
                            

平成 19年７月 19日 

各      位 

会 社 名  ファーマライズ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 大野利美知 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2796） 

問合せ先  常務取締役経営管理部長 

役職・氏名        村上 典夫 

電話      03－3362－7130 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 当社は、平成 19 年７月 19 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 19 年８月 21

日開催予定の第 21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、下記のとおりお知らせい

たします。 

記 

１． 定款変更の理由 

① 当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応する

ため、第２条（目的）を修正・追加するものであります。 

② 当社は、当事業年度中に資本金が５億円を超え、第 21 期定時株主総会で計算書類が承認

された時点で会社法上の大会社となります。そこで、会社法第 328 条第１項の規定により監

査役会および会計監査人の設置が必要となるため、第35条(常勤の監査役)、第 36条（監査

役会の招集）、第37条（監査役会の決議方法）、第 38条（監査役会規程）、第 41条（会計監

査人の選任）、第42条（会計監査人の任期）、第 43条（会計監査人の報酬等）を新設し、所

要の変更を行うものであります。 

③ 補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避け、補欠監査役の選任の効力を４年とするため、

第34条（補欠監査役の選任の効力）を新設するものであります。 

④ 公告の方法を電子公告にするため、第５条（公告方法）を変更するものであります。 

⑤ 新株発行により、第６条（発行可能株式総数）を変更するものであります。 

⑥ 当社株式がジャスダック証券取引所へ上場されたことに伴い、証券保管振替機構の株券保

管振替制度において取扱われておりますので、第９条（株主名簿管理人）および第 11条（基

準日）について所要の変更を行うものであります。 

⑦ その他、一部字句および表現の修正を行うものであります。 

⑧ 上記各内容の変更に伴う条数の変更を行うものであります。 

 

２． 日程 

 定款変更のための定時株主総会開催日  平成 19年８月 21日（火） 

 定款変更の効力発生日         平成 19年８月 21日（火） 



 

３． 定款変更の内容 

 変更の内容は「新旧対照表」のとおりであります。 

 新旧対照表（下線部は変更部分） 

現 行 変 更 案 

第１章 総  則 第１章 総  則 

第 １条（条文省略） 

 

（現行どおり） 

（目  的） 

第 ２条（条文省略） 

  １．（条文省略） 

  ２．医薬品の販売 

  ３．高度管理医療機器の販売及び賃貸 

 

４．（条文省略） 

  ５．医薬品の検査・分析 

  ６．（条文省略） 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

７．（条文省略）  

（新設） 

８．（条文省略） 

 

（目  的） 

第 ２条（現行どおり） 

  １．(現行どおり) 

  ２．医薬品、医薬部外品の販売 

  ３．一般医療機器、管理医療機器および高度管理

医療機器の販売および賃貸 

  ４．（現行どおり） 

  （削除） 

  ５．（現行どおり） 

  ６．糖尿病食等の健康食品の販売 

  ７．介護保険法による訪問介護サービスの居宅サ

ービス事業 

  ８．医薬品の検査・分析 

  ９．（現行どおり） 

 １０．処方データの販売 

 １１．（現行どおり） 

第 ３条（条文省略） （現行どおり） 

（新設） 

 

（機関） 

第 ４条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会お

よび会計監査人を置く。 

 

（公告の方法） 

第 ４条 当会社の公告は日本経済新聞に掲載する方

法により行う。 

（公告方法） 

第 ５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。た

だし、 事故その他やむを得ない事由によって

電子公告ができない場合の公告方法は、日本

経済新聞に掲載する方法とする。 

 

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、２４,６２０

株とする。 

（発行可能株式総数） 

第 ６条 当会社の発行可能株式総数は、２８,６２０

株とする。 



現行 変更案 

第 ６条～第 ７条（条文省略） 第 ７条～第 ８条（現行どおり） 

 

（株主名簿管理人）  

第 ８条（条文省略） 

２．（条文省略） 

３．当会社の株主名簿、株券喪失登録簿および

新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取

扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登録

簿および新株券予約権原簿への記載または記

録、その他株式ならびに新株予約権に関する

事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社に

おいては取扱わない。 

（株主名簿管理人） 

第 ９条（現行どおり） 

２．（現行どおり） 

３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）、株券喪失登録簿および新株予約

権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に

備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿および

新株券予約権原簿への記載または記録、その

他株式ならびに新株予約権に関する事務は株

主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては

取扱わない。 

 

第 ９条（条文省略） 第１０条（現行どおり） 

 

（基 準 日） 

第１０条 当会社は、毎年５月３１日の 終の株主名

簿に記載または記録された議決権を有する株

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。 

２．（条文省略） 

（基 準 日） 

第１１条 当会社は、毎年５月３１日の 終の株主名

簿に記載また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。 

２．（現行どおり） 

  

第１１条～第２９条（条文省略） 第１２条～第３０条（現行どおり） 

 

第５章  監  査  役 第５章  監査役および監査役会 

（監査役の設置） 

第３０条 当会社は監査役を置く。 

 

第３１条～第３３条（条文省略） 

（削除） 

 

 

（現行どおり） 

 

（新設） （補欠監査役の選任の効力） 

第３４条 監査役の欠員等に備えて行う補欠監査役選

任決議は、当該決議後４回目に開催する定時

株主総会の開始の時まで効力を有する。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。 

 



現行 変更案 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

（常勤の監査役） 

第３５条 監査役会は、その決議により常勤の監査役

を選定する。 

 

（監査役会の招集） 

第３６条 監査役会の招集通知は、会日の３日前まで

に各監査役に対して発する。ただし、緊急の

必要があるときは、この期間を短縮すること

ができる。 

   ２．監査役全員の同意あるときは、招集の手続

を経ないで監査役会を開催することができ

る。 

 

（新設） （監査役会の決議方法） 

第３７条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある

場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 

 

（新設） （監査役会規程） 

第３８条 監査役会に関する事項は、法令または定款

の他、監査役会において定める監査役会規程

による。 

 

第３４条～第３５条（条文省略） 第３９条～第４０条（現行どおり） 

 

（新設） 第６章  会 計 監 査 人 

（新設） （会計監査人の選任） 

第４１条 会計監査人は株主総会の決議によって選任

する。 

 

（新設） （会計監査人の任期） 

第４２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 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。 

 

 

 



現行 変更案 

（新設） （会計監査人の報酬等） 

第４３条 当会社は、会計監査人の報酬等を、監査役

会の同意を得て定める。 

 

第６章  計   算 第７章  計   算 

第３６条～第３９条（条文省略） 第４４条～第４７条（現行どおり） 

 

 

以  上 


