
 
平成18年11月30日 

各      位 

                                      会  社  名  株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ 

 代 表 者 名  代表取締役社長 小櫻 尚司    

 (ＪＡＳＤＡＱ コード７６３３) 

              問 合 せ 先 取締役 許田 周一        

                            (ＴＥＬ ０６－６８４９－５４９９)  

 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成18年 11月 30日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成18 年

12 月 28 日開催予定の第 26 回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． 変更の理由 
 会社法（平成17年法律第86号）及び「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。）並びに会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12
号）及び会社計算規則（同第13号）が平成18年5月1日に施行されたのに伴い、次のとおり変更

するものであります。 
（１）インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等を

インターネットで開示することにより、株主総会においてより充実した情報の開示ができる

よう規定を新設するものであります（変更案第14条）。 
（２）取締役会を機動的に運営するため、その決議について、書面または電磁的記録によりその 

承認を行なうことができるよう規定を新設するものであります（変更案第21条第3項） 
（３）上記のほか、会社法に基づく株式会社として必要な規定の加除、修正および新設など、全般

に亘って所要の変更を行なうものであります。 
 
２． 定款変更の内容 

変更の内容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12月28日（木） 
効力発生日             平成18年12月28日（木） 

 
 



別紙 定款変更案                           （下線は変更部分） 
現行定款 変更案 

第１章  総 則 

（商 号） 

第１条 当会社は、株式会社ＮＥＳＴＡＧＥと称し、英文

ではＮＥＳＴＡＧＥ ＣＯ．，ＬＴＤ．と表示する。 

第1章 総 則 

（商 号） 

第１条   ＜現行どおり＞ 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

(1)下記物品の製作･修理･輸出入並びに販売、古物

売買及び賃貸借 

①レコード・コンパクトディスク・ミニディス

ク・デジタルビデオディスク・レーザーディス

ク 

②ビデオテープ・録音録画媒体物テープ（カセッ

トテープ・コンパクトディスク・ミニディス

ク・デジタルビデオディスク・オープンテー

プ・マイクロカセットテープ・フロッピーディ

スク） 

③楽器・録音録画機器・オーディオ機器 

(2)ゲーム用コンピューター機器を含むコンピュー

ター機器の売買及び賃貸借並びにソフトウェア

ーの制作売買 

(3)情報通信システムによる情報処理サービス及び

情報提供サービス 

(4)書籍の出版･販売及び古物売買並びにその賃貸

借 

(5)飲食店の経営 

(6)レンタルスタジオの経営 

(7)喫茶店・和洋食店・中華料理店が使用する器具・

機材の賃貸借及び販売並びに使用する食材の加

工､販売 

(8)食料品・日用品雑貨・家具・アパレル製品・服

飾品の販売 

(9)スポーツ用品の販売及び古物売買、賃貸借 

(10)不動産の売買・斡旋・賃貸借・仲介及び管理並

びに建売業 

(11)厨房機器の設置工事並びに室内装飾の設計・工

事の請負業務 

（目 的） 

第２条   ＜現行どおり＞ 

 

（1）～（21） ＜現行どおり＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(12)広告代理業 

(13)印刷業 

(14)電池・バッテリー等の電流を劣化回復及 

び劣化防止する製品（シール）の販売及び 

輸出入 

   (15)光ディスク・磁気ディスク等及び書籍の 

修復用研磨機の研究開発、販売及び輸出入 

   (16)ペット用品・ペットフードの企画、開発、 

販売及び輸出入 

   (17)動物の健康維持増進を目的とした施設の 

経営 

      (18)照明器具の製造、販売及び輸出入 

      (19)廃棄物処理機の設計、製造、販売及び輸 

出入 

      (20)廃棄物処理剤の製造、販売及び輸出入 

      (21)吸引用酸素濃縮機及びその付属品・活性 

水素水生成器・マイナスイオン発生器の製 

造、販売及び輸出入 

      (22)アロマテラピー店およびリラクゼーショ 

ンサロンの経営 

      (23)水質浄化用・殺菌消臭用・魚介類飼育用・ 

植物育成用・酸化防止用セラミックの製造、 

販売及び輸出入 

      (24)洗車場の経営 

(25)上記(1)から(24)の業務を行なう店舗のフラン

チャイズ加盟店の募集・指導養成及び経営コンサ

ルティング業務 

(26)上記物品（1）(2)の物流業務の受託 

(27)企業の経営管理 

(28)催事の企画運営 

(29)企業の合併・提携、営業権・有価証券の売買及

びそれらに関する仲介及び斡旋業務 

(30)特許権・実用新案権・意匠権・商標権等工業所

有権の企画・取得・賃貸借・売買並びに出版物の

著作権の取得・賃貸借・売買 

(31)損害保険代理業及び生命保険の募集に関する

業務 

(32)特定労働者派遣事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22)アロマテラピー店及びリラクゼーショ 

ンサロンの経営 

（23）～（24）＜現行どおり＞ 

 

 

 

(25)上記(1)から(24)の業務を行う店舗のフランチャ

イズ加盟店の募集・指導養成及び経営コンサルテ

ィング業務 

（26）～（33）＜現行どおり＞ 



(33)前各号に付帯関連する一切の業務 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を大阪府豊中市に置く。 

（本店の所在地） 

第３条    ＜現行どおり＞ 

＜新設＞ 

（機関の設置） 

第４条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計

監査人を置く。 

（公告の方法） 

第４条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告方法は、日本経済新聞に掲載して行

う。 

第２章  株  式 

（当会社が発行する株式の総数） 

第５条 当会社の発行する株式の総数は、109，452，936

株とする。 

第２章 株 式 

（発行可能株式数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、109，452，936

株とする。 

＜新設＞ 
（株券の発行） 

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） 

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。 

＜削除＞ 

（１単元の株式の数および単元未満株券の不発行） 

第７条 当会社の１単元の株式の数は、１，０００株とす

る。 

2. 当会社は、１単元の株式の数に満たない株式（以

下「単元未満株式」という。）にかかわる株券を

発行しないものとする。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はない。 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第8条 当会社の単元株式数は、１，０００株とする。 

   2．当会社は、単元未満株式に係る株券を発行しな

いことができる。 

（株式取扱規程） 

第８条 当会社の発行する株券の種類ならびに株式 

の名義書換、実質株主通知の受理、質権の登録、信

託財産の表示、株券の交付、届出の受理、株券喪失登

録、単元未満株式の買取請求の取扱、その他株式に関

する手続および手数料は、取締役会の定める株式取扱

規程による。 

（株式取扱規程） 

第９条 当会社の株券の種類、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。）の氏

名等株主名簿記載事項の変更、単元未満株式の買取

請求の取扱い、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。 

（名義書換代理人） 

第９条 当会社は、株式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選定する。 

3.当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同

（株主名簿管理人） 

第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

 

＜削除＞ 

 



じ)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、実質株主通

知の受理、質権の登録、信託財産の表示、株券の交

付、届出の受理、株券喪失登録、単元未満株式の買

取請求の取扱その他株式に関する事務は、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。 

＜削除＞ 

 

 

 

 

（基準日） 

第10条 当会社は、毎決算期現在の株主名簿に記載 

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。 

2.前項のほか、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。 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

＜削除＞ 

第３章 株主総会 

 

 

＜新設＞ 

第３章 株主総会 

（基準日） 

第 11 条 当会社は、毎年９月３０日の株主名簿に記載又

は記録された株主をもって、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。 

（招 集） 

第11条 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日 

から３ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、 

必要ある場合随時招集する。 

（招集の時期） 

第12 条 当会社の定時株主総会は、毎年１２月にこれを

招集する。 

（招集権者および議長） 

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る順序により他の取

締役がこれに代わる。 

（招集権者及び議長） 

第13条    ＜現行どおり＞ 

＜新設＞ 

（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、計算書類及び連結計算書類に

記載又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。 



（決議の要件） 

第13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株主の 

議決権の過半数をもってする。 

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。 

（決議の要件） 

第15 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行う。 

   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以上に当たる多数をもって行う。 

（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。ただし、株主または代理人は、 

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。 

（議決権の代理行使） 

第16 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明する書

面を当会社に提出しなければならない。 

（議事録） 

 第15条 株主総会の議事の経過の要領およびそ 

の結果は、これを議事録に記載または記 

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を行う。 

＜削除＞ 

第４章 取締役および取締役会 

（員 数） 

第16条 当会社の取締役は、１０名以内とする。 

第４章 取締役及び取締役会 

（員 数） 

第17条 ＜現行どおり＞ 

（選 任） 

第17条 取締役は、株主総会において選任する。 

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の

決議をもってする。 

 

3.取締役の選任ついては、累積投票によらないもの

とする。 

（選 任） 

第18条 ＜削除＞ 

     取締役の選任は、株主総会において、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。 

    2．   ＜現行どおり＞ 

（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の終結の時まで 

とする。 

2.  補欠または増員により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。 

（任 期） 

第19 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．補欠又は増員により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。 



（代表取締役および役付取締役） 

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。 

2．取締役会の決議により、取締役会長１名、取締

役社長１名、取締役副社長、専務取締役および常

務取締役各若干名を定めることができる。 

（代表取締役及び役付取締役） 

第20 条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名

を定める。 

    2．取締役会の決議により、取締役会長１名、取

締役社長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。 

（取締役会） 

第20条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、 

その議長となる。取締役社長に事故あると 

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。 

２．取締役会の招集の通知は、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、緊急の必要あるときは、この期間を短縮する

ことができる。 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

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） 

第21条    ＜現行どおり＞ 

 

 

 

    2．取締役会の招集の通知は、会日の３日前まで

に各取締役及び各監査役に対して発する。ただ

し、緊急の必要あるときは、この期間を短縮す

ることができる。 

    3．取締役が取締役会の決議の目的事項について

提案した場合、当該事項の議決に加わることの

できる取締役全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をし、監査役が異議を述べな

いときは、取締役会の認決議があったものとみ

なす。 

    4．  ＜現行どおり＞ 

 

（報酬ならびに退職慰労金） 

第21条 取締役の報酬並びに退職慰労金は、株主総会の

決議をもって定める。 

 

＜削除＞ 

第５章 監査役および監査役会 

（員 数） 

第22条 当会社の監査役は、４名以内とする。 

第５章 監査役及び監査役会 

（員 数） 

第22条 ＜現行どおり＞ 

（選任） 

第23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。 

 

（選任） 

第23条 ＜削除＞ 

     監査役の選任は、株主総会において、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） 

第24条 監査役の任期は、就任後４年内の最終の決 

（任期） 

第24 条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事



算期に関する定時株主総会の終結の時まで 

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。 

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．＜現行どおり＞ 

（常勤の監査役） 

第 25 条 監査役は、その互選により常勤の監査役若干名

を定める。 

（常勤監査役） 

第25 条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名

を定める。 

（監査役会の招集通知） 

第26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 

の必要あるときは、この期間を短縮する 

ことができる。 

＜新設＞ 

（監査役会） 

第26条 ＜現行どおり＞ 

 

 

 

    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。 

(監査役会規程) 

第27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。 

＜削除＞ 

（報酬ならびに退職慰労金） 

第28条 監査役の報酬並びに退職慰労金は、株主総会の

決議をもって定める。 

 

＜削除＞ 

（監査役補欠者） 

第29条 当会社は、法令に定める監査役の員数を欠くこ

とになる場合に備え、あらかじめ株主総会におい

て監査役補欠者を選任することができる。 

   2.監査役補欠者の選任決議は、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。 

   3.監査役補欠者の選任の効力は、選任後最初 

の定時株主総会が開催される時までとする。 

   4.監査役補欠者が監査役に就任した場合の任 

期は、退任した監査役の残任期間とする。 

 

＜削除＞ 

 

 

 

＜削除＞ 

 

 

＜削除＞ 

 

＜削除＞ 

第６章 計 算 

（営業年度） 

第30条 当会社の営業年度は、毎年１０月１日から 

翌年９月３０日までとし、営業年度末日を 

決算期とする。 

第６章 計 算 

（事業年度） 

第27 条 当会社の事業年度は、毎年１０月１日から翌年

９月３０日までとする。 

（利益配当金） （剰余金の配当の基準日） 



第31条 利益配当金は、毎決算期現在の株主名簿に 

記載または記録された株主若しくは登録質 

権者に対して支払う。 

 

＜新設＞ 

第28 条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主

名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株

式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 

    2．前項のほか、取締役会の決議により、毎年３

月３１日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に対し、中間配当を行う

ことができる。 

（中間配当） 

第32条 取締役会の決議により、毎年３月３１日現 

在の株主名簿に記載または記録された株主 

若しくは登録質権者に対し、商法第２９３ 

条ノ５による金銭の分配（中間配当という） 

を行うことができる。 

＜削除＞ 

＜新設＞ 

（自己株式の取得） 

第29 条 取締役会の決議により、市場取引等による自己

株式の取得を行うことができる。 

（除斥期間） 

第33条 利益配当金および中間配当金は、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、当会社はその支払の義 

務を免れる。 

（配当金の除斥期間） 

第30 条 期末配当金及び中間配当金が支払開始日から満

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。 

 

以上 


