において選任する。 第20条           （ 現 行 通 り ） 

② 取締役の選任決議は、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をもってする。 

② 取締役の選任決議は、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。 

③ 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

（任期） （任期） 

第18条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する

定時株主総会終結のときまでとする。 

第21条 取締役の任期は、選任後2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 補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、現任取締役

の残任期間とする。 

② 補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、他の現任取

締役の任期の満了する時までとする。 

（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役） 

第19条 取締役会の決議により、当会社を代表すべき取締役若干

名を定める。 

第22条 取締役会の決議により、当会社を代表すべき取締役若干

名を選定する。 

② 取締役会の決議により、取締役会長､取締役社長各１名、取

締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることが

できる。 

② 取締役会の決議により、取締役会長､取締役社長、取締役Ｃ

ＥＯ（チーフエグゼクティブオフィサー）各１名、取締役副社長、

専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 

（取締役会） （取締役会） 

第20条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取

締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた

順序により、他の取締役がこれに代わる。 

第23条 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締

役社長又は取締役ＣＥＯ（チーフエグゼクティブオフィサー）が

招集し、その議長となる。取締役社長又は取締役ＣＥＯ（チーフ

エグゼクティブオフィサー）に事故あるときは、取締役会におい

てあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 

②  取締役会招集の通知は、各取締役に対し、会日の３日前まで

に発する。 

②  取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日

の３日前までに発する。 

 但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。  ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 

③ 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の

定める取締役会規程による。 

③ 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の

定める取締役会規程による。 

（取締役会の決議の省略） 

(新設） 

第24条 当会社は、取締役会の決議の目的たる事項について、議

決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときは、当該事項を可決する旨の取締

役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べ

たときはこの限りではない。 

(新設） (議事録） 



 第25条 取締役会の議事については、法務省令の定めるところに

より、その経過の要領並びに決議の内容等を記載又は記録した議

事録を作成し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は

電子署名を行う。 

(社外取締役との責任限定契約） 

(新設） 

第26条 当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外

取締役との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任に関

し、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする

旨の契約を締結することができる。 

（報酬） （報酬等） 

第21条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議をも

ってこれを定める。 

第27条 取締役の報酬、賞与、その他の職務執行の対価として

当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という）は、株

主総会の決議をもってこれを定める。 

第 ５ 章  監査役及び監査役会 （ 現 行 通 り ） 

（員数） （員数） 

第22条 当会社に監査役3名以上を置く。 第28条      （ 現 行 通 り ） 

（選任） （選任） 

第23条 監査役は株主総会において選任する 第29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をもってする。 

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

数をもって行う。 

（任期） （任期） 

第24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ときまでとする。 

第30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終結の時までとする。 

② 補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の残

任期間とする。 

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。

（常勤監査役） （常勤の監査役） 

第25条  監査役はその互選により常勤監査役若干名を定める。 第31条  監査役会は、その決議により監査役の中から常勤の監

査役を定める。 

（監査役会） （監査役会） 

第26条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の３日前

までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することがで

きる。 

第32条 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、緊急のときはこの期間を短縮することが

できる。 

② 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の

定める監査役会規程による。 
（ 現 行 通 り ） 

(議事録） 

(新設） 

第33条 監査役会の議事については、法務省令の定めるところに

より、その経過の要領並びに決議の内容等を記載又は記録した議

事録を作成し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名を

行う。 

(監査役の責任免除） 

第34条 当会社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、監査

役（監査役であった者を含む。）の同法第423条第1項の行為に

よる賠償責任に関し、取締役会の決議をもって、法令の限度にお

いて免除することができる。 
(新設） 

②当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外監査役

との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任に関し、同

法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契



 約を締結することができる。 

（報酬） （報酬等） 

第27条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議をも

ってこれを定める。 

第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもってこれを定

める。 

(新設） 第 ６ 章  会 計 監 査 人 

(員数） 

(新設） 

第36条 当会社に会計監査人3名以内を置く。 

(選任及び解任） 

第37条 会計監査人は株主総会において選任する。 

②会計監査人の選任決議は、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。 
(新設） 

③会計監査人の解任決議は、議決権を行使することができる株主

の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の

決議をもって行う。 

(任期） 

第38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の終結の時までとす

る。 (新設） 

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なさ

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。 

(会計監査人の責任免除） 

第39条 当会社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、会

計監査人（会計監査人であった者を含む。）の同法第423条第1

項の行為による賠償責任に関し、取締役会の決議をもって、法令

の限度において免除することができる。 (新設） 

②当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人

との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任に関し、同

法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契

約を締結することができる。 

第 ６ 章  計   算 第 ７ 章  計   算 

（営業年度） （事業年度） 

第28条 当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日

までとし、毎営業年度末に決算を行う。 

第40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年とし、毎事業年度末に決算を行う。 

（利益配当） （剰余金の配当） 

第29条 利益配当金は、毎決算期現在の株主名簿に記載又は記録

された株主若しくは登録質権者及び同決算期現在の端株原簿に

記載された端株主に対しこれを行う。 

第41条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は

記録された株主若しくは登録株式質権者及び同事業年度末日の

最終の端株原簿に記載又は記録された端株主に対して、剰余金の

配当（以下「期末配当金」という）を行う。 

（中間配当） （中間配当金） 

第30条 取締役会の決議により、毎年９月３０日現在の株主名簿

に記載又は記録された株主若しくは登録質権者及び同日現在の

端株原簿に記載された端株主に対し、商法第293条ノ5の規定に

よる金銭の分配（以下｢中間配当｣という）を行うことができる。

第42条 当会社は、取締役会の決議により、毎年９月３０日の最

終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権

者及び同日の最終の端株原簿に記載又は記録された端株主に対

し、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当（以下｢中

間配当金｣という）を行うことができる。 

（配当金等の除斥期間） （配当金等の除斥期間） 



第31条 利益配当金及び中間配当金が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、当会社はその支払の義務を

免れる。 

第43条 期末配当金及び中間配当金が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、当会社はその支払の義務を

免れる。 

(新設) （附   則） 

（新設） 

第１条 当会社の端株が存在しなくなったときをもって本定款は

以下のとおり変更されるものとする。 

  (株式取扱規程) 

  第９条 当会社の発行する株券の種類、株主名簿の名義書換、

実質株主通知の受理、その他株式に関する手続並びに手数料は取

締役会の定める株式取扱規程による。 

 (株主名簿管理人) 

 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

  ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議

によって選定する。 

 ③ 当会社の株主名簿、実質株主名簿及び株券喪失登録簿は、

株主名簿管理人の事務取扱場所に備え  置き、株主名簿の名義書

換、実質株主通知の受理の取扱等株式に関する事務は、株主名簿

管理人に委託し、当会社においては、これを取扱わない。 

 （基準日） 

 第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載

又は記録された株主（実質株主名簿に記 

  載又は記録された実質株主を含む。以下同じ。）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べき株

主とみなす。 

 ② 前項および本定款に定めるものの他、株主、登録株式質権

者として権利を行使すべき者を定めるため必要あるときは、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。 

 （端株の売渡し請求） 

 第12条 削除 以下条数繰上げ 

 (附則) 

  第１条 削除 

 

 


