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平成１８年１２月４日

各 位

会 社 名 株式会社セイジョー

代表者名 代表取締役社長 塚本厚志
（コード番号７４２９東証第１部）

問合せ先 専務取締役   鈴木芳孝
（TEL．０４２－３６８－８７０１）

定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、平成 18年 12月４日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 18年 12月 25

日開催予定の第 40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

（１） 会社法施行に伴う変更
「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１

２号）」および「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、次のとおり変更するものであります。

① 会社法の施行に伴い定款に定めがあるものとみなされた事項について、第７条（株券

の発行）を新設し、現行第７条（名義書換代理人）を削除し、第１０条（株主名簿管

理人）を新設するものであります。

② 単元未満株式についての権利の範囲を明確にするために、第９条（単元未満株式につ

いての権利）を新設するものであります。

③ 株主総会参考書類等の情報を、インターネットを利用する方法で開示することにより、

株主に対して提供したものとみなすことができるように、第１６条（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）を新設するものであります。

④ 代理人による議決権の行使について、その人数および行使方法を明らかにするために、

現行第１５条（議決権の代理行使）に所要の変更を行うものであります。

⑤ 書面または電磁的方法により、取締役会の決定を機動的に行なうことができるように

するため、第２９条（取締役会の決議の省略）を新設するものであります。

⑥ 社外取締役および社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとと

もに、有能な人材を招聘できるよう、社外取締役または社外監査役との間に責任限定

契約を締結することを可能にするための規定を第３３条、第４４条に新設するもので

あります。

なお、社外取締役との責任限定契約の締結に関する規定の新設を議案として本総会に

提出することにつきましては、あらかじめ監査役全員の同意を得ております。
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⑦ 上記の他、「会社法」の規定に合わせて、文言の修正、所要の変更を行なうものであ

ります。

（２） （目的）の変更
① 当社の事業拡大に伴い第２条（目的）に以下の事業を追加するものであります。

（５）按摩、マッサージ、針灸等の施術所の経営、（６）（１）～（５）の各号に係るフ

ランチャイズ加盟店の募集および加盟店の経営指導業務、（７）（３）号ならびに（４）号

記載の物品の輸入および輸出業務、（１６）通信販売業務、（１７）フィットネスクラブの

経営、（１８）宅配荷物の取次代理店業務、（１９）旅行代理店の経営、（２０）一般労働

者派遣事業、（２1）有料職業紹介事業、（２２）～（５１）介護関連事業、（５２）書籍の

企画、出版および販売、（５３）一般乗用旅客自動車運送事業、（５４）飲食店の経営

  
２．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日    平成 18年 12月 25日

定款変更の効力発生日         平成 18年 12月 25日

以 上



3

（下線部分が変更箇所であります。）

現行定款 変更案 
第１章  総  則 

 
第１章  総  則 

（商 号） （商 号） 
第１条  （条文省略） 第１条  （現行どおり） 
  
（目 的） （目 的） 
第２条 当社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 
第２条 当社は、次の事業を営むことを目的と

する。 
（１）薬局、薬店の経営 （１）薬局、薬店の経営 
（２）医薬品、医薬部外品、医療用具、工業薬

品並びに度量衡器の製造・販売 
（２）スーパーマーケットの経営 

（３）スーパーマーケットの経営 （３）下記物品の製造・販売 
 ①医療用具、工業薬品、度量衡器 
 ②農薬、毒物劇物、 
 ③医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食

品、食品、日用雑貨品 
 ④事務用品、書籍雑誌 
 ⑤家具、家庭用電気製品、大工用品、自

動車用品、自転車用品、園芸用品、ス
ポーツ用品 

（４）下記物品の製造・販売 （４）全酒類、煙草、塩類の販売ならびに穀
類の加工および販売 

①健康食品、生鮮食品、冷凍食品、加工食
品 

 

②事務用品、書籍雑誌  
③家具、家庭用電気製品、大工用品、自動
車用品、自転車用品、園芸用品 

 

    （新 設） （５）按摩、マッサージ、針灸等の施術所の
経営 

   （新 設） （６）上記各号に係るフランチャイズ加盟店
の募集および加盟店の経営指導業務 

    （新 設） （７）上記（３）号ならびに（４）号記載の
物品の輸入および輸出業務 

（５）全酒類、煙草、塩類の販売並びに
   穀類の加工及び販売
（６）切手、印紙の売捌き
（７）写真現像・焼付業
（８）美容院及び理髪店の経営 

（８）切手、印紙の売捌き 
 （９）写真現像・焼付業 
（１０）美容院および理髪店の経営 

（９）クリーニング業 （１１）クリーニング業 
（１０）損害保険代理店業務及び生命保険募集業

務 
（１２）損害保険代理店業務および生命保険募

集業務 
（１１）不動産の売買、仲介、斡旋 （１３）不動産の売買、仲介、斡旋 
（１２）不動産の賃貸及び管理 （１４）不動産の賃貸および管理 



4

現行定款 変更案 
（１３）店舗内外装工事 （１５）店舗内外装工事 
（１４）前各号に付帯関連する一切の業務  
     （新 設）   （１６）通信販売業務 
     （新 設） （１７）フィットネスクラブの経営 
     （新 設） （１８）宅配荷物の取次代理店業務 
     （新 設） （１９）旅行代理店の経営 
     （新 設） （２０）一般労働者派遣事業 
     （新 設） （２１）有料職業紹介事業 
     （新 設） 
 
     （新 設） 

（２２）介護･福祉用品、器具の販売およびレン
タルならびにレンタルの斡旋

(２３) 介護保険法に基づく特定福祉用具販売
ならびに介護予防特定福祉用具販売 

     （新 設） （２４）介護保険法に基づく居宅介護支援事  
    業 

     （新 設） （２５）介護保険法に基づく訪問介護ならびに
介護予防訪問介護 

     （新 設） （２６）介護保険法に基づく訪問入浴介護なら
びに介護予防訪問入浴介護  

     （新 設） （２７）介護保険法に基づく通所介護ならびに
介護予防通所介護 

     （新 設） （２８）介護保険法に基づく短期入所生活介護
ならびに介護予防短期入所生活介護 

     （新 設） （２９）介護保険法に基づく福祉用具貸与なら
びに介護予防福祉用具貸与  

    
     （新 設） （３０）介護保険法に基づく認知症対応型共同

生活介護ならびに介護予防認知症対応
型共同生活介護 

     （新 設） （３１）介護保険法に基づく特定施設入居者介
護ならびに介護予防特定施設入居者生
活介護 

     （新 設） （３２）介護保険法に基づく訪問看護ならびに
介護予防訪問看護 

     （新 設） （３３）介護保険法に基づく訪問リハビリテー
ションならびに介護予防訪問リハビリ
テーション 

     （新 設） （３４）介護保険法に基づく通所リハビリテー
ションならびに介護予防通所リハビリ
テーション 

     （新 設） （３５）介護保険法に基づく居宅療養管理指導
ならびに介護予防居宅療養管理指導 

     （新 設） （３６）介護保険法に基づく短期入所療養介護
ならびに介護予防短期入所療養介護
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現行定款 変更案 
     （新 設） （３７）障害者自立支援法に基づく障害者福祉

サービス事業 
     （新 設） （３８）障害者自立支援法に基づく相談支援事

業 
     （新 設） （３９）障害者自立支援法に基づく地域生活支

援事業
     （新 設） （４０）児童福祉法に基づく居宅介護支援業務

     （新 設） （４１）児童福祉法に基づく通所介護業務 
     （新 設） （４２）児童福祉法に基づく短期入所業務 
     （新 設） （４３）介護保険法に基づく夜間対応型訪問介

護 
     （新 設） （４４）介護保険法に基づく認知症対応型通所

介護ならびに介護予防認知症対応型通
所介護

     （新 設） （４５）介護保険法に基づく小規模多機能型居
宅介護ならびに介護予防小規模多機能
型居宅介護 

     （新 設） （４６）要介護者および高齢者の搬送業務 

     （新 設） （４７）給食、配食事業 
     （新 設） （４８）有料老人ホームの経営 
     （新 設） （４９）介護、福祉、医療に関するコンサルタ

ント業務 
     （新 設） 
 
     （新 設） 

（５０）介護者および医療事務に関する教育お
よび講習会、研修会の開催

（５１）介護保険法に基づく居宅介護住宅改修

     （新 設） （５２）書籍の企画、出版および販売 
     （新 設） （５３）一般乗用旅客自動車運送事業 
     （新 設） （５４）飲食店の経営 
 （５５）前各号に付帯関連する一切の業務 
  
（本店の所在地） （本店の所在地） 
第３条  （条文省略） 第３条  （現行どおり） 
  
（公告の方法） （公告方法） 
第４条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載す

る。 
第４条 当社の公告方法は、日本経済新聞に掲

載する方法とする。 
 
 

 

第２章  株  式 第２章  株  式 
  
（発行する株式の総数） （発行可能株式総数） 
第５条 当社の発行する株式の総数は、１,８２０

万株とする。 
第５条 当社の発行可能株式総数は、１，８２

０万株とする。 
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現行定款 変更案 

（新 設） （自己株式の取得） 
 第６条 当社は、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自
己株式を取得することができる。 

  
（新 設） （株券の発行） 

 第７条 当社は、株式に係る株券を発行する。
  
（１単元の株式の数及び単元未満株券の不発行）（単元株式数） 
第６条 当社の株式は、１００株をもって株式の

１単元とする。 
第８条 当社の単元株式数は、１００株、とす

る。 
２ 当社の株式は、単元未満に係る株券は発
行しない。 

２ 前条の規定にかかわらず、当社は、単
元未満株式に係る株券を発行しない
ことができる。 

  
（新 設） （単元未満株式についての権利） 

 第９条 当社の株主（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
いて次の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）取得請求権付株式の取得を請求する権
利。 

 （３）募集株式または募集新株予約権の割当
てを受ける権利。 

  
（名義書換代理人） （株主名簿管理人） 
第７条 当社は、株式につき名義書換代理人を置

く。 
第１０条 当社は、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り選定し、これ
を公告する。 

２ 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、公告する。 

３ 当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。
以下同じ。）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、株券喪失登録簿
への記載又は記録、質権の登録又は抹
消、信託財産の表示又は抹消、株券の再
交付及び諸届出の受理、単元未満株式の
買取等株式に関する事務は名義書換代
理人に取り扱わせ、当社においてはこれ
を取り扱わない。

 

３ 当社の株主名簿（実質株主名簿を含
む。以下同じ。）、株券喪失登録簿お
よび新株予約権原簿の作成ならび
に備置きその他の株主名簿、株券喪
失登録簿および新株予約権原簿に
関する事務は、株主名簿管理人に委
託し、当社においては取り扱わな
い。 
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現行定款 変更案 

（株式取扱規程） （株式取扱規程） 
第８条 当社の株券の種類、株式の名義書換、株

券喪失登録簿への記載又は記録、質権の
登録又は抹消、信託財産の表示又は抹
消、株券の交付及び諸届出の受理、単元
未満株式の買取等株式に関する取扱い
及び手数料については、取締役会の定め
る株式取扱規程による。 

第１１条 当社が発行する株券の種類、株主名
簿、株券喪失登録簿および新株予約
権原簿に関する取扱いならびに手数
料については、法令または定款に定
めるもののほか、取締役会の定める
株式取扱規程による。 

  
（基準日） （基準日） 
第９条 当社は、毎年９月３０日の最終の株主名

簿に記載又は記録された議決権を有す
る株主（実質株主を含む。以下同じ。）
をもって、その決算期の定時株主総会に
おいて権利を行使すべき株主とする。 

第１２条 当社は、毎年９月３０日の最終の株
主名簿に記載または記録された株主
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る
ことができる株主とする。 

２ 前項のほか必要がある場合には、取締役
会の決議により、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 当社は、前項にかかわらず必要があ
る場合には、取締役会の決議によっ
て、あらかじめ公告して、一定の日
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
者をもって、その権利を行使するこ
とができる株主または登録株式質
権者とすることができる。 

  
（自己株式の買受け）     （削 除） 
第１０条 当社は、取締役会の決議により、自己

の株式を買受けることができる。 
 

 
 

 

第３章 株 主 総 会 第３章 株 主 総 会 
  
（招集時期） （招集時期） 
第１１条 当社の定時株主総会は、毎決算期から

３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は
必要がある場合に随時これを招集す
る。 

第１３条 当社の定時株主総会は、毎事業年度
の終了後３ヶ月以内に招集し、臨時
株主総会は必要がある場合に随時招
集する。 

  
（招集地） （招集地） 
第１２条 当社の株主総会は、本店所在地又はそ

の隣接地において開催するほか、東京
都府中市において開催することがで
きる。 

第１４条 当社の株主総会は、本店所在地また
はその隣接地において開催するほ
か、東京都府中市において開催する
ことができる。 
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現行定款 変更案 
（招集者及び議長） （招集権者および議長） 
第１３条 株主総会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、取締役会の決議に基づき
取締役社長が招集し、議長となる。 

第１５条 株主総会は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、取締役会の決議によ
って取締役社長が招集する。取締役
社長に事故があるときは、あらかじ
め取締役会において定めた順序によ
り、他の取締役が招集する。 

２ 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
従い、他の取締役がこれにあたる。

２ 株主総会においては、取締役社長が
議長となる。取締役社長に事故があ
るときは、あらかじめ取締役会にお
いて定めた順序により、他の取締役
が議長となる。 

  
（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１６条 当社は、株主総会の招集に関し、株

主総会参考書類、事業報告および計
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） （決議の方法） 
第１４条 株主総会の決議は、法令又は定款に別

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決す
る。 

第１７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。 

２ 商法第３４３条の定めによる決議及
び商法その他法令において同条の決
議方法が準用される決議は、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
をもって決する。 

２ 会社法第３０９条第２項の定めに
よる決議は、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１５条 株主は、当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１８条 株主は、当社の議決権を有する他の
株主１名を代理人として、議決権を
行使することができる。 

２ 前項の場合、株主又は代理人は代理権
を証する書面を、株主総会ごとに当社
に提出しなければならない。 

２ 前項の場合、株主または代理人は代
理権を証明する書面を、株主総会ご
とに当社に提出しなければならな
い。 
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（株主総会の議事録） （株主総会の議事録） 
第１６条 株主総会の議事録には、議事の経過の

要領及びその結果を記載又は記録し、
議長並びに出席した取締役がこれに
記名押印又は電子署名する。 

第１９条 株主総会の議事録には、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を記載または記
録する。 

２ 株主総会の議事録は、その原本を決議
の日から１０年間本店に備え置く。

２ 株主総会の議事録は、株主総会の日
から１０年間本店に備え置く。 

  
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 

  
（新 設） （取締役会の設置） 

 第２０条 当社は、取締役会を置く。 
  
（取締役の員数） （取締役の員数） 
第１７条 当社の取締役は１５名以内とする。 第２１条 当社の取締役は、１５名以内とする。
  
（取締役の選任） （取締役の選任） 
第１８条 取締役は、株主総会において選任す

る。 
第２２条 取締役は、株主総会の決議によって

選任する。 
２ 取締役の選任については、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に
よって選任する。 

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 取締役の選任決議については、累積投
票によらないものとする。 

３ 取締役の選任決議については、累積
投票によらない。 

  
（取締役の任期） （取締役の任期） 
第１９条 取締役の任期は、就任後１年内の最終

の決算期に関する定時株主総会終結
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終結の時まで
とする。 

  
（役付取締役） （役付取締役） 
第２０条 取締役会の決議により、取締役の中か

ら取締役社長１名を選任し、必要に応
じて取締役会長、取締役副社長各１
名、専務取締役及び常務取締役若干名
を置くことができる。 

第２４条 取締役会は、その決議によって、取
締役の中から取締役社長１名を選定
し、また必要に応じ、取締役会長、
取締役副社長各１名、専務取締役お
よび常務取締役若干名を選定するこ
とができる。 

  
（代表取締役） （代表取締役） 
第２１条 取締役社長は、当社を代表する。 第２５条 取締役社長は当社を代表し、当社の

業務を執行する。 
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２当社を代表する取締役は、取締役会の
決議により選任する。 

２前項のほか、取締役会はその決議に
よって、当社を代表する取締役を選
定することができる。 

  
（取締役会の招集者及び議長） （取締役会の招集権者および議長） 
第２２条 取締役会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、取締役社長が招集し議長
となる。 

第２６条 取締役会は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、取締役社長が招集し
議長となる。 

２ 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
従い、他の取締役がこれにあたる。

２ 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、他の取締役が招集し議長
となる。 

  
（取締役会の招集手続） （取締役会の招集手続） 
第２３条 取締役会の招集通知は、各取締役及び

監査役に対し、会日の３日前までに発
する。ただし、緊急の場合はこれを短
縮することができる。 

第２７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、会日の３日前
までに発する。ただし、緊急の場合
はこの期間を短縮することができ
る。 

２ 取締役及び監査役全員の同意のある
ときは、招集の手続きを経ないでこれ
を開くことができる。 

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。 

  
（取締役会の決議） （取締役会の決議） 
第２４条 取締役会の決議は、取締役の過半数が

出席し、その議決権の過半数をもって
これを行う。 

第２８条 取締役会の決議は、議決に加わるこ
とが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
て行う。 

  
（新 設） （取締役会の決議の省略） 

 第２９条 当社は、取締役が取締役会の決議の
目的である事項について提案をした
場合において、当該提案につき取締
役（当該事項について議決に加わる
ことができるものに限る。）の全員が
書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときは、、当該提案を
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
当該提案について異議を述べたとき
はこの限りではない。

 



11

現行定款 変更案 

（取締役会の議事録） （取締役会の議事録） 
第２５条 取締役会の議事録には、議事の経過の

要領及びその結果を記載又は記録し、
議長並びに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す
る。 

第３０条 取締役会の議事録には、議事の経過
の要領およびその結果ならびにその
他法令で定める事項を記載または記
録し、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。 

２ 取締役会の議事録は、決議の日から１
０年間本店に備え置く。 

２ 取締役会の議事録は、取締役会の日
から１０年間本店に備え置く。 

  
（取締役会規程） （取締役会規程） 
第２６条 取締役会に関する事項については、法

令又は定款に別段の定めがある場合
を除き、取締役会の定める取締役会規
程による。 

第３１条 取締役会に関する事項については、
法令または定款に別段の定めがある
もののほか、取締役会の定める取締
役会規程による。 

  
（報酬及び退職慰労金） （取締役の報酬等） 
第２７条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主

総会の決議により定める。 
第３２条 取締役の報酬、賞与その他の職務の

執行の対価として当社から受ける財
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。

  
（新 設） （社外取締役との責任限定契約） 

 第３３条 当社は、社外取締役との間で、会社
法第４２７条第１項の規定により、
同法第４２３条第 1項の賠償 

 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５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役および監査役会 

  
（新 設） （監査役および監査役会の設置） 

 第３４条 当社は監査役および監査役会を置
く。 

  
（監査役の員数） （監査役の員数） 
第２８条 当社の監査役は４名以内とする。 第３５条 当社の監査役は４名以内とする。 
  
（監査役の選任） （監査役の選任） 
第２９条 監査役は、株主総会において選任す

る。 
第３６条 監査役は、株主総会の決議によって

選任する。 
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２ 監査役の選任については、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に
よって選任する。 

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。

  
（補欠監査役）     （削 除）  
第３０条 当社は、法令又は定款に定める監査役

の員数を欠くに至った場合に備え、定
時株主総会において補欠監査役を予
め選任することができる。 

   

２ 補欠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の決議に
よって選任する。 

    （削 除） 

３ 第１項の定めによる予選の効力は、当
該選任後最初に到来する定時株主総
会開催の時までとする。 

    （削 除） 

  
（監査役の任期） （監査役の任期） 
第３１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
の時までとする。 

第３７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 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
任した監査役の残任期間と同一とす
る。 

２ 会社法第 329条第２項に基づき選任
された補欠監査役の選任決議が効力
を有する期間は、選任後４年内に終
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開始の時までと
する。 

３ 前条に定める予選された補欠監査役
が監査役に就任した場合、その監査役
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。 

３ 前項の補欠監査役が監査役に就任し
た場合の任期は、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） （常勤監査役） 
第３２条 監査役は、監査役の互選により常勤監

査役を選任する。 
第３８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選定す
る。 

  
（監査役会の招集手続） （監査役会の招集手続） 
    （新 設）
第３３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。 

第３９条 監査役会は、各監査役が招集する。
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２ 監査役全員の同意のあるときは、招集
の手続きを経ないでこれを開くこと
ができる。 

２ 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、緊急の場合には、この期間
を短縮することができる。 

 ３ 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
催することができる。 

  
（監査役会の決議） （監査役会の決議） 
第３４条 監査役会の決議は、法令に別段の定め

のある場合を除き、監査役の過半数を
もってこれを行う。 

第４０条 監査役会の決議は、法令に別段の定
めのある場合を除き、監査役の過半
数をもって行う。 

  
（監査役会の議事録） （監査役会の議事録） 
第３５条 監査役会の議事録には、議事の経過の

要領及びその結果を記載又は記録し、
出席した監査役がこれに記名押印又
は電子署名する。 

第４１条 監査役会の議事録には、議事の経過
の要領およびその結果ならびにその
他法令で定める事項を記載または記
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。 

２ 監査役会の議事録は、決議の日から１
０年間本店に備え置く。 

２ 監査役会の議事録は、監査役会の日
から１０年間本店に備え置く。 

  
（監査役会規程） （監査役会規程） 
第３６条 監査役会に関する事項については、法

令又は定款に別段の定めがある場合
を除き、監査役会の定める監査役会規
程による。 

第４２条 監査役会に関する事項については、
法令または定款に別段の定めがある
もののほか、監査役会の定める監査
役会規程による。 

  
（報酬及び退職慰労金） （監査役の報酬等） 
第３７条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主

総会の決議により定める。 
第４３条 監査役の報酬等は、株主総会の決議

によって定める。 
  

（新 設） （社外監査役の責任免除） 
 第４４条 当社は、社外監査役との間で、会社

法第４２７条第１項の規定により、
同法第４２３条第 1項の賠償責任を

 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。
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    （新 設） 第６章 会計監査人 
  
    （新 設） （会計監査人の設置）

     第４５条 当社は、会計監査人を置く。 
  
    （新 設） （会計監査人の選任） 
     第４６条 会計監査人は、株主総会の決議によ

って選任する。 
    （新 設） ２ 会計監査人の選任は、出席した議決

権を行使することができる株主の過
半数をもって行う。 

  
    （新 設） （会計監査人の任期） 
     第４７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。 

    （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。 

  
    （新 設） （会計監査人の報酬等） 
    第４８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６章 計  算 第７章 計  算 
  
（営業年度及び決算期） （事業年度） 
第３８条 当社の営業年度は、毎年１０月１日か

ら翌年９月３０日までとし、９月３０
日を決算期とする。 

第４９条 当社の事業年度は、毎年１０月１日
から翌年９月３０日までとする。 

  
（利益配当） （期末配当金） 
第３９条 当社の利益配当金は、毎決算期現在の

株主名簿に記載又は記録された株主
又は登録質権者に対し支払う。 

第５０条 当社は、株主総会の決議によって毎
年９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。）
を行う。 
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（中間配当） （中間配当金） 
第４０条 当社は、取締役会の決議により、毎年

３月３１日の最終の株主名簿に記載
又は記録された株主又は登録質権者
に対し、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
行うことができる。 

第５１条 当社は、取締役会の決議によって、
毎年３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４５
４条第５項に定める剰余金の配当
（以下「中間配当」という。）を行う
ことができる。 

  
（配当金の除斥期間） （配当金の除斥期間等） 
第４１条 利益配当金又は中間配当金が、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、当社はその支払義務
を免れるものとする。 

第５２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、当社はその支
払義務を免れる。 

２ 未払いの利益配当金及び中間配当金
には利息を付けない。 

２ 未払いの期末配当金および中間配当
金には利息を付けない。 

  


