
ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」 

平成 18 年 8 月 25 日 

各 位 

会社名  株式会社 IRI ユビテック 

代表者名 代表取締役社長 荻野 司 

（コード 6662 大証 HC スタンダード） 

問合せ先 取締役管理本部長 明石 直人 

（TEL．03－3344－7511） 

 

（修正） 定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 平成 18 年 8 月 10 日にお知らせした、定款の一部変更について修正が生じましたので、本

日開催された取締役会における修正の決議を経て、下記の通り改めてお知らせを致します。 
 

記 
 １．変更の理由についての修正 

① 当社株式に係る株券を発行する旨、株主名簿管理人を置く旨、当社の機関として、 
  取締役会・監査役・監査役会および会計監査人を置く旨が、定款に定めがあるもの 
  とみなされることに伴い、その規定を新設するものであります。（変更案 第 4 条 
  第 8 条 第 9 条）また、会計監査人に関する規定を新設するものであります。（変
  更案 第 6 章） ＊下線部削除 
 

   ⑥ 社外取締役の損害賠償責任の限度額について法令が定める金額の他に金額を定め 
るものであります。（変更案 第 25 条）なお、現行定款第 25 条及び同第 35 条の 
責任免除の定めは、会社法施行後の行為に基づく責任も対象に加えるため、必要な 
変更を行うものであります。 ＊下線部追加 
 

   ⑦ 社外監査役が期待される役割を充分に発揮できるよう、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規定を新設するものであります。（変更案 第 
33 条）なお、変更案第 33 条につきましては、監査役全員の同意を得ております。 
＊下線部削除 

   
 
 ２． 変更の内容についての修正 
    前回お知らせした「変更案」と「新しい変更案」を掲載しています。 

なお、今回新しく変更をした箇所には下線を引いています。 
 

  
変更案 変更案（新） 

第１章 総則 
 
（公告の方法） 
第５条 当会社の公告は、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。 

第１章 総則 
 
（公告方法） 
第５条 当会社の公告は、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。 

 



変更案 変更案（新） 
 

第2章 株式 
（自己株式の取得）  
第７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株式を取得

することができる。 
 

（株式取扱規程） 
第10条 当会社の株式に関する手続きおよび

その手数料は、法令または本定款の

ほか、取締役会において定める株式

取扱規程による。 
 
 

第３章 株主総会 
 
（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 14 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

算書類および連結決算書類に記載

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

対して提供したものとみなすこと

ができる。 
 
 
（決議の方法） 
第 15 条 株主総会の決議は、法令または本定

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

をもって決する。 
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 2以上をもって決する。

 
 
 
 

 
第2章 株式 

（自己の株式の取得）  
第７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。 
 

（株式取扱規程） 
第 10 条 当会社の株式および新株予約権に

関する取扱い、株主の権利行使に関

する手続きおよびその手数料は、法

令または本定款のほか、取締役会に

おいて定める株式取扱規程による。

 
第３章 株主総会 

 
（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 14 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（当該

連結計算書類に係る会計監査報

告および監査報告を含む）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ものとみな

すことができる。 
（決議の方法） 
第 15 条 株主総会の決議は、法令または本

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

半数をもって決する。 
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

決する。 
 
 
 

 



変更案 変更案（新） 
第6章 会計監査人 

（会計監査人の選任） 
第35条 会計監査人は、株主総会の決議によ

って選任する。 
（会計監査人の任期） 
第36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。 
（会計監査人の報酬等） 
第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役

が監査役会の同意を得て定める。 
 

第７章 計算 
（事業年度） 
第38条 当会社の事業年度は、毎年7月1日か

ら翌年6月30日までの1年とする。 
 
（期末配当金） 
第39条 当会社は株主総会の決議によって毎

年6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

式質権者に対し金銭による剰余金の

配当（以下「期末配当金」という。）

を支払う。 
（中間配当金） 
第40条 当会社は、取締役会の決議によって、

毎年12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、会社法454条第5
項に定める剰余金の配当（以下「中

間配当金」という。）をすることがで

きる。 
 
（利益配当金等の除斥期間） 
第41条 期末配当金および中間配当金が、支

払開始の日から満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

の義務を免れる。 
 
2 未払の期末配当金および中間配当

（削 除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６章 計算 
（事業年度） 
第35条 当会社の事業年度は、毎年7月1日

から翌年6月30日までの1年とす

る。 
（期末配当） 
第36条 当会社は株主総会の決議によって

毎年6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金銭による

剰余金の配当（以下「期末配当」と

いう。）をすることができる。 
（中間配当） 
第37条 当会社は、取締役会の決議によっ

て、毎年12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、会社法

第454条第5項に定める剰余金の配

当（以下「中間配当」という。）を

することができる。 
 
（配当の除斥期間） 
第38条 期末配当および中間配当について

は、配当財産が金銭である場合、支払

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

の義務を免れる。 
2 未払の期末配当および中間配当

には利息をつけない。 

 



変更案 変更案（新） 
金には利息をつけない。 
 
 

 
 

（新 設） 

 
 

附 則 
 

第1条 当会社は、端株につき名義書換代理

   人を置く。 
   2 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って

定め、これを公告する。 
   3 当会社の端株原簿の作成ならび

に備置きその他端株原簿に関する事

務は、これを名義書換代理人に委託

し、当会社においてはこれを取り扱わ

ない。 
第2条 当会社の端株に関する取扱いなら

びに手数料は、法令または本定款のほ

か、取締役会において定める株式取扱

規程による。 
第3条 当会社は、本定款第36条に加え、株

主総会の決議によって毎年6月30日
の最終の端株原簿に記載または記録

された端株主に対し期末配当をする

ことができる。 
第4条 当会社は、本定款第37条に加え、取

締役会の決議によって毎年12月31日
の最終の端株原簿に記載または記録

された端株主に対し中間配当をする

ことができる。 
第5条 本附則第1条から第5条は、当会社の

端株が存在しなくなった時をもって

削除されるものとする。 
 
   

以上 
 

 


