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定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成19年２月19日開催の取締役会において、平成19年３月29日開催予定

の第132回定時株主総会に「定款一部変更の件」について下記のとおり付議すること

を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 
 

１．定時株主総会開催予定日     平成19年３月29日 

 

２．定款一部変更の件の理由 

(１) 取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応で

きる機動的な経営体制を構築するために、取締役の任期を現行の２年から１

年に短縮することとし、現行定款第20条(任期)に所要の変更を行って変更案

第21条とするものであります。 

(２) 「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）が平成18年５月１日に施行され

たことに伴い、所要の変更を行うものであります。 

① 単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、変更案第８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。 

② 株主総会において充実した情報の開示を行うことができるよう、変更案

第14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。 

③ 取締役会の機動的な運営と迅速な意思決定を可能とするため、決議事項

について書面または電磁的記録により承認を行うことができるよう、変更

案第25条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。 

④ 取締役及び監査役がそれぞれ期待される役割を十分に発揮できるよう、

変更案第28条(取締役の責任免除)及び変更案第37条(監査役の責任免除)を

新設するものであります。なお、変更案第28条の新設については、各監査

役の同意を得ております。 
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⑤ 取締役会決議による剰余金の配当等を可能とするよう、変更案第40条(剰

余金の配当等の決定機関)を新設するものであります。 

⑥ 変更案第40条の新設に伴い、現行定款第36条(剰余金の配当)に所要の変

更を行って変更案第41条(剰余金の配当の基準日)第１項とするとともに、

現行定款第37条(中間配当金)を削除して変更案第41条第２項を新設するも

のであります。また、期末配当、中間配当以外にも基準日を定めて剰余金

の配当ができるように変更案第41条第３項を新設するものであります。 

⑦ 変更案第40条の新設に伴い、現行定款第６条(自己株式の取得)を削除す

るものであります。 

⑧ 「会社法」の施行により不要となった附則を削除するものであります。 

(３) 当社は、平成19年２月19日開催の取締役会において、「当社株式の大規模

買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」の導入を決議いたしました。 

同対応方針の内容は平成 1 9年２月 1 9日付で当社ホームページ 

(http://www.mpuni.co.jp/)上に開示しておりますので、ご参照ください。 

現在、当社の発行可能株式総数は7,900万株であり、既に発行済株式総数が

3,414万株余に達しております。同対応方針において予定している新株予約権

の無償割当てに備えるとともに、今後の機動的な資本政策やストックオプ

ション制度の利用を可能とするため、現行定款第５条の発行可能株式総数を

１億3,650万株に引き上げるものであります。 

(４) その他、条文の新設及び削除に伴う条数の変更ならびに表現方法及び字句

等の修正を行うものであります。 

 

３．変更の内容 

定款変更の内容は次のとおりであります。 

 
 
 （下線は変更部分を示しています。）

現 行 変 更 案 

第２章 株  式 第２章 株  式 

(発行可能株式総数) 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、 

7,900万株とする。 

 (自己株式の取得) 

第６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自己

株式を取得することができる。

第７条  （条文省略） 

第８条  （条文省略）  

(発行可能株式総数) 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、１億

3,650万株とする。 

 

 

(削   除) 

 

第６条   （現行どおり） 

第７条   （現行どおり） 

 

 

 

 

（新   設） 

（単元未満株式についての権利） 

第８条 当会社の株主（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、次に掲げる権利以外の権利

を行使することができない。 
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現 行 変 更 案 

           (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる

権利 

    (2) 会社法第166条第1項の規定による

請求をする権利 

     (3) 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 

    (4) 第９条に定める請求をする権利 

（単元未満株式の買増し） （単元未満株式の買増し） 

第９条 １．当会社の単元未満株式を有する  

株主（実質株主を含む。以下同じ。）

は、その単元未満株式と併せて単

元株式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。 

     ２．（条文省略） 

第９条 １．当会社の株主は、その有する単元

未満株式と併せて単元株式数とな

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。 

    ２．（現行どおり） 

 第10条 

      （条文省略） 

 

第10条 

      （現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ ～

 

第12条 

第３章 株主総会 

第13条  （条文省略） 

 (新  設) 

第14条     

        (条文省略) 

第17条 
～ 
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第12条 

     第３章 株主総会  

第13条  （現行どおり） 

(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。 

第15条     

        (現行どおり) 

第
～

18条 

 



現 行 変 更 案 

第４章 取締役および取締役会 

第18条    (条文省略) 

第19条    (条文省略) 

(任期) 

第20条 取締役の任期は、選任後２年以内の 

    最終の事業年度に関する定時株主総 

会の終結の時までとする。 

第21条     

        (条文省略) 

 

 

     第４章 取締役および取締役会 

第19条   (現行どおり) 

第20条   (現行どおり) 

 (任期) 

第21条 取締役の任期は、選任後１年以内の 

    最終の事業年度に関する定時株主総 

会の終結の時までとする。 

第22条     

       (現行どおり) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ ～

 

第23条 

 

 

(新  設) 

第24条    (条文省略) 

第25条    (条文省略) 

 

    

    (新  設) 

 

 

 

 

 

第５章 監査役、監査役会および会計監査人 

第26条 

     （条文省略） 

第33条 

 

             

 (新   設)  

 

 

 

 

第34条     (条文省略) 

 

～
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第24条 

 (取締役会の決議の省略) 

第25条 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26条    (現行どおり) 

第27条    (現行どおり)  

 (取締役の責任免除) 

第28条 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、500万円以上であらか

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５章 監査役、監査役会および会計監査人 

第29条 

     （現行どおり） 

 

～

第36条 

(監査役の責任免除) 

第37条 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。 

２．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、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

じめ定めた金額または法令が規

定する額のいずれか高い額とす

る。   

第38条     (現行どおり) 



現           行 変 更 案 

第６章 計  算 

第35条    （条文省略） 

 

 

 (新   設)  

 

 

 

(剰余金の配当) 

第36条 当会社の剰余金の配当は、毎年12月31

日の最終の株主名簿等に記載または記

録された株主または登録質権者に対し

てこれを行う。 

     (新   設) 

 

     (新   設) 

 

(中間配当金) 

第37条 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等に記載

または記録された株主または登録質権

者に対し、会社法第第454条第5項に定

める金銭による剰余金の分配を行うこ

とができる。 

第38条  (条文省略) 

(附則) 

第5条から第38条までの規定は、「会社法」 

(平成17年法律第86号)および「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)の施行日よりその効力を 

生じるものとする。 

なお、本附則は当該規定の効力発生後、これ

を削除する。 

第６章 計  算 

第39条        (現行どおり) 

(剰余金の配当等の決定機関) 

第40条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459

条第1項各号に定める事項については、

法令に別段の定めがある場合を除き、

株主総会の決議によらず取締役会の決

議により定める。 

(剰余金の配当の基準日) 

第41条 １．当会社の期末配当の基準日は、毎

年12月31日とする。 

 

 

    ２．当会社の中間配当の基準日は、毎

年6月30日とする。 

    ３．前２項のほか、基準日を定めて剰

余金の配当をすることができる。 

 

 

 

       (削  除) 

 

 

 

 第42条     (現行どおり)  

 

 

 

                  (削  除) 

 

 

以 上 
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