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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 20 年７月 14 日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」に関し、

平成 20 年８月 28 日開催予定の第 10 期定時株主総会において、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 20 年８月 28 日 

 

２．変更の理由 

(１) 当社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）の事業目的

を変更するものであります。 

(２) 当社は、会社法第２条第６号に定める大会社には該当しておりませんが、東京

証券取引所が定める有価証券上場規程第439条の規定に従い、コーポレートガバ

ナンス強化のため、今般、新たに監査役会及び会計監査人を設置するものであり

ます。 

(３) その他字句の訂正および条数の変更等の整備を行うものであります。 

 

３． 変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

以上 
 

 



別紙 （下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変  更  案 

（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. 

（目的） 

第２条 （現行どおり） 

  

１. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〜 （条文省略） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〜 （現行どおり） 

１９.     １９.   

２０.  上記各号に付帯する一切の

業務。 

    ２０．その他適法な一切の業務。 

（株式取扱規則） （株式取扱規程） 

第１１条 当会社の株式に関する取扱い

および手数料は、法令または本

定款のほか、取締役会において

定める株式取扱規則による。 

第１１条 当会社の株式に関する取扱い

および手数料は、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。 

（取締役会規則） （取締役会規程） 

第２８条 取締役会に関する事項は、法令

または本定款のほか、取締役会

において定める取締役会規則

による。 

第２８条 取締役会に関する事項は、法令

または本定款のほか、取締役会

において定める取締役会規程

による。 

（取締役の責任免除） （取締役の責任免除） 

第３０条   （条文省略） 第３０条  （現行どおり） 

２．当会社は、社外取締役との間で、 

当該社外取締役の会社法第４

２３条第１項の責任につき、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

して責任を負担する契約を締

結することができる。  

２．当会社は、社外取締役との間で、 

当該社外取締役の会社法第４

２３条第１項の責任につき、善

意でかつ重大な過失がない場

合は、法令の定める額を限度と

して責任を負担する契約を締

結することができる。  

  

  



  

現 行 定 款 変  更  案 

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） （監査役および監査役会の設置） 

第３１条 当会社は監査役を置く。 第３１条 当会社は監査役および監査役

会を置く。 

第３２条 第３２条 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〜 （条文省略） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〜 （現行どおり） 

第３４条 第３４条 

（新 設） （常勤の監査役） 

 第３５条 監査役会は、監査役の中から常

勤の監査役を選定する。  

（新 設） （監査役会の招集権者） 

 第３６条 監査役会は、各監査役がこれを

招集する。  

（新 設） （監査役会の招集通知） 

 第３７条 監査役会の招集通知は、会日の

１週間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 . 監査役全員の同意があるとき

は、招集通知の手続きを経ない

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３８条 監査役会の決議は、出席した監

査役の過半数をもって行なう。 

  

  

  



  

現 行 定 款 変  更  案 

（新 設） （監査役会の議事録） 

 第３９条 監査役会における議事の経過

の要領およびその結果ならび

にその他法令に定める事項に

ついては、これを議事録に記載

し、出席した監査役がこれに記

名押印する。 

（新 設） （監査役会規程） 

 第４０条 監査役会に関する事項は、法令

または本定款のほか、監査役会

において定める監査役会規程

による。 

第３５条  （条文省略） 第４１条  （現行どおり） 

第３６条  （条文省略） 第４２条  （現行どおり） 

２．当会社は、社外監査役との間で、 

当該社外監査役の会社法第４

２３条第１項の責任につき、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

して責任を負担する契約を締

結することができる。  

２．当会社は、社外監査役との間で、 

当該社外監査役の会社法第４

２３条第１項の責任につき、善

意でかつ重大な過失がない場

合は、法令の定める額を限度と

して責任を負担する契約を締

結することができる。  

（新 設） 第６章 会計監査人 

（新 設） （会計監査人の設置） 

 第４３条 当会社は会計監査人を置く。 

（新 設） （選任方法） 

 第４４条 会計監査人は、株主総会の決議

によって選任する。 

  

  

  



  

現 行 定 款 変  更  案 

（新 設） （任期） 

 第４５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、別段の決議がさ

れなかった時は、当該定時株主

総会において再任されたもの

とみなす。 

（新 設） （報酬等） 

 第４６条 会計監査人の報酬等は、代表取

締役が監査役会の同意をもっ

て定める。 

（新 設） （会計監査人の責任免除） 

 第４７条 当会社は、会計監査人（会計監

査人であった者を含む。）の会 

 社法第４２３条第１項の責任

につき、善意でかつ重大な過失

がない場合は、取締役会の決議

によって、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４８条 当会社は、会計監査人との間 

で、当該会計監査人の会社法第

423条第１項の責任につき、善

意でかつ重大な過失がない場

合は、法令の定める額を限度と

して責任を負担する契約を締

結することができる。 

  



  

現 行 定 款 変  更  案 

第６章 計算 第７章 計算 

第３７条 第４９条 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〜 （条文省略） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〜 （現行どおり） 

第４０条 第５２条 

 


