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平成 19 年２月 16 日 

各  位 

東 京 都 品 川 区 上 大 崎 三 丁 目 1 番 1 号

イ ン タ ー ネ ッ ト  セ キ ュ リ テ ィ  シ ス テ ム ズ 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長  林  界 宏

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 4297）

問い合わせ先 

代 表 取 締 役 管 理 本 部 長  澁 谷  敏 孝

電 話   03(5740)4050

 

全部取得条項付種類株式の発行のための定款一部変更等及び 

取得と引換えに交付される当社株式等に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 19 年１月 24 日開催の取締役会において、当社定款の一部変更並びに当社に

よる当社普通株式の全部の取得及び当該取得と引換えによる別個の当社株式の交付（以下総

称して「本定款一部変更等」という。）を決定し、同日付「全部取得条項付種類株式の発行の

ための定款一部変更等及び当社普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関す

るお知らせ」（以下「平成 19 年１月 24 日付お知らせ」という。）で公表しましたが、平成 19

年２月 16 日開催の取締役会において（１）本定款一部変更等に係る当社定款の一部変更の内

容、（２）本定款一部変更等に係る全部取得条項付種類株式の取得と引換えに交付される当社

株式の種類及び数等及び（３）本定款一部変更等に係る日程の一部変更を決定し、併せて（４）

会社法施行に伴う当社定款の一部変更（以下「定款変更Ａ」という。）も平成 19 年３月 23 日

開催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）に付議することを決定いたしま

したので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 本定款一部変更等に係る当社定款の一部変更 

 

（１）変更の理由 

当社は、平成 19 年１月 24 日付お知らせにおいて公表いたしましたとおり、当社の親会

社であるアイエスエス インベストメント ホールディングス インク（以下「ISS IH」とい

う。）による当社の完全子会社化のため、本定款一部変更等として、①定款の一部を変更し、

Ａ種種類株式を発行する旨の定めをすること、②定款の一部を変更し、当社普通株式に、

当社が株主総会の決議によってその全部を取得する全部取得条項（以下「全部取得条項」

という。）を付す旨の定めをすること、並びに、③会社法第 171 条並びに①及び②による変

更後の定款に基づき、株主総会の決議によって、全部取得条項が付された当社普通株式（以

下「全部取得条項付普通株式」という。）の株主（以下「全部取得条項付普通株主」という。）

から全部取得条項付普通株式の全部を取得し、当該取得と引換えに、ISS IH 以外の全部取
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得条項付普通株主に対しては１株未満の端数となるように、対価である当社Ａ種種類株式

を交付することを行います。 

かかる本定款一部変更等の①及び②を実施するため、当社定款について所要の変更を行

うものです（以下本定款一部変更等の①に対応する定款変更を「定款変更Ｂ」といい、本

定款一部変更等の②に対応する定款変更を「定款変更Ｃ」という。なお、定款変更Ｂ及び

定款変更Ｃの変更の理由の詳細については、平成 19 年１月 24 日付お知らせ「１．本定款

一部変更等の目的」をご参照下さい。）。なお、定款変更Ｃに関しては、定款変更Ｃに反対

する当社普通株式の株主は、会社法第 116 条及び第 117 条に基づいて、当社に対し、その

有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。 

 

（２）変更の内容 

定款変更Ｂ及び定款変更Ｃにかかる定款一部変更の内容は、それぞれ別紙１に記載のと

おりです。 

本定時株主総会においては、５．記載の定款変更Ａ及び本定款一部変更等の③（全部取

得条項付普通株式の取得、詳細は２．をご参照下さい。）と併せて、定款変更Ｂ及び定款変

更Ｃを、同日開催予定の当社普通株主による種類株主総会（以下「本種類株主総会」とい

う。）においては定款変更Ｃを、それぞれ付議する予定です。  

 

（３）日程 

定時株主総会及び種類株主総会の開催日 平成19年３月23日（金）

定款変更Ｂの効力発生日 ３月23日（金）

定款変更Ｃの効力発生日 ４月27日（金）

 

定款変更Ｃの効力発生は、本定時株主総会及び本種類株主総会において承認されること

のほか、定款変更Ｂが本定時株主総会において承認されること及び本定款一部変更等の③

が本定時株主総会において承認されることを条件とします。 

なお、平成 19 年１月 24 日付お知らせでは、全部取得条項付普通株式の取得日を平成 19

年４月 20 日と予定しておりましたが、同年４月 27 日に変更することとなりました。詳し

くは、後記４．をご参照下さい。 

 

２．本定款一部変更等に係る全部取得条項付種類株式の取得と引換えに交付される当社株式

の種類及び数等 

 

当社は、ISS IH による当社の完全子会社化を行うために、定款変更Ｂ及び定款変更Ｃに

よる定款変更後、本定款一部変更等の③を実施するため、会社法第 171 条並びに定款変更

Ｂ及び定款変更Ｃによる変更後の当社定款に基づき、株主総会の決議によって、定款変更

Ｃにより全部取得条項付普通株主から全部取得条項付普通株式を取得し、当該取得と引換

えに、定款変更Ｂに基づき新たに発行することが可能となる当社Ａ種種類株式を交付いた

します。 
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かかる交付がなされるＡ種種類株式数については、取得日（平成 19 年４月 27 日）前日

の最終の当社の株主名簿（実質株主名簿を含みます。以下同じ。）に記載又は記録された普

通株式の株主（当社を除きます。）に対して、その所有する普通株式１株につき、新たに発

行するＡ種種類株式を１/4,534 株の割合をもって交付するものとします。かかる割当の比

率は、ISS IH 以外の株主に対して当社が交付するＡ種種類株式が１株未満の端数となるよ

うに設定しております。 

かかる全部取得条項付普通株式の取得が実施された場合において、株主に対して交付さ

れるＡ種種類株式が１株未満の端数となるときには、１株未満の端数の合計数（会社法第

234 条第１項により、その合計数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り

捨てられます。）に相当する株式は、会社法第 234 条の定めに従ってこれを売却し、その売

却により得られた代金をその端数に応じて株主に交付します。かかる売却手続に関し、当

社では、会社法第 234 条第２項の規定に基づき、裁判所の許可を得てＡ種種類株式を ISS IH

に対して売却すること、又は当社が買い取ることを予定しております。この場合のＡ種種

類株式の売却金額につきましては、必要となる裁判所の許可が予定通り得られた場合には、

株主が保有する全部取得条項付普通株式の数に 240,000 円（ISS IH が当社普通株式に対し

て公開買付けを行った際における買付価格）を乗じた金額に相当する金銭を各株主に交付

できるような価格に設定することを予定しております。ただし、裁判所の許可が得られな

い場合や、計算上の端数調整が必要な場合などにおいては、実際に交付される金額が上記

金額と異なる場合もあります。 

また、本定時株主総会において、本定款一部変更等の③（全部取得条項付普通株式の取

得）が承認された場合には、全部取得条項付普通株式の株主は、会社法第 172 条に基づき、

裁判所に対して、全部取得条項付普通株式の当社による取得の価格の決定の申立てをする

ことができます。  

なお、本定款一部変更等の③は、定款変更Ｂ及び定款変更Ｃに係る定款変更の効力が生

じることを条件として、定款変更Ｃに係る定款変更の効力が生じた直後にその効力が生じ

るものであります。 

本定時株主総会においては、５．記載の定款変更Ａ並びに１．記載の定款変更Ｂ及び定

款変更Ｃと併せて、本定款一部変更等の③を議案として付議する予定です。 

 

３．当社新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 

当社は、当社の取締役及び従業員に対して新株予約権（ストックオプション）を発行し  

ておりますが、その処理の時期及び方法については、検討中のため、決定次第開示いたし

ます。なお、当社は、新株予約権付社債を発行していません。 

 

４．本定款一部変更等の日程の概要 

 

  平成 19 年 1 月 24 日付お知らせで予定しておりました日程を、株券提出手続の日程を変
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更すること等に伴い、以下のとおり一部変更いたします。 

 

 平成19年1月24日付 

お知らせでの日程 

変更後の日程 

取締役会決議（定時株主総会及び当社普通株主

による種類株主総会招集） ２月16日（金） ２月20日（火）

定時株主総会及び当社普通株主による種類株主

総会開催 

３月23日（金） ３月23日（金）

変更なし 

株券提出手続の開始日 

３月15日（木） ３月26日（月）注 

整理ポストへの割当て ３月24日（土） ３月24日（土）

変更なし

当社普通株式にかかる株券の売買最終日 ４月13日（金） ４月20日（金）

当社普通株式にかかる株券の上場廃止日 ４月16日（月） ４月23日（月）

株券提出の期限 ４月20日（金） ４月27日（金）

当社による当社普通株式の全部の取得及び別個

の当社株式交付の効力発生日 ４月20日（金） ４月27日（金）

注 株券提出通知の発送は平成 19 年３月 23 日（金）付で行い、株券提出公告は同月 24 日（土）付で

開始する予定です。 

 

５．会社法施行に伴う当社定款の一部変更 

 

（１）変更の理由 

「会社法」（平成 17 年法律第 86 号）が平成 18 年５月 1 日に施行されたことに伴い、

以下のとおり変更を行うほか、必要な規定の加除、表現の変更、条数の整備等を行うも

のです。 

① 会社法の施行に伴って定款に定めがあるものとみなされた事項（当会社に取締

役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く旨、株式に係る株券を発行する

旨並びに株主名簿管理人を置く旨）をより明確にするため、条文の新設、変更

等を行います（定款変更案第５条、第７条、第９条）。 

② 議決権の代理行使について、株主総会に出席することができる代理人の数を明

確にするため、これを１名と定めます（定款変更案第16条）。 

③ 取締役会をより機動的に運営できるようにするため、取締役会の書面決議を可

能とする規定を新設します（定款変更案第23条）。 

 

（２）変更の内容 

定款変更Ａの内容は、別紙２に記載のとおりです。 

本定時株主総会において、１．記載の定款変更Ｂ及び定款変更Ｃ並びに本定款一部変更

等の③（全部取得条項付普通株式の取得、詳細は２．をご参照下さい。）と併せて、定款変

更Ａを付議する予定です。 

 

以 上 
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別紙１ 
 
１．定款変更Ｂの内容は、次のとおりです。 

（下線は変更部分を示します。） 
定款変更Ａによる変更後の定款 追 加 変 更 案 

第６条(発行可能株式総数) 

当会社の発行可能株式総数は、384,000株とする。 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、384,000株とし、普通株

式の発行可能種類株式総数は380,000株、Ａ種種類株式の

発行可能種類株式総数は4,000株とする。 

  

（新設） 第６条の２（Ａ種種類株式） 

当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種種類株式を

有する株主又はＡ種種類株式の登録株式質権者に対し、

普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者に

先立ち、Ａ種種類株式１株につき１円を支払う。上記の

残余財産の分配後、残余する財産があるときは、普通株

主又は普通株式の登録株式質権者及びＡ種種類株式を有

する株主又はＡ種種類株式の登録株式質権者に対し、同

順位にて残余財産の分配を行う。 

  

第７条（株券の発行） 

当会社は、株式に係る株券を発行する。 

第７条（株券の発行） 

当会社は、全ての種類の株式に係る株券を発行する。

  

（新設） 第16条の２（種類株主総会） 

１．第13条、第14条及び第16条の規定は、種類株主総会

にこれを準用する。 

２．第15条第1項の規定は、会社法第324条第１項の規定

による種類株主総会の決議にこれを準用する。 

３．第15条第２項の規定は、会社法第324条第２項の規定

による種類株主総会の決議にこれを準用する。 

  

（なお、定款変更Ｂは、定款変更Ａを前提として、定款変更Ａによる変更後の当社定款を追

加変更するものです。） 
 
２． 定款変更Ｃの内容は、次のとおりです。 

（下線は変更部分を示します。） 

定款変更Ｂによる変更後の定款 追 加 変 更 案 

(新設) 第６条の３（全部取得条項） 

当会社が発行する普通株式は、当会社が株主総会の決

議によってその全部を取得できることをその内容とす

る。当該取得を行う場合には、当会社は、普通株式の取

得と引換えに、新たに発行するＡ種種類株式を普通株式

１株につき１／4,534株の割合をもって交付する。 

（なお、定款変更Ｃは、定款変更Ｂを前提として、定款変更Ｂによる変更後の当社定款を追

加変更するものです。） 
 

以 上
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別紙２ 
 
定款変更Ａの内容は、次のとおりです。 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第1章    総    則 第１章 総則 

第１条（商  号） 第１条（商号） 

（条文省略） （現行どおり） 

  

第２条（目  的） 第２条（目的） 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

（１）～（７）（条文省略） 

（８）前各号に付帯する一切の業務 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

（１）～（７）（現行のとおり） 

 (８）前各号に付帯関連する一切の業務 

 

第３条（本店の所在地） 

 

第３条 （現行のとおり） 

第４条（公告方法） 

 

第４条 （現行のとおり） 

（新設） 第５条（機関） 

 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 

（４）会計監査人 

 

第 2 章    株    式 第２章 株式 

  

第５条（発行する株式の総数） 第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行する株式の総数は、３８４，０００株と

する。 

当会社の発行可能株式総数は、384,000 株とする。 

  

（新設） 第７条（株券の発行） 

当会社は、株式に係る株券を発行する。 

  

第６条（取締役会決議による自己株式の買受） 第８条（自己の株式の取得） 

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い受けるこ

とができる。 

 

当会社は、会社法第 165 条第２項の規定により、取締

役会の決議をもって自己の株式を取得することができ

る。 

（変更の上、第 12 条に移動） 

 

第７条（基準日） 

１．当会社は、毎年１２月３１日の最終の株主名簿（実

質株主名簿を含む。以下同じ。）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、その決算期に関する定時株主総会において議決

権を行使すべき株主とする。 

２．本定款に定めるもののほか、必要があるときは、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。 

 

 

第８条（名義書換代理人） 第９条（株主名簿管理人） 

１．当会社は、株式及び端株につき名義書換代理人を置

く。 

１．当会社は、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、これを公告する。 

３．当会社の株主名簿及び端株原簿ならびに株券喪失登

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、端株原簿の記載、質権の登録及び信託財

産の表示又はこれらの抹消、株券の不所持、株券の交付、

３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、

新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置き

その他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿

に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会
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株券喪失登録、届出の受理その他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。 

 

社においては取り扱わない。 

 

第９条（株式取扱規程）   

当会社の株券の種類及び株式の名義書換、質権の登録

及び信託財産の表示又はこれらの抹消、株券の不所持、

株券の再交付、株券喪失登録、届出の受理その他株式及

び端株に関する取扱い並びに手数料は、取締役会におい

て定める株式取扱規程による。 

第 10 条（株式取扱規程）   

当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は

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 第３章 株主総会 

  

第１０条（株主総会の招集）   

（条文省略） 

第 11 条（招集） 

   （現行のとおり） 

 

（第７条から移動） 第 12 条（定時株主総会の基準日）  

 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月

31 日とする。 

  

第１１条（株主総会参考書類のインターネット開示とみ

なし提供） 

 

第 13 条 （現行のとおり） 

第１２条（招集権者及び議長） 第 14 条（招集権者及び議長） 

１． （条文省略）  

２．取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会

の定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、

議長となる。 

 

１． （現行のとおり） 

２．取締役社長に事故があるときは、取締役会において

あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を

招集し、議長となる。 

 

第１３条（決議の方法） 第 15 条（決議の方法） 

１．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で行

う。 

２．商法第 343 条に定める株主総会の特別決議は、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以上をもって行う。 

 

１．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のでき

る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。 

 

第１４条（議決権の代理行使） 第 16 条（議決権の代理行使） 

１．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。 

２．代理人は、株主総会毎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。 

 

１．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。 

２．株主又は代理人は、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。 

第１５条（議事録） （削除） 

株主総会における議事の経過の要領及びその結果に

ついては、これを議事録に記載し、議長及び出席した取

締役がこれに記名押印する。 

 

 

第 4 章  取締役及び取締役会 第４章  取締役及び取締役会 

  

第１６条(取締役の員数) 第 17 条(員数)  

当会社の取締役は、１５名以内とする。 

 

  当会社の取締役は、15名以内とする。 

第１７条（取締役の選任方法） 第 18 条（選任方法） 

１． （条文省略） 

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で行

う。 

３． （条文省略） 

１． （現行のとおり） 

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． （現行のとおり） 

  

第１８条（取締役の任期） 第 19 条（任期） 

１．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。 

 

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。 
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２．増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在

任取締役の任期の満了すべき時までとする。 

（削除） 

  

第１９条（代表取締役及び役付取締役） 

１．代表取締役は、取締役会の決議により選任する。 

 

２．取締役会の決議により、取締役社長 1名、取締役会

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。 

第 20 条（代表取締役及び役付取締役） 

１．取締役会は、その決議によって代表取締役を選定す

る。 

２．取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役

社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各

若干名を定めることができる。 

  

第２０条（取締役会の招集権者及び議長） 

１． （条文省略）  

２．取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会

の定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、

議長となる。 

第 21 条（取締役会の招集権者及び議長） 

１． （現行のとおり） 

２．取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会

においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取

締役会を招集し、議長となる。 

  

第２１条（取締役会の招集通知） 

１． （条文省略）  

２．取締役及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、取締役会を開くことができる。 

第 22 条（取締役会の招集通知） 

１． （現行のとおり）  

２．取締役及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。

  

第２２条（取締役会の決議方法） 

取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席し

た取締役の過半数で行う。 

（削除） 

 

  

第２３条（取締役の責任免除） （変更の上、第 26 条に移動） 

１．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。 

２．当会社は、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、

当該契約に基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。 

 

  

第２４条（取締役会の議事録） （削除） 

取締役会における議事の経過の要領及びその結果に

ついては、これを議事録に記載し、出席した取締役及び

監査役がこれに記名押印する。 

 

  

（新設） 第 23 条（取締役会の決議の省略） 

  当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、

取締役会の決議があったものとみなす。 

  

第２５条（取締役会規程） 第 24 条 （現行のとおり） 

  

第２６条（取締役の報酬） 

取締役の報酬は、株主総会の決議により定める。 

第 25 条（報酬等） 

  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。 

  

（第２３条から移動） 第 26 条（取締役の責任免除） 

 １．当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、任

務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会

の決議によって免除することができる。 

２．当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社

外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責

任を限定する契約を締結することができる。ただし、当

該契約に基づく責任の限度額は、100 万円以上であらか

じめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額

とする。 

  

第 5 章    監査役及び監査役会 第５章    監査役及び監査役会 

  



9 

第２７条（監査役の員数）  

（条文省略） 

第 27 条（員数） 

  （現行のとおり） 

  

第２８条（監査役の選任方法） 第 28 条（選任方法） 

１． （条文省略） 

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で行う。

１． （現行のとおり） 

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。 

  

第２９条（監査役の任期） 

１．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。 

 

２．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。 

第 29 条（任期） 

１．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。 

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。 

  

第３０条（常勤の監査役） 

監査役の互選をもって、常勤の監査役を定める。 

第 30 条（常勤の監査役） 

 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定す

る。 

  

第３１条（監査役会の招集通知） 

１． （条文省略）  

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。 

第 31 条（監査役会の招集通知） 

１． （現行のとおり）  

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催することができる。 

  

第３２条（監査役会の決議方法） 

監査役会決議は、法令に別段の定めのある場合を除

き、監査役の過半数で行う。 

 

（削除） 

第３３条（監査役の責任免除） 

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。 

（変更上、第 34 条へ移動） 

  

第３４条（監査役会の議事録） 

監査役会における議事の経過の要領及びその結果に

ついては、これを議事録に記載し、出席した監査役がこ

れに記名押印する。 

（削除） 

  

第３５条（監査役会規程） 第 32 条 （現行のとおり） 

  

第３６条（監査役の報酬） 第 33 条（報酬等）   

監査役の報酬は、株主総会の決議により定める。 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

  

（第３３条から移動） 第 34 条（監査役の責任免除） 

 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、任務

を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）

の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決

議によって免除することができる。 

  

第 6 章    計   算 

 

第６章    計算 

第３７条（営業年度及び決算期） 

当会社の営業年度は、毎年 1 月 1日から１２月３１日

までの 1 年とし、営業年度末日を決算期とする。 

第 35 条（事業年度） 

当会社の事業年度は、毎年１月１日から 12 月 31 日ま

での１年とする。 

  

第３８条（利益配当金） 

当会社の利益配当金は、毎年１２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及び

同日最終の端株原簿に記載又は記録された端株主に支

払う。 

第 36 条（剰余金の配当の基準日） 

当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。
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第３９条（中間配当） 

 当会社は､取締役会の決議により､毎年６月３０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

者及び同日最終の端株原簿に記載又は記録された端株

主に対し、中間配当を行うことができる。 

第 37 条（中間配当） 

当会社は、取締役会の決議により、毎年６月 30 日を基

準日として、中間配当を行うことができる。 

  

第４０条（配当金の除斥期間） 第 38 条（配当金の除斥期間） 

利益配当金及び中間配当金は、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

支払いの義務を免れる。 

 

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。 

附  則 

第１１条の規定は、会社法（平成 17 年法律第 86 号）の

施行日より効力を生じるものとする。 

 

（削除） 

 
以 上 


