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各   位 

 

                         会 社 名      松 竹 株 式 会 社 

                         代表者名  取締役社長 迫本 淳一 

                         （コード番号 9601 5証券取引所） 

                         問合せ先  常務取締役 中島  厚 

                         （ＴＥＬ  03-5550-1533          ） 

 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成19年４月27日開催の取締役会において、平成19年5月24日開催予定の第141回 

定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたのでお知らせ  

いたします。 

 

                    記 

  

１．変更の理由     

（1）当社の映像製作スタッフの他社への派遣および今後の事業内容の多様化に対応するた

め、現行定款第２条（目的）に労働者派遣業を追加するものです。 

（2）取締役および監査役が職務の遂行にあたり役員の責任を明確化し、期待された役割を

十分に発揮できるように会社法第 426条および第 427条に定める取締役および監査役

の責任免除制度に基づき、定款に第 31条（取締役の責任免除）、第 32条（社外取締

役との責任限定契約）、第 40条（監査役の責任免除）および第 41条（社外監査役と

の責任限定契約）の規定を新設するものです。 

  なお、第31条および第32条の規定の新設には各監査役の同意を得ております。 

     （3）会計監査人が職務の遂行にあたり適正な監査を十分に発揮できるように、会社法第427

条の定める会計監査人の責任をあらかじめ限定する契約を締結することができる旨の

定款第45条（会計監査人との責任限定契約）の規定を新設するものです。 

なお、これに伴い第６章として会計監査人の章を設け、会計監査人の選任決議、任期、

報酬等に関する規定も併せて新設するものです。 

     （4）その他規定の新設に伴う章数、条数の変更並びに字句の修正を行うものです。 

 

 

  ２．変更の内容  

     変更の内容は次のとおりであります。         （下線は変更部分）  



 

現 行 定 款      変 更 案      

 

第１章  総  則 

      

第１条（商号） （条文省略） 

 

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 演劇、映画その他各種の興
行 

2 映画の企画、制作及びその
請負 

3 映画の製作、売買並びに賃

貸借 

4 映画に関する商品投資販売 

  業 

5 娯楽場及び写真業の経営 

6 食堂、ホテルの経営及び酒

類、煙草の販売 

7 書籍、雑誌の出版及び販売 

8 旅行業 

9 不動産の賃貸、管理、売買、
交換並びに仲介 

 

10絵画、彫刻の売買、仲介並び

に美術印刷物、版画の制

作、売買 

   （新 設） 

11前記各号に附帯する一切の

事業 

第3条（本店）～第5条（公告の方法）

（条文省略） 

 

 

   第2章  株    式 

 

第6条（発行可能株式総数）～第9条

（単元株式数） （条文省略） 

           

第10条（単元未満株券の不発行）当会

社は、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。 

 

第 11条（単元未満株式についての権

 

  第１章  総  則 

 

第１条    （現行どおり） 

 

第2条    （現行どおり） 

 

1    （現行どおり） 

   

2    （現行どおり）   
 

   3 映画の製作、売買及び賃貸借 

 

4    （現行どおり） 

 

   5    （現行どおり） 

   6    （現行どおり） 

7    （現行どおり）  

   8    （現行どおり） 

   9 不動産の賃貸、管理、売買、交

換及び仲介  

   10 絵画、彫刻の売買、仲介及び

美術印刷物、版画の制作、売

買 

   11 労働者派遣業 

12   （現行どおり）  

   

第3条～第5条 

 （現行どおり） 

 

 

第2章  株    式 

 

第6条～第9条     

       （現行どおり） 

 

第10条（単元未満株券の不発行）当会社

は、単元未満株式に係る株券を発

行しない。但し、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。 

 

第11条～第16条     



 

利）～第16条（株式取扱規則） 

      （条文省略） 

  

  第3章  株主総会 

 

第17条（招集）～第19条（議長） 

          （条文省略）   

第20条（参考書類等のインターネット

開示）当会社は、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

ろにより、インターネットで

開示することができる。 

 

第21条（決議）、第22条（議決権の

代理行使） （条文省略） 

 

 

  第4章  取締役及び取締役会 

 

第 23条（定員及び選任決議）～第 27

条（決議）  （条文省略） 

 

第28条（取締役会の決議の省略）当会

社は、取締役の全員が取締役会

の決議事項について、書面又は

電磁的記録により同意したとき

は、当該決議事項を可決する旨

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

きはこの限りでない。 

 

第29条（取締役会規則）、第30条（報

酬等）    （条文省略） 

       

   （新  設） 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 第3章  株主総会 

 

第17条～第19条 （現行どおり） 

        

第20条（参考書類等のインターネット開

示）当会社は、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より、イン

ターネットで開示することがで

きる。 

 

第21条、第22条 （現行どおり） 

 

 

 

第4章  取締役及び取締役会 

 

第23条～第27条 （現行どおり） 

  

 

第28条（取締役会の決議の省略）当会社

は、取締役の全員が取締役会の決

議事項について、書面又は電磁的

記録により同意したときは、当該

決議事項を可決する旨の決議があ

ったものとみなす。但し、監査役

が異議を述べたときはこの限りで

ない。 

 

第29条、第30条  （現行どおり） 

 

 

第31条（取締役の責任免除）当会社は、 

   取締役会の決議によって、取締役 

  （取締役であったものを含む。）の

会社法第423条第1項の賠償責任



 

 

 

 

 

 

   （新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第5章  監査役及び監査役会 

 

第 31条（定員及び選任決議）～第 37

条（報酬等） （条文省略） 

   

   （新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （新  設） 

 

   （新  設） 

について、善意でかつ重大な過失

がない場合には、法令の定める限

度額の範囲内で、その責任を免除

することができる。 

 

第32条（社外取締役との責任限定契約） 

   当会社は、社外取締役との間で、 

   会社法第423条第1項の賠償責任

について、善意でかつ重大な過失

がない場合には、法令の定める限

度額の範囲内で、その賠償責任を

限定する契約を締結することがで

きる。 

 

第5章  監査役及び監査役会 

 

第33条～第39条  （現行どおり） 

     

 

第40条（監査役の責任免除）当会社は、 

   取締役会の決議によって、監査役 

  （監査役であったものを含む。）の

会社法第423条第1項の賠償責任

について、善意でかつ重大な過失

がない場合には、法令の定める限

度額の範囲内で、その責任を免除

することができる。 

 

第41条（社外監査役との責任限定契約） 

   当会社は、社外監査役との間で、 

   会社法第423条第1項の賠償責任

について、善意でかつ重大な過失

がない場合には、法令の定める限

度額の範囲内で、その賠償責任を

限定する契約を締結することがで

きる。 

 

 

第6章  会計監査人 

 

第42条（選任決議）会計監査人は、株主



 

 

 

   （新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （新  設） 

 

 

 

   （新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第6章  計   算 

 

第38条（事業年度）～第41条（配当

金等の除斥期間） 

（条文省略） 

 

総会の決議によって選任する。 

 

第43条（任期）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

主総会終結のときまでとする。  

    なお、会計監査人は定時株主総

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。  

 

第44条（報酬等）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45条（会計監査人との責任限定契約） 

   当会社は、会計監査人との間で、 

   会社法第423条第1項の賠償責任

について、善意でかつ重大な過失

がない場合には、法令の定める限

度額の範囲内で、その賠償責任を

限定する契約を締結することがで

きる。 

 

第7章  計   算 

 

第46条～第49条 （現行どおり） 

 

 

 

３．日  程 

    定款変更のための定時株主総会開催日   平成19年5月24日（木曜日） 

    定款変更の効力発生日          平成19年5月24日（木曜日） 

 

 

                                      以  上 


