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定款の（一部）変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成１９年２月１６日開催の取締役会において、「定款（一部）変更の

件」を平成１９年３月２９日開催の予定の第９５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、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

添付の通りです。 

 

２．定款変更の内容 

添付の通りです。 

 

３．日程 

平成１９年３月２９日開催予定の第９５回定時株主総会に付議します。 

 

 

以上 

 



 

 

 

定款一部変更の件 

（１）変更の理由 

 「会社法」（平成１７年法律第８６号）およびその関連法令が平成１８年５月１日に施

行されたことに伴い、以下の変更を行うものであります。 

①取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く会社である旨の規定を新設し、

併せて任意の業務執行機関として執行役員を置くことができる旨も規定します（変更後

の定款（以下同じ。）第４条）。 

②株券発行会社である旨の規定を新設いたします（第９条）。 

③単元未満株主の権利を旧商法で定められていた範囲に限定するための規定を新設いた

します（第１１条）。 

④名義書換代理人に代えて株主名簿管理人についての規定を置きます（第１３条第１項）。 

⑤株主総会招集権者および議長の規定をより明確にするものです（第１８条）。 

⑥インターネット開示をもって株主総会参考書類等をみなし提供できるようにするため

の規定を新設いたします（第１９条）。 

⑦会社法第３０９条第２項の決議についての規定を新設し、その決議要件を「特別決議」

と定義いたします。なお、当社は、その株主構成に鑑み、特別決議の定足数の要件を緩

和せず、会社法の原則どおり議決権の過半数を有する株主の出席をその要件といたしま

す（第２０条第２項）。 

⑧株主総会に出席し、議決権の代理行使を行う代理人の員数を明確にするため規定を変

更いたします（第２１条第１項）。 

⑨取締役の解任を行う場合は株主の総意によることが適切であると考えることから、取

締役の解任決議の要件を旧商法の規定どおり特別決議とする規定を置きたいと存じま

す（第２３条第 4 項）。 

⑩取締役会招集手続が省略できる場合を明確にする規定を新設いたします（第２６条第

３項）。 

⑪取締役の報酬等についての決議の手続を明確にするため規定を新設いたします（第２

８条）。 

⑫補欠の監査役の選任に係る決議が効力を有する期間を伸張するために規定を変更いた

します（第３１条第４項）。 

⑬監査役の解任決議が特別決議である旨を明確にするための規定を新設いたします（第

３１条第５項）。 

⑭監査役会の招集手続が省略できる場合を明確にするための規定を新設するものであり

ます（第３４条第２項）。 

⑮監査役の報酬等についての決議の手続を明確にするため規定を新設するものでありま

す（第３５条）。 

⑯執行役員の権限、責任、義務等の定めを独立の章といたします（第６章第３７条）。 

⑰その他、旧商法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、引用する法律に必要な



   

 

修正を加えるとともに、関連して必要となる規定の修正、条文の移動等に加え、項番号

の追加を行うなど用語や体裁についても全面的な見直しを行うものです。また、会社法

施行の経過措置を定めた現行定款附則第１条と第２条は不要となりましたので、削除い

たします。 

 



   

 

（２）変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。（現行定款中変更のない条文の記載は省略して

あります。）                        （下線部分は変更部分） 

現行定款 変更案 

第１章 総   則 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公告の方法） 

第４条 （条文省略） 

 

第２章 株   式 

（株式の総数） 

第５条 当会社が発行する株式の総数は、４ 

 億４千万株とする。 

 

（新株引受権） 

第６条 株主（実質株主を含む。以下同じ） 

 は、新株引受権を有する。 

 

 

（自己株式の取得） 

第７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。 

 

 

 

（新設） 

 

第 1 章 総   則 

（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 

 ② 当会社は、業務執行機関として、取締 

 役会決議により、執行役員を置くことがで 

 きる。 

 

（公告方法） 

第５条 （現行どおり） 

 

第２章 株   式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、４億 

 ４千万株とする。 

 

（株主が新株の割当てを受ける権利） 

第７条 当会社の株主（実質株主を含む。以 

 下同じ。）は、当会社が新たに発行する株 

 式の割当てを受ける権利を有する。 

 

（自己株式の取得） 

第８条 当会社は、会社法第１６５条第２項 

 の規定により、取締役会の決議をもって市 

 場取引等により自己の株式を取得するこ 

 とができる。 

 

（株券の発行） 

第９条 当会社は、株式に係る株券を発行す 

 る。 



   

 

 

（１単元の株式の数） 

第８条 当会社の１単元の株式の数は、１０ 

 ０株とする。 

  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）に係わる 

 株券を発行しない。ただし、株式取扱規則 

 に定めるところについてはこの限りでな 

 い。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単元未満株式の買増し） 

第９条 当会社の単元未満株式を有する株 

 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。 

 

（名義書換代理人） 

第１０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、取締役会の決議をもって決定し、こ 

 れを公告する。 

  当会社の株主名簿および実質株主名簿 

 （以下株主名簿等という）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、株主名簿等の記載または 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第１０条 当会社の単元株式数は、１００株 

 とする。 

 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、株式取扱規則に定めるところについ 

 てはこの限りでない。 

 

 

（単元未満株式についての権利） 

第１１条 当会社の株主は、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 

 

（単元未満株式の買増し） 

第１２条 当会社の株主は、株式取扱規則に 

 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べき 

 数の株式を売り渡すことを請求すること 

 ができる。 

 

（株主名簿管理人） 

第１３条 当会社は、株主名簿管理人を置

く。 

  ② 株主名簿管理人およびその事務取扱 

 場所は、取締役会の決議をもって決定し、 

 これを公告する。 

 ③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含 

 む。以下同じ。）、新株予約権原簿および 

 株券喪失登録簿の作成および備置きその 

 他これらに関する事務は、株主名簿管理人 



   

 

 記録の変更、単元未満株式の買取りおよび 

 買増し、株券の交付、届出の受理、実質株 

 主通知の受理等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。 

 

（株式取扱規則） 

第１１条 当会社の株券の種類、株式の名義 

 書換、単元未満株式の買取りおよび買増 

 し、株券の分合、再発行、実質株主通知の 

 受理その他株式に関する手続ならびに手 

 数料については、取締役会の定める株式取 

 扱規則による。 

 

（株主の届出） 

第１２条 株主および質権者またはその法 

 定代理人は、当会社の定める書式により、 

 その氏名、住所および印鑑（署名の慣習あ 

 る外国人は署名鑑）を当会社の名義書換代 

 理人に届け出なければならない。 

  日本国内に住所または居所を有しない 

 株主および質権者またはその法定代理人 

 は、日本国内に仮住所または代理人を定め 

 て、これを当会社の名義書換代理人に届け 

 出なければならない。 

  （条文省略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（基準日） 

第１３条 当会社は、毎年 12 月 31 日最終の 

 株主名簿等に記載または記録された株主 

 をもって、その決算期に関する定時株主総 

 に取扱わせ、当会社においては取扱わな 

 い。 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（株主の届出） 

第１４条 株主および登録株式質権者また 

 はその法定代理人は、当会社の定める書式 

 により、その氏名、住所および印鑑（署名 

 の慣習ある外国人は署名鑑）を当会社の株 

 主名簿管理人に届け出なければならない。 

 ② 日本国内に住所または居所を有しな 

 い株主および登録株式質権者またはその 

 法定代理人は、日本国内に仮住所または代 

 理人を定めて、これを当会社の株主名簿管 

 理人に届け出なければならない。 

 ③ （現行どおり） 

 

（株式取扱規則） 

第１５条 当会社の株式に関する取扱いお 

 よび手数料については、法令または定款の 

 ほか、取締役会の定める株式取扱規則によ 

 る。 

 

 

 

（削除） 

 

 



   

 

 会において権利を行使すべき株主とする。 

  前項その他定款に定めがある場合のほ 

 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、一定の日におけ 

 る最終の株主名簿等に記載または記録さ 

 れた株主または質権者をもって、その権利 

 を行使すべき株主または質権者とする。 

 

第３章 株主総会 

（招  集） 

第１４条 （条文省略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（議  長） 

第１５条 株主総会の議長は、取締役会長ま 

 たは取締役社長がこれにあたる。取締役会 

 長および取締役社長ともに差支えがある 

 ときは、取締役会においてあらかじめ定め 

 た順序により、他の取締役がこれにあた 

 る。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（決議の方法） 

第１６条 株主総会の議事は、法令または定 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 株主総会 

（株主総会の招集） 

第１６条 （現行どおり） 

 

（定時株主総会の基準日） 

第１７条 当会社は、毎年 12 月 31 日最終の 

 株主名簿等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。 

 

（招集権者および議長） 

第１８条 株主総会は、取締役会長がこれを 

 招集し、議長となる。取締役会長に差支え 

 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。 

 

（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１９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２０条 株主総会の決議は、法令または定 



   

 

 款に別段の定めある場合を除き、出席した 

 株主の議決権の過半数をもって、これを決 

 する。 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

（議決権の代理行使） 

第１７条 株主は、当会社の議決権を有する 

 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。 

  （条文省略） 

 

第４章  取締役および取締役会等 

（定  員） 

第１８条 （条文省略） 

 

（選  任） 

第１９条 （条文省略） 

  前項の選任決議は、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、これを行う。 

 

  取締役の選任は、累積投票によらないも 

 のとする。 

  （新設） 

 

 

（任  期） 

第２０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終結 

 の時までとする。 

 

  補欠として選任された取締役の任期は、 

 退任した取締役の任期の満了すべき時ま 

 款に別段の定めある場合を除き、出席した 

 議決権を行使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 

 主の議決権の過半数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 

 う決議（以下、「特別決議」という。）と 

 する。 

 

（議決権の代理行使） 

第２１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。 

 ② （現行どおり） 

 

第４章  取締役および取締役会 

（取締役の定員） 

第２２条 （現行どおり） 

 

（取締役の選解任） 

第２３条 （現行どおり） 

 ② 前項の選任決議は、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 取締役の選任決議は、累積投票によら 

 ないものとする。 

 ④ 取締役の解任決議は、特別決議をもっ 

 て行う。 

 

（取締役の任期） 

第２４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の終結の時までとす 

 る。 

 ② 補欠として選任された取締役の任期 

 は、退任した取締役の任期の満了する時ま 



   

 

 でとする。 

  増員のため選任された取締役の任期は、 

 他の現任取締役の任期の満了すべき時ま 

 でとする。 

 

（代表取締役、業務執行取締役および役付取

締役） 

第２１条 取締役会の決議をもって、代表取

締役および会社の業務を執行する取締役（以

下業務執行取締役という）を定める。 

  （条文省略） 

 

（取締役会） 

第２２条 取締役会は、取締役会長これを招

集し、議長となる。取締役会長に差支えがあ

るときは、取締役会においてあらかじめ定め

た順序により、他の取締役がこれにあたる。 

  （条文省略） 

  当会社は、取締役会の決議事項につい 

 て、議決に加わることができる取締役の全 

 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。 

  （新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 でとする。 

 ③ 増員のため選任された取締役の任期 

 は、他の現任取締役の任期の満了する時ま 

 でとする。 

 

（代表取締役、業務執行取締役および役付取

締役） 

第２５条 取締役会の決議をもって、代表取

締役および会社の業務を執行する取締役を

定める。 

 ② （現行どおり）   

 

（取締役会の招集および議長） 

第２６条 取締役会は、取締役会長がこれを

招集し、議長となる。取締役会長に差支えが

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、他の取締役がこれにあた

る。 

 ② （現行どおり） 

  （削除） 

   

 

 

 

 

③ 取締役および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取締役 

 会を開催することができる。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第２７条 当会社は、取締役会の決議事項に 

 ついて、議決に加わることができる取締役 

 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。 

 



   

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（社外取締役の責任軽減） 

第２３条 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 

 は、1,000 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。 

 

（執行役員） 

第２４条 当会社は、業務執行機関として、 

 業務執行取締役のほか、取締役会決議によ 

 り、執行役員を置くことができる。 

  当会社の執行役員は、取締役会により選 

 任され、取締役会から委任を受けた業務の 

 決定を行い、これを執行する権限と責任を 

 有する。 

  取締役会の決議をもって、執行役員の中 

 から、執行役員副社長、専務執行役員、常 

 務執行役員各々若干名を置くことができ 

 る。 

  執行役員は、善良なる管理者の注意をも 

 って、会社のために忠実に自己の担当する 

 業務を執行するものとする。 

  本条に定めるほか、執行役員の選任、退 

 任、身分、職務等については、取締役会で 

 定める執行役員規程による。 

 

第５章  監査役および監査役会 

（定  員） 

第２５条 （条文省略） 

（取締役の報酬等） 

第２８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。 

 

（社外取締役の責任軽減） 

第２９条 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、同 

 法第４２３条第１項の損害賠償責任を限 

 定する契約を締結することができる。ただ 

 し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度 

 は、1,000 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最低責任限度額 

 のいずれか高い額とする。 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章  監査役および監査役会 

（監査役の定員） 

第３０条 （現行どおり） 



   

 

 

（選  任） 

第２６条 （条文省略） 

  法令に定める監査役の員数を欠くこと 

 になる場合に備えて、定時株主総会におい 

 てあらかじめ監査役補欠者（以下補欠者と 

 いう）を選任することができる。 

  監査役および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、これを行う。 

  補欠者の選任の効力は、選任後最初に到 

 来する定時株主総会が開催されるまでの 

 間とする。 

 

 

 

  （新設） 

 

 

（任  期） 

第２７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。 

  補欠として選任された監査役の任期お 

 よび補欠者が監査役に就任した場合の任 

 期は、退任した監査役の任期の満了すべき 

 時までとする。 

 

 

（常勤監査役） 

第２８条 監査役は、互選により常勤の監査 

 役を定める。 

 

（監査役会） 

第２９条 （条文省略） 

  （新設） 

 

 

（監査役の選解任） 

第３１条 （現行どおり） 

 ② 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て、定時株主総会にお 

 いてあらかじめ補欠の監査役（以下「補欠 

 者」という。）を選任することができる。 

 ③ 監査役および補欠者の選任決議は、議 

 決権を行使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。 

 ④ 補欠者の選任に係る決議が効力を有 

 する期間は、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 

 主総会の開始の時までとする。ただし、株 

 主総会の決議によってその期間を短縮す 

 ることを妨げない。 

 ⑤ 監査役の解任決議は、特別決議を 

 もって行う。 

 

（監査役の任期） 

第３２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。 

 ② 補欠として選任された監査役の任 

 期および補欠者が監査役に就任した場合 

 の任期は、退任した監査役の任期の満了す 

 る時までとする。 

 

（常勤監査役） 

第３３条 監査役会は、その決議により常勤 

 の監査役を定める。 

 

（監査役会の招集） 

第３４条 （現行どおり） 

 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 



   

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（社外監査役の責任軽減） 

第３０条 当会社は、会社法第４２７条第 1 

 項の規定により、社外監査役との間に、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は、１， 

 ０００万円以上であらかじめ定めた金額 

 または法令が規定する最低責任限度額の 

 いずれか高い額とする。 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章  計   算 

（決  算） 

第３１条 当会社の営業年度は、毎年１月１ 

 日から 12 月 31 日までとし、営業年度末日 

 ことができる。 

 

（監査役の報酬等） 

第３５条 監査役の報酬等は、株主総会の決 

 議によって定める。 

 

（社外監査役の責任軽減） 

第３６条 当会社は、会社法第４２７条第 1 

 項の規定により、社外監査役との間に、同 

 法第４２３条第１項の損害賠償責任を限 

 定する契約を締結することができる。ただ 

 し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度 

 は、１，０００万円以上であらかじめ定め 

 た金額または法令が規定する最低責任限 

 度額のいずれか高い額とする。 

 

 

第６章  執行役員 

（執行役員） 

第３７条 当会社の執行役員は、取締役会に 

 より選任され、取締役会から委任を受けた 

 業務の決定を行い、これを執行する権限と 

 責任を有する。 

 ② 取締役会の決議をもって、執行役員の 

 中から、執行役員副社長、専務執行役員、 

 常務執行役員各々若干名を置くことがで 

 きる。 

 ③ 執行役員は、善良なる管理者の注意を 

 もって、会社のために忠実に自己の担当す 

 る業務を執行するものとする。 

 ④ 本条に定めるほか、執行役員の選任、 

 退任、身分、職務等については、取締役会 

 で定める執行役員規程による。 

 

第７章  計   算 

（事業年度） 

第３８条 当会社の事業年度は、毎年１月１ 

 日から 12 月 31 日までとする。 



   

 

 に決算を行う。 

 

（利益配当金） 

第３２条 利益配当金は、毎年 12 月 31 日最 

 終の株主名簿等に記載または記録された 

 株主または質権者に対し、これを支払う。 

 

 

（中間配当） 

第３３条 当会社は、取締役会の決議によ 

 り、毎年６月 30 日最終の株主名簿等に記 

 載または記録された株主または質権者に 

 対し、商法第 293 条ノ５の規定による金銭 

 の分配（以下中間配当という）をすること 

 ができる。 

 

（利益配当金および中間配当金の除斥期間） 

第３４条 利益配当金および前条による中 

 間配当金が、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ものとする。 

 

附    則 

 

第１条 第２２条第３項および第３０条の 

 規定は、会社法（平成１７年法律第８６号） 

 の施行日をもってその効力を生ずるもの 

 とする。 

 

第２条 会社法（平成１７年法律第８６号） 

 の施行日をもって、第 7 条の規定のうち商 

 法第２１１条ノ３第１項第２号は会社法 

 第１６５条第２項と、第２３条の規定のう 

 ち商法第２６６条第１９項および同条第 

 １項第５号の行為は、会社法第４２７条第 

 1 項および同法第４２３条第１項と、第３ 

 ３条の規定のうち商法第２９３条ノ５は 

 会社法第４５４条第５項とそれぞれ変更 

 

 

（期末配当） 

第３９条 当会社は、毎年 12 月 31 日を基準 

 日として剰余金の配当（以下、「期末配当」 

 という。）を、株主総会の決議により行う 

 ことができる。 

 

（中間配当） 

第４０条 当会社は、毎年 6 月 30 日を基準 

 日として会社法第 454条第 5項の規定によ 

 る中間配当を、取締役会の決議により行う 

 ことができる。 

 

 

 

（配当金の除斥期間） 

第４１条 期末配当金および中間配当金が、 

 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ものとする。 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 



   

 

 するものとする。 

 

 


