
 

 

平成 18 年７月 24 日 

各    位 

 

会社名 株式会社ウェザーニューズ 

代表者名 代表取締役会長兼社長 石橋 博良 

 （ｺｰﾄﾞ番号 4825 東証第一部） 

問合せ先 ＳＲコーナー（広報・IR） 

 ﾘｰﾀﾞｰ 森下 良治 

 （TEL ： 043 - 274 - 5536） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 18 年７月 24 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 18 年８月 

20 日開催予定の第 20 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

 

１．定款変更の目的 

 
(1) 「会社法」等の施行に伴う変更 

「会社法」（平成 17 年法律第 86 号、以下「会社法」という）および「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、以下「整備法」という）が
平成 18 年 5 月 1 日に施行されたことにともない、次のとおり変更を行うものです。 

 
①新たに、定款に定めることにより可能となる事項等に関し、以下の変更を行うものです。 
 
1） 単元未満株式についての権利（変更後の定款案第10条） 
単元未満株主が行使することができる権利の範囲を定めるものです。 

2） 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（同第17条） 
株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき
事項に係る情報を、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、
より充実した情報の開示をすることを可能とするものです。 

3） 議決権の代理行使（同第19条） 
株主が議決権を代理行使する場合の代理人の人数を１名とするものです。 

4） 取締役会の決議の省略（同第28条） 
取締役会が開催できない場合等の緊急時に備えて、取締役の全員による同意の意思表
示等の要件を充たす場合には取締役会の決議の省略を可能とするものです。 

5） 監査役の責任免除（同第42条） 
社外監査役として適任者を登用するため、社外監査役との間で責任限定契約を締結す
ることを可能とするものです。 

 



 
②会社法の施行にともない、定款にその定めがあるとみなされる事項に関し、条文の新設
および所要の変更を行うものです。 

 
1) 機関（同第4条、同第21条、同第34条、同第44条） 
2) 株券の発行（同第7条） 
3) 株主名簿管理人（同第12条） 

 
 
(2) 事業目的に関する変更 
当社事業の現状を踏まえ、事業目的を整理するとともに、記載順序・表現を整理・簡略化
するものです。（同第 2 条） 
 
 

(3) その他 
条文の記載順序の整理・変更、項数の表示、表現の修正・統一等の変更を行うとともに、
条文および章の新設・削除にともない、条数・章数を変更するものです。 

 

 

２．定款変更の内容 

各条項に関する変更の内容、変更の理由は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予定日   平成 18 年８月 20 日（日曜日） 

定款変更の効力発生日          平成 18 年８月 21 日（月曜日） 

 

以上 

 



 

 

別紙 
 (下線は変更部分を示します｡) 

 

現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

第１章 総 則 第１章 総 則  
【商号】 【商 号】  
第１条 当会社は、株式会社ウェザ

ーニューズ（英文名では
WEATHERNEWS INC.）と称す
る。 

第１条 当会社は、株式会社ウェザ
ーニューズと称し、英文で
はWEATHERNEWS INC.と表示
する。 

・表現の一部を改めるものでありま
す。 

【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、次の事業を営む

ことを目的とする。 
・当社事業の現状を踏まえ、事業目
的を整理するとともに、記載順
序・表現を整理・簡略化するもの
であります。 

１、日本国内の気象の観測、デ
ータ収集、解析、予報なら
びにその提供業務 

(１)全世界の気象・海象・水象・地象

の観測・データ収集・解析・予報

およびその提供、ならびにこれら

原材料を活用した対応策コンテン

ツの企画・制作・販売業務 

 

２、世界の気象の観測、データ
収集、解析、予報ならびに
その提供業務 

(２)気象・海象・水象・地象の観測・

データ・予報を軸として、船舶の

配船や運航、油井掘削、原油採

掘、海洋土木、構築物の海上輸

送、漁業などの海洋に関わる活動

を安全・効率的・計画的に行うた

めの対応策コンテンツの企画・制

作・販売業務 

 

３、総合気象情報データベース
サービス業務 

(３)気象・海象・水象・地象の観測・

データ・予報を軸として、航空機

の運航などの空に関わる活動を安

全・効率的・計画的に行うための

対応策コンテンツの企画・制作・

販売業務 

 

４、気象情報、環境に関する情
報、アウトドア情報に関す
る情報処理サービスの提供
ならびにこれに伴うコンピ
ューター端末機器の売買お
よび賃貸借 

(４)気象・海象・水象・地象の観測・

データ・予報を軸として、道路・

鉄道・電力・ガス・通信等のイン

フラの運営・管理・保守、ダム・

河川の管理、国や自治体の防災業

務、貨物自動車の運行、工場の操

業、建設土木工事の操業、農業、

ビルの管理、テーマパークの運

営、イベント興行などの陸上にて

行われる活動を安全・効率的・計

画的に行うための対応策コンテン

ツの企画・制作・販売業務 

 

５、前号のサービスに関連する
プログラム開発業務および
それに伴う教育、訓練、コ
ンサルタント業務 

(５)気象の観測・データ・予報を活用

した、商品企画・仕入・販売・在

庫計画等に係る意志決定を支援す

る対応策コンテンツの企画・制

作・販売業務 

 

６、コンピューターハードウェ
ア・ソフトウェアの開発業
務 

(６)気象・海象・水象・地象の観測デ

ータ、長期にわたり蓄積された観

測データのデーターベース、研究

者から集めた長期気象予報に関す

る見解等のコンテンツの配信・販

売業務 

 

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

７、コンピューターシステム設
計およびプログラム受託 

(７)気象・海象・水象・地象を軸とす

る個人向けコンテンツの企画・制

作・販売業務および、それらのコ

ンテンツの放送事業者・新聞業

者・出版業者等への配信業務 

 

８、農業気象・産業気象・工業
気象・航空気象の観測、デ
ータの収集、解析、予報な
らびに提供業務 

(８)有料会員を対象とした、気象・海

象・水象・地象を軸とする、双方

向性コンテンツの情報共有化シス

テムの運営、会員のコンテンツ発

表機会の提供、コンテンツ作成へ

の会員参加機会の提供、集会施設

の利用権の提供、セミナーや講演

会への参加機会の提供 

 

９、気象情報、環境に関する情
報、アウトドア情報を商品
企画、仕入、製造、販売、
在庫計画等に活用するため
の調査、研究ならびにコン
サルティング業務 

(９)放送法に基づく一般放送事業 

 

 

10、防災システムに関する調
査、研究ならびにコンサル
ティング業務 

(10)電気工事業および電気通信工事業
 

 

11、気象、水象、地象に関する
調査、研究ならびにコンサ
ルティング業務 

(11)前１号から10号に関連する調査・

研究・コンサルティング業務 
 

 

12、人工知能（人間のような知
能を持った機械をコンピュ
ーター技術を用いて創造す
ること）に関する調査、研
究ならびにコンサルティン
グ業務 

(12)コンピューターハードウェア・

コンピューター周辺機器・放送

用電子機器・気象用観測機器の

開発・製造・販売・賃貸、コン

ピュータソフトウェアの開発・

販売、およびこれらに関連する

教育・訓練業務 

 

13、出版物の編集および発行業
務 

(13)不動産賃貸業 
 

 

14、気象情報、環境に関する情
報、アウトドア情報に関す
る企画、宣伝ならびに商品
開発業務 

(14)前各号に付帯する一切の業務 
 

 

15、気象番組出演サービス業務   
16、放送法に基づく一般放送事

業 
  

17、放送番組、録音および録画
物の制作、販売、配給に関
する業務 

  

18、放送関連技術の開発ならび
に指導 

  

19、著作物・商標を複製、使用
した録音・録画テープ、ビ
デオディスク、シーディー
ロム、日用品雑貨、スポー
ツ用品、衣類、飲食物の販
売 

  

20、放送用絵柄送り出し機器の
製造、販売ならびに輸出入
業務 

  

21、気象用観測機器の製造、販
売ならびに輸出入業務 

  

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

22、衛星を利用する移動体位置
測定装置の製造、販売なら
びに輸出入業務 

  

23、衛星を利用する精密測量装
置の製造、販売ならびに輸
出入業務 

  

24、衛星を利用する精密時刻同
期および周波数計測装置の
製造、販売ならびに輸出入
業務 

  

25、衛星を利用する測位装置の
相手先商標製品製造、相手
先ブランド販売、ならびに
輸出入業務 

  

26、地図データの制作、販売な
らびに輸出入業務 

  

27、衛星の精密軌道暦計算プロ
グラムと計算データの制
作、販売ならびに輸出入業
務 

  

28、コンピューター、測位装
置、その他関連機器のリー
スおよびレンタル、割賦販
売、売買ならびにその仲介
業 

  

29、上記各号に関する関連（周
辺）機器の製造、販売なら
びに輸出入業務 

  

30、上記各号に関する関連（周
辺）機器およびソフトウェ
アの作成、販売ならびに輸
出入業務 

  

31、上記各号に関するソフトウ
ェアの開発、販売ならびに
輸出入業務 

  

32、電気工事業および電気通信
工事業 

  

33、不動産賃貸業務   
34、上記に関連または付帯する

一切の業務 
  

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

【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、本店を東京都港

区に置く。 
 

（新設） 【機  関】  
 第４条 当会社は、株主総会および

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 
4.会計監査人 

 

・整備法により、会社法施行の際に
当社定款に定めがあるものとみな
されている事項について、定める
ものです。 

【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｡ 
ただし、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とき
は、日本経済新聞に掲載し
てする。 
 

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。 

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

 

第２章 株 式 第２章 株 式  
   
【発行する株式の総数並びに１単元
の株式の数および単元未満株券の
不発行】 

【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、47,000,000株とす
る。ただし、株式の消却が
行われた場合には、これに
相当する株式数を減ずる｡ 

第６条 当会社の発行可能株式総数
は、47,000,000株とする。

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

 

 【株券の発行】  
（新設） 第７条 当会社は、株式に係る株券

を発行する｡ 
・整備法により、会社法施行の際に
当社定款に定めがあるものとみな
されている事項について、条文を
新設するものです。 

 【単元株式数および単元未満株券の
不発行】 

 

２、当会社の１単元の株式の数
は、100株とする。 

第８条 当会社の単元株式数は、
100株とする。 

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

３、当会社は１単元の株式の数
に満たない株式に係わる株
券を発行しない。 

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｡ 
 

 

【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９条 当会社は、取締役会の決議
をもって自己の株式を市場
取引等により取得すること
ができる。 

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

 【単元未満株式についての権利】  
（新設） 第10条 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 
(2) 株主の有する株式数に

応じて募集株式の割当
ておよび募集新株予約
権の割当てを受ける権
利 

(3) 次条に定める請求をす
る権利 

・単元未満株主が行使することがで
きる権利の範囲を定める規定を新
設するものです。 

〔御参考〕 

会社法第189条第２項各号に定める権利 

① 株式無償割当を受ける権利 

② 単元未満株式を買い取ることを請求す

る権利 

③ 残余財産の分配を受ける権利 

④ 定款・株主名簿の閲覧等請求権 

⑤ 剰余金の配当を受ける権利 

⑥ 組織再編行為により金銭等の交付を受

ける権利 等 

 

【単元未満株式の買増し】 【単元未満株式の買増し】  
第７条 当会社の単元未満株式を有

する株主および実質株主
は、株式取扱規則に定める
ところにより、その単元未
満株式と併せて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 当会社の単元未満株式を有
する株主は、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
（以下｢買増し｣という。）
を請求することができる。

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

【名義書換代理人】 【株主名簿管理人】  
第８条 当会社は、株式につき名義

書換代理人を置く。名義書
換代理人およびその事務取
扱場所は、取締役会の決議
により選定し、これを公告
する。 

第12条 当会社は、株主名簿管理人
を置く。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定
め、これを公告する。 

・整備法により、会社法施行の際に
当社定款に定めがあるものとみな
されている事項を記載するもので
す。 

２ 、 当会社の株主名簿、実質株
主名簿および株券喪失登
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、株
券の交付、実質株主名簿
の作成、実質株主通知の
受理、単元未満株式の買
取りおよび買増し、その
他株式に関する事務はす
べて名義書換代理人に取
扱わせ、当会社ではこれ
を取扱わない。 

２ ． 当会社の株主名簿（実質株
主名簿を含む。以下同
じ｡)、新株予約権原簿お
よび株券喪失登録簿の作
成ならびにこれらの備置
きその他の株主名簿、新
株予約権原簿および株券
喪失登録簿に関する事務
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。 

 

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

【株式取扱規則】 【株式取扱規程】  
第９条 当会社の株券の種類、株式

の名義書換、株券の交付、
実質株主名簿の作成、実質
株主通知の受理、単元未満
株式の買取りおよび買増
し、その他株式に関する請
求、届出の手続きおよび手
数料は、取締役会の定める
株式取扱規則による。 

第13条  当会社の株式に関する事項
は、本定款のほか、取締役
会において定める株式取扱
規程による。 

・ 会社法の用語に合わせ変更し、か
つ、記載を簡略化するものです。

【基準日】   
第10条 当会社は、毎営業年度末日

現在における株主名簿およ
び実質株主名簿に記載また
は記録された株主（実質株
主を含む。以下同じ）をも
って、その年度の定時株主
総会において、株主の権利
を行使することができる株
主とする。 

（削除） ・変更案第15条に移設するため、削
除するものです。 

２、前項の場合のほか、株主ま
たは登録された質権者とし
て権利を行使すべき者を確
定するために必要があると
きは、取締役会の決議によ
り、基準日を定めることが
できる。この場合には、基
準日を２週間前に公告する
ものとする。 

  

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

第３章 株主総会 第３章 株主総会  
   

【招集】 【招 集】  
第11条 当会社の定時株主総会は、

毎年８月に招集し、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14条 当会社の定時株主総会は、
毎年８月に招集し、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。 

 

２、株主総会は、本店所在地ま
たはこれに隣接する地のほ
か、千葉市において開催す
ることができる。 

２．株主総会は、本店所在地ま
たはこれに隣接する地のほ
か、千葉市において開催す
ることができる。 

 

 【定時株主総会の基準日】  
（新設） 第15条 前条の定時株主総会におい

て権利を行使すべき株主
は、毎年5月31日の最終の
株主名簿に記載または記録
の議決権を有する株主とす
る。 

・現行定款第10条の定めを会社法の
用語に合せ変更し、かつ、記載を
簡略化するものです。 

【招集権者および議長】 【招集権者および議長】  
第12条 株主総会は取締役会長また

は取締役社長が招集し、議
長は取締役会長または取締
役社長がこれに当たる。 
取締役会長および取締役社
長に事故があるときはあら
かじめ取締役会の定める順
序により、他の取締役がこ
れに代わる。 

第16条 株主総会は取締役会長また
は取締役社長が招集し、議
長は取締役会長または取締
役社長がこれに当たる。 
取締役会長および取締役社
長に事故があるときはあら
かじめ取締役会の定める順
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、計算書類お
よ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｡ 

 

・株主総会参考書類等に記載または
表示すべき事項に係わる情報を、
インターネットを利用する方法で
開示することが可能となったこと
にともない、情報開示を充実させ
るため、条文を新設するもので
す。 

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

【決議の方法】 【決議の方法】  
第13条 株主総会の決議は、法令ま

たは定款に別段の定めがあ
る場合のほか、出席した株
主の議決権の過半数をもっ
て決する。 

第18条 株主総会の決議は、法令ま
たは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。 

・会社法の用語と引用条文の変更に
あわせ変更するものです。 

２、商法第343条に定める特別
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以上で行う。 

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。 

 

【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、議決権を行使するこ
とができる。 

第19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。 

・株主が議決権を代理行使する場合
の代理人の人数を１名とするもの
です。 

２、前項の場合には、株主総会
ごとに、代理権を証する書
面を提出することを要す
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｡ 

 

【議事録】 【議事録】  
第15条 株主総会の議事録は、議事

の経過の要領およびその結
果を記載または記録し、議
長ならびに出席した取締役
がこれに記名押印または電
子署名する。 

第20条 株主総会の議事の経過の要
領およびその結果並びにそ
の他の法令に定める事項
は、議事録に記載または記
録し、10年間本店に備え置
き、その写しを5年間支店
に備え置く。 

・会社法の定めに従い、株主総会議
事録に記載する事項等について、
所要の変更をし、かつ、記載を簡
略化するものです。 

２、株主総会の議事録は、その
原本を決議の日から10年間
本店に備え置き、その謄本
を５年間支店に備え置く。 

(削除)  

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会  
   

【取締役の員数】 【取締役会および取締役の員数】  
第16条 当会社の取締役は15名以内

とする。 
第21条 当会社は、15名以内の取締

役および取締役会を置く｡ 
・整備法により、会社法施行の際に
当社定款に定めがあるものとみな
されている事項について、定める
ものです。 

【取締役の選任】 【選任方法】  
第17条 当会社の取締役は、株主総

会において総株主の議決権
の３分の１以上を有する株
主が出席し、その議決権の
過半数の決議によって選任
する。 

第22条  取締役を選任する株主総会
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
の過半数をもって行う。 

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

２、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。 

２．取締役の選任決議は、累積
投票によらないものとす
る。 

 

【取締役の任期】 【任 期】  
第18条 取締役の任期は、就任後１

年以内の最終の決算期に関
する定時株主総会の終結の
時までとする。 

第23条 取締役の任期は、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。 

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

２、補欠または増員で就任した
取締役の任期は、現任取締
役の任期の満了すべき時ま
でとする。 

（削除） ・取締役の任期が１年であることに
より削除するものです。 

【取締役会の招集および議長】 【取締役会の招集権者および議長】  
第19条 取締役会は、取締役会長ま

たは取締役社長がこれを招
集し、その議長となる。 
取締役会長および取締役社
長に事故があるときは、あ
らかじめ取締役会の定める
順序により、他の取締役が
これに代わる。 

第24条 取締役会は、取締役会長ま
たは取締役社長がこれを招
集し、議長となる。 
取締役会長および取締役社
長に事故があるときは、あ
らかじめ取締役会の定める
順序により、他の取締役が
これに代わる。 

 

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

 【取締役会の招集通知】  
２、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日前に発するも
のとする。但し、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。 

第25条 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
るものとする。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。 

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

【代表取締役および役付取締役】 【代表取締役および役付取締役】  
第20条 当会社は、取締役会の決議

により、取締役の中より取
締役社長１名を、必要に応
じて取締役会長１名、取締
役副社長、専務取締役およ
び常務取締役若干名を置く
ことができるものとする。 

第26条 当会社は、取締役会の決議
により、取締役の中より取
締役社長１名を、必要に応
じて取締役会長１名、取締
役副社長、専務取締役およ
び常務取締役若干名を置く
ことができるものとする。

 

２、会社を代表する取締役は、
取締役会の決議をもって定
める｡ 

２．当会社は、取締役会の決議
によって、代表取締役を選
定する｡ 

・ 表現の一部を改めるものでありま
す。 

【業務執行】   
第21条 取締役社長は当会社の業務

を統轄し、取締役副社長、
専務取締役および常務取締
役は、取締役社長を補佐し
てその業務を分掌する。 

（削除） ・定款規定の簡略化のため削除する
ものです。 

２、取締役社長に事故があると
きは、あらかじめ取締役会
の定める順序に従い、他の
取締役がその職務を代行す
る。 

  

【取締役会の決議】 【取締役会の決議】  
第22条 取締役会の決議は、取締役

の過半数が出席し、出席し
た取締役の過半数をもって
決する。 

第27条 取締役会の決議は、議決に
加わることのできる取締役
の過半数が出席し、出席し
た取締役の過半数をもって
決する。 

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

 【取締役会の決議の省略】  
（新設） 第28条 当会社は、議決に加わるこ

とのできる取締役の全員が
取締役会の決議事項につい
て書面または電磁的記録に
より同意したときは、当該
決議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。 

・取締役会が開催できない場合等の
緊急時に備えて、取締役の全員に
よる同意の意思表示等の要件を充
たす場合には取締役会の決議の省
略を可能とするため、条文を新設
するものです。 

【取締役会の議事録】 【議事録】  
第23条 取締役会の議事録は、議事

の経過の要領およびその結
果を記載または記録し、議
長並びに出席した取締役お
よび監査役がこれに記名押
印または電子署名する。 

第29条 取締役会の議事の経過の要
領およびその結果ならびに
その他法令の定める事項
は、議事録に記載または記
録し、出席した取締役およ
び監査役が記名押印または
電子署名を行い、10年間本
店に備え置く。 

・会社法の定めに従い、取締役会議
事録に記載する事項等について、
所要の変更をし、かつ、記載を簡
略化するものです。 

 

２、取締役会の議事録は、10年
間本店に備え置く｡ 

（削除）  

【取締役会規則】   
第24条 取締役会に関する事項につ

いては、法令または定款の
ほか、取締役会において定
める取締役会規則による。 

（削除） ・変更案第33条に移設するため、削
除するものです。 

【報酬】 【報酬等】  
第25条 取締役の報酬は、株主総会

の決議をもってこれを定め
る。 

第30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
によって定める。 

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

【取締役の責任免除】 【取締役の責任免除】  
第26条 当会社は、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。 

第31条 当会社は、取締役会の決議
によって、法令の定める限
度において、取締役（取締
役であった者を含む。）の
責任を免除することができ
る。 
当会社は、社外取締役との
間で、法令の定める限度ま
で、社外取締役の責任を限
定する契約を締結すること
ができる。 

・ 会社法の定めにあわせ変更するも
のであります。 

２ 、 当社は、商法第266条第19
項の規定により、社外取締
役との間に、同条第１項第
５号の行為による賠償責任
を限定する契約を締結する
ことができる。 
ただし、当該契約にもとづ
く賠償責任の限度額は、
100万円以上であらかじめ
定めた金額または法令が規
定する額のいずれか高い額
とする。 

（削除） ・社外取締役との間で締結する責任
限定契約の賠償責任限度額の上限
を撤廃し、法令の限度額とするも
のであります。 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

【顧問】 【顧 問】  
第27条 取締役会は、その決議をも

って顧問若干名を選任する
ことができる。顧問は、当
会社の業務に関し、社長の
諮問に応じるものとする。 

第32条 取締役会は、その決議をも
って顧問若干名を選任する
ことができる。顧問は、当
会社の業務に関し、社長の
諮問に応じるものとする。

 

 【取締役会規程】  
（新設） 第33条 取締役会に関する事項は、

法令または本定款のほか、
取締役会において定める取
締役会規程による。 

・現行定款第24条の定めを移設する
ものです。 

   
第５章 監査役および監査役会 第５章 監査役および監査役会  

   
【監査役の員数】 【監査役会および監査役の員数】  
第28条 当社の監査役は、４名以内

とする。 
第34条 当会社は、４名以内の監査

役および監査役会を置く｡ 
・ 整備法により、会社法施行の際に
当社定款に定めがあるものとみな
されている事項について、定める
ものです。 

【監査役の選任】 【選任方法】  
第29条 当社の監査役は、株主総会

において総株主の議決権の
３分の１以上を有する株主
が出席し、その議決権の過
半数の決議によって選任す
る。 

第35条 監査役を選任する株主総会 
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
の過半数をもって行う。 

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

【監査役の任期】 【任 期】  
第30条 監査役の任期は、就任後４

年以内の最終の決算期に関
する定時株主総会の終結の
時までとする。 

第36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。 

・ 会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

２ 、 任期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。 

 

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

【常勤監査役】 【常勤の監査役】  
第31条 監査役はその互選により常

勤監査役を１名以上おかな
ければならない。 

第37条 監査役会は、その決議によ
って常勤の監査役を選定す
る。 

・ 会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

【監査役会の招集】 【監査役会の招集通知】  
第32条 監査役会の招集は、各監査

役に対し会日の３日前まで
にその通知を発する。但
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。 

第38条 監査役会の招集通知は、会
日の３日前までに各監査役
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。 

・ 会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

２、監査役全員の同意があると
きは、招集の手続きを経な
いで監査役会を開くことが
できる。 

（削除） ・定款規定の簡略化のため削除する
ものです。 

【監査役会の決議方法】 【監査役会の決議方法】  
第33条 監査役会の決議は、法令に

別段の定めある場合を除
き、監査役の過半数をもっ
てこれを行う。 

第39条 監査役会の決議は、法令に
別段の定めある場合を除
き、監査役の過半数をもっ
てこれを行う。 

 

【監査役会の議事録】 【議事録】  
第34条 監査役会の議事録は、議事

の経過の要領およびその結
果を記載または記録し、出
席した監査役がこれに記名
押印または電子署名する。 

第40条 監査役会の議事の経過の要
領およびその結果ならびに
その他法令に定める事項
は、議事録に記載または記
録し、出席した監査役が記
名押印または電子署名を行
い、10年間本店に備え置
く。 

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

【監査役会規則】   
第35条 監査役会に関する事項につ

いては、法令または定款の
ほか、監査役会において定
める監査役会規則による。 

（削除） ・変更案第43条に移設するため、削
除するものです。 

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

【報酬】 【報酬等】  
第36条 監査役の報酬は、株主総会

の決議をもってこれを定め
る。 

第41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。 

 

【監査役の責任免除】 【監査役の責任免除】  
第37条 当会社は、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。 

第42条 当会社は、取締役会の決議
によって、法令の定める限
度において、監査役（監査
役であった者を含む。）の
責任を免除することができ
る。   
当会社は、社外監査役と
の間で、法令の定める限度
まで、社外監査役の責任を
限定する契約を締結するこ
とができる。 

・ 会社法の定めに合わせ変更するも
のであります。 

 【監査役会規程】  
（新設） 第43条 監査役会に関する事項は、

法令または本定款のほか、
監査役会において定める監
査役会規程による。 

・現行定款第35条の定めを移設する
ものです。 

   
 第６章 会計監査人  
   
 【会計監査人の選任】  

（新設） 第44条 当会社は、会計監査人を置
くものとする｡ 

・整備法により定款に定めがあるも
のとみなされている事項について
記載するものです。 

 
第６章 計  算 第７章 計  算  

   
【営業年度】 【事業年度】  
第38条 当会社の営業年度は、毎年

６月１日から翌年５月31日
までの年１期とする。 

第45条 当会社の事業年度は、毎年
６月１日から翌年５月31日
までの１年とする。 

・会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

 



 

 

 
現 行 定 款 変  更  案 変更の理由 

【利益配当】 【剰余金の配当の基準日】  
第39条 利益配当金は、毎営業年度

末日現在における株主名簿
および実質株主名簿に記載
または記録された株主また
は登録された質権者に対
し、株主総会の決議により
これを支払う。 

第46条 当会社は、株主総会の決議
によって、毎年5月31日の
最終の株主名簿に記載また
は記録された株主または登
録株式質権者に対し金銭に
よる剰余金の配当をする。

・ 会社法の用語に合わせ変更、およ
び基準日に係る記載を明確にする
ものです。 

【中間配当の支払】 【中間配当金】  
第 40条  当会社は、取締役会の決議

により、毎年11月30日現在
の最終の株主名簿および実
質株主名簿に記載または記
録された株主、または登録
された質権者に対して商法
第293条ノ５に定める金銭
の分配（以下中間配当とい
う）をすることができる。 

第47条 当会社は、取締役会の決議
によって、毎年11月30日の
最終の株主名簿に記載また
は記録された株主または登
録株式質権者に対し、会社
法第454条第5項に定める剰
余金の配当をすることがで
きる。 

・ 会社法の用語に合わせ変更するも
のです。 

【配当金の除斥期間】 【配当金の除斥期間】  
第41条 利益配当金、および中間配

当金が支払い開始の日から
満３年を経過しても受領さ
れないときは、当会社はそ
の支払義務を免れるものと
する。 

第48条  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。 

・会社法施行により、金銭以外の財
産による配当が可能となったこと
から、所要の変更を行うもので
す。 

 

以 上  
 


