
 
 2007 年 5 月 28 日 

各 位 

会 社 名   株 式 会 社  ク レ ハ 
       代 表 者 名  代表取締役社長 岩﨑 隆夫 

コード番号   ４０２３（東証・大証第一部） 
                                         問 合 せ 先    広  報  部  長  古谷 良樹 

  （ＴＥＬ ０３－３２４９－４６５１） 
 

定款一部変更に関するお知らせ 

当社は、2007 年 6 月 27 日開催予定の第 94 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、2007 年 5 月 28 日をもって取締役会決議を行いましたので

お知らせいたします。 
 

記 
１．定款変更の目的 
（１）経営機構改革に伴う変更  
  経営を取り巻く環境の変化に対応し、コーポレート・ガバナンス（企業統治）の

強化および当社のグループ経営における意思決定や業務執行の迅速化を図るため、

取締役会のダウンサイズを行うとともに経営の「監督機能」と「執行機能」の役

割を分離し、社外取締役制度と執行役員制度を導入することによりそれぞれの機

能強化を図ります。具体的には以下の条項（変更後の条文番号で表示）を変更い

たします。          
①第 21 条（員数および選任方法）の変更 

経営の意思決定の迅速化を図るため、取締役員数を現行 22 名以内から 10 名以

内に削減するものであります。 
②第 23 条（代表取締役ならびに取締役会長および取締役社長の選定）の変更 

執行役員制度導入により、従来の役付取締役の役位を一部廃止するため変更す

るものであります。 
③第 25 条（社外取締役との間の責任限定契約）および第 34 条（非常勤社外監査役

との間の責任限定契約）の新設 
社外取締役（非常勤）および社外監査役（非常勤）の独立性の確保と中立的経

営判断を最大限尊重するため、社外取締役（非常勤）および社外監査役（非常

勤）との間に責任限定契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。

なお、第 25 条の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。 
  （２）補欠監査役の任期を定めるための変更 

①第 32 条（補欠監査役の選任決議の効力）の新設 
補欠監査役を設置する場合、その選任決議の有効期間（補欠監査役としての任

期）を定款により定めるものであります。 
 
 
 
 
 



 
 
（３）規定見直しによる変更 
 ①第 2 条（目的）の変更 
   現在の事業目的の実態に照らし、以下のとおり削除・追加をするものでありま

す。 
「削除」現行第１号のうち食品添加物の製造販売、同第４号のうち医療用具の賃

貸、同第 18 号コンピューターおよびその関連機器による情報処理。 
「追加」化学工業薬品、農薬、医薬品、医薬部外品、石油化学各種製品等の製造

および加工の受託ならびに請負の事業目的を現行第 21 号に追加し、変更

第 20 号に規定。 
②第 17 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）の新設 

インターネットの普及を考慮し、法務省令に定めるところに従い株主総会参考

書類、事業報告、計算書類および連結計算書類を一定期間インターネットで開

示することにより、株主の皆様に当該書類の一部または全部の情報の提供を可

能とするための規定を新設するものであります。 
③第６章（会計監査人）および第 38 条（選任方法）、第 39 条（任期）、第 40 条（報

酬等）の新設 
現行定款第 1 章総則（機関）第 4 条で会計監査人をおくことを規定しています

が、他の機関については別途章立てをして規定しているため、会計監査人につ

いても新たな章を設け機関の内容を明確にするものであります。 
   ④字句の一部変更および上記変更に伴う条数番号の変更 
     該当条文：第 15 条および第 17 条から第 44 条 
 
２．定款変更の内容 変更内容は、別紙のとおりであります。 
 
３．変更の日程   定款変更のための株主総会開催日   2007 年 6 月 27 日 
          定款変更の効力発生日        2007 年 6 月 27 日 
 

以上 
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現行定款 変更案 
第 1章 総則 

第１条      （条文省略） 

（目的） 

第２条 この会社は、次の業務を営むことを目的とす

る。 

１ 化学工業薬品、農薬、医薬品、医薬部外品、動物 

用医薬品及び食品添加物の製造及び販売 

２ 石油化学各種製品の製造及び販売 

３ 合成樹脂の製造、加工及び販売 

４ 医療用具の製造、販売及び賃貸 

５ 電子材料及び電子部品の製造、加工及び販売 

6号～17号     （条文省略） 

18 コンピューター及びその関連機器による情報処理 

19号～20号    （条文省略） 

21 労働者派遣事業及び有料職業紹介業 

 

22号～24号    （条文省略） 

第3条～第5条   （条文省略） 

 

第２章 株式 

第 6条～第 14 条  （条文省略） 

 

第３章 株主総会 

第15条 定時株主総会は、毎年6月に招集する。 

２ 前項の外必要があるときは、臨時株主総会を招集 

する。 

第 16 条      （条文省略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第 17 条～第 19 条   （条文省略） 

第４章 取締役及び取締役会 

（員数及び選任方法） 

第 20 条 この会社の取締役は 22 名以内とし、株主総会 

第 1章 総則 

第1条      （現行どおり） 

（目的） 

第２条 この会社は、次の業務を営むことを目的とす

る。 

１ 化学工業薬品、農薬、医薬品、医薬部外品及び動物

用医薬品の製造及び販売 

２ 石油化学各種製品の製造及び販売 

３ 合成樹脂の製造、加工及び販売 

４ 医療用具の製造及び販売 

５ 電子材料及び電子部品の製造、加工及び販売 

6号～17号       （現行どおり） 

         （削除） 

18号～19号    （現行どおり） 
20 労働者派遣事業、有料職業紹介業並びに第1号乃至

第3号及び第5号に定める製造、加工の受託及び請負

第2条21号～23号  （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 14 条  （現行どおり） 

 

第 3 章 株主総会 

第15条 定時株主総会は、毎年6月に招集する。 

２ 前項のほか必要があるときは、臨時株主総会を招集

する。 

第 16 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 17 条 この会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に

記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に

定めるとろ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 18 条～第 20 条    （現行どおり） 

第４章 取締役及び取締役会 

（員数及び選任方法） 

第 21 条 この会社の取締役は 10 名以内とし、株主総会
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で選任する。 

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 取締役の選任については、累積投票によらないものと

する。 

第 21 条     （条文省略） 

（役付取締役及び代表取締役） 

第22条 取締役会は、その決議によって、取締役会長１

名、取締役社長１名並びに取締役副社長、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。 

２ この会社を代表する取締役は、取締役社長の外、取締

役会の決議によって役付取締役の中からこれを定め

る。 

第 23 条     （条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

（取締役会） 

第24条 取締役会は、法令又は定款に定める事項の外、

この会社の業務執行中重要な事項を決定する。 

２ 取締役会に関し必要な事項は、法令又は定款に定める

事項の外、取締役会の定める取締役会規程による。 

第 25 条～第 27 条（条文省略） 

 

第５章 監査役及び監査役会 

第 28 条～第 29 条（条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

第 30 条     （条文省略） 

 

（新設） 

 

 

で選任する。 

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 取締役の選任については、累積投票によらないもの

とする。 

第 22 条     （現行どおり） 

（代表取締役並びに取締役会長及び取締役社長の選定）

第23条 この会社を代表する取締役は、取締役会の決議

によって、取締役の中からこれを選定する。 

 

２ 取締役会は、その決議によって取締役会長 1 名、取

締役社長 1名を定めることができる。 

 

第 24 条     （現行どおり） 

（社外取締役との間の責任限定契約） 

第 25 条 この会社は、会社法第 427 条第１項の規定によ

り、会社法第 423 条第 1 項の責任について、社外取

締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がな

いときは、法令の定める額を限度として責任を限定

する契約を締結することができる。 

（取締役会規程） 

第26条 取締役会に関し必要な事項は、法令又は定款に

定める事項のほか、取締役会の定める取締役会規程

による。 

 

第 27 条～第 29 条 （現行どおり） 

 

第５章 監査役及び監査役会 

第 30 条～第 31 条 （現行どおり） 

（補欠監査役の選任決議の効力） 

第32条  補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する

期間は、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開始の時までと

する。 

第 33 条      （現行どおり） 

（非常勤社外監査役との間の責任限定契約） 

第 34 条 この会社は、会社法第 427 条第 1項の規定によ

り、会社法第 423 条第 1 項の責任について、非常勤

社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過
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（監査役会） 

第31条 監査役会に関し必要な事項は、法令又は定款に

定める事項の外、監査役会の定める監査役会規程に 

よる。 

第 32 条～第 33 条  （条文省略） 

 

 

 

（新設） 

 

         

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

第６章 計算 

第 34 条～第 35 条   （条文省略） 

（剰余金の配当の基準日） 

第 36 条 この会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31

日とする。 

２ この会社が中間配当を行う場合その基準日は、毎

年 9月 30 日とする。 

３ 前２項の外、基準日を定めて剰余金の配当をする

ことができる。 

第 37 条       （条文省略） 

 

失がないときは、法令の定める額を限度として責任

を限定する契約を締結することができる。 

（監査役会規程） 

第35条 監査役会に関し必要な事項は、法令又は定款に

定める事項のほか、監査役会の定める監査役会規程

による。 

第 36 条～第 37 条  （現行どおり） 

 

第６章 会計監査人 

（選任方法） 

第 38 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任す

る。 

（任期） 

第 39 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

会の終結の時までとする。 

２  会計監査人は、前項の定時株主総会において別段

の決議がな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。 

（報酬等） 

第 40 条 会計監査人の報酬等は、監査役会の同意を得て

取締役会の決議によって定める。 

 

第７章 計算 

41 条～第 42 条     （現行どおり） 

（剰余金の配当の基準日） 

第 43 条  この会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31

日とする。 

２  この会社が中間配当を行う場合その基準日は、毎

年 9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。 

第 44 条         （現行どおり） 
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