
 

2007年８月６日 

各  位 

東京都港区六本木一丁目６番１号 

株式会社プロパスト 

代表取締役社長 森 俊 一 

(コード番号：3236) 

問い合わせ先 経営企画部長 矢野 義晃 

電話 03－6230－3100 

 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2007年８月29日開催予定の第21期

定時株主総会に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．変更の理由 

 (1) 変更案第２条（目的） 

多様化する事業内容に対応し、多角的な事業展開を図るため事業目的を追加するものであります。 

 (2) 変更案第３条（本店の所在地） 

業容拡大および人員の増加に伴い、本店の所在地を変更するものであります。 

(3) 変更案第７条（自己の株式の取得） 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行を可能とするため新設するものであります。 

(4) 変更案第11条（株主総会の招集） 

会社法が施行されたことにより株主総会の開催地の制限が見直されたことに伴い、株主総会の開

催地を東京都内において招集する旨の規定を新設するものであります。 

(5) その他、語句の修正を行うとともに、用語や体裁について変更を行うものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．定款の変更内容 

（下線部は変更所を示します。） 

現  行 変 更 案 

第１章  総 則 

（商号） 

第１条（条文省略） 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

（１）～（10）（条文省略） 

（11）造園、植栽及びその管理 

（12）～（15）（条文省略） 

（16）プール及び浴場施設の経営 

（17）家庭用電機製品及び寝具類の販売 

（18）～（25）（条文省略） 

（新設） 

（26）前各号に付帯する業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 

第４条 ～ 第５条 （条文省略） 

 

第２章  株 式 

第６条（条文省略） 

（自己の株式の取得） 

第７条（削  除）

 

 

 

第８条（条文省略） 

（株主名簿管理人） 

第９条（条文省略） 

２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって選定し、これ

を公告する。 

第１章  総 則 

（商号） 

第１条（現行どおり） 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

（１）～（10）（現行どおり） 

（11）造園、植栽およびその管理 

（12）～（15）（現行どおり） 

（16）プールおよび浴場施設の経営 

（17）家庭用電機製品および寝具類の販売 

（18）～（25）（現行どおり） 

（26）ホテル、別荘地、旅館、飲食店等の管理

および経営 

（27）前各号に付帯、関連する一切の業務 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。

第４条 ～ 第５条（現行どおり） 

 

第２章  株 式 

第６条（現行どおり） 

（自己の株式の取得） 

第７条 当会社は、会社法第165条第2項の規定

により、取締役会の決議によって市場取引

等により自己の株式を取得することができ

る。

第８条（現行どおり） 

（株主名簿管理人） 

第９条（現行どおり） 

２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって選定し、これ

を公告する。 

３ （現行どおり） ３ （条文省略） 

 



現  行 変 更 案 

（株式取扱規程） 

第10条 当会社の発行する株式に関する取扱い及

びその手数料は、法令又は本定款のほか、

取締役会において定める株式取扱規程によ

る。 

 

第３章  株主総会 

（招集の時期） 

第11条 当会社の定時株主総会は、毎年８月に招

集し、臨時株主総会は、必要あるときに随

時これを招集する。 

（新設） 

第12条（条文省略）  

（招集権者及び議長） 

第13条（条文省略） 

（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。 

 

（決議の方法） 

第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別

段の定めがある場合を除き、出席した議決

権を行使することができる株主の議決権の

過半数で行う。 

２（条文省略） 

第16条（条文省略） 

 

第４章  取締役及び取締役会 

（員数） 

（株式取扱規程） 

第10条 当会社の発行する株式に関する取扱いお

よびその手数料は、法令または本定款のほ

か、取締役会において定める株式取扱規程

による。 

 

第３章  株主総会 

（株主総会の招集） 

第11条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終

了後３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、

必要あるときに随時これを招集する。 

２ 株主総会は、東京都内で開催する。 

第12条（現行どおり） 

（招集権者および議長） 

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（実質株主を含む。

以下同じ。）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15条 株主総会の決議は、法令または本定款に

別段の定めがある場合を除き、出席した議

決権を行使することができる株主の議決権

の過半数で行う。 

 ２（現行どおり） 

第16条（現行どおり） 

 

第４章  取締役および取締役会 

（員数） 

第17条～第18条（現行どおり） 第17条～第18条 （条文省略） 

 



現  行 変 更 案 

（任期） （任期） 

第19条（条文省略） 第19条（現行どおり） 

２ 増員又は補欠として選任された取締役

の任期は、在任取締役の任期の満了する

時までとする。 

２ 増員または補欠として選任された取締

役の任期は、在任取締役の任期の満了す

る時までとする。 

（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者および議長） 

第20条（条文省略） 第20条（現行どおり） 

（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知） 

第21条 取締役会の招集通知は、会日の３日前ま

でに各取締役及び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。 

第21条 取締役会の招集通知は、会日の３日前ま

でに各取締役および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。 

第22条（条文省略） 

（代表取締役） 

第22条（現行どおり） 

（代表取締役） 

第23条 取締役社長は、当会社を代表し、会社の

業務を統轄する。

第23条 代表取締役は、取締役会の決議によって

選任する。

２ 取締役会の決議をもって、前条の役付

取締役の中から会社を代表する取締役を

定めることができる。

２ 代表取締役は、会社を代表し会社の業

務を執行する。

 

第24条～第28条（条文省略） 第24条～第28条（現行どおり） 

 

第５章  監査役及び監査役会 

 

第５章  監査役および監査役会 

第29条～第34条（条文省略） 

（監査役会規程） 

第29条～第34条（現行どおり） 

（監査役会規程） 

第35条 監査役会に関する事項は、法令又は本定

款の他、監査役会において定める監査役会

規程による。 

第35条 監査役会に関する事項は、法令または本

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36条～第45条（条文省略） 第36条～第45条（現行どおり） 

附 則 附 則（新設） 

（本店の所在地） 

第１条 第3条の変更は、取締役会において決定

する本店移転日をもって効力を生ずるものとす

る。 

２ 本条は、本店の所在地の変更の効力発

生の時をもって削除する。

（注）上記定款変更案は本日開催の取締役会で決議いたしました内容ですが、2007年８月29日開催予

定の弊社第21期定時株主総会に上程する際には、文言等の修正等を行う場合があります。 



３．日程  

  定款変更のための株主総会開催日  2007年８月29日（水曜日）  

  定款変更の効力発生日 2007年８月29日（水曜日） 

 

以 上 


