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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」を平成 21年 3月 27日開催

予定の第 23 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、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

(1) 目的の削除 

当社の子会社であった株式会社バイオメンターは、平成 20年 4月 30日付で解散し、

平成 20年 9月 12日付で清算が結了いたしました。 

これに伴い当該子会社が営んでおりました事業に係る事業目的を、当社の定款から削

除することのご承認をお願いするものであります。 

(2) 株券電子化による所要の変更 

 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部

を改正する法律」（平成 16年法律第 88 号。以下、「決済合理化法」という。）に基づ

き、上場会社の株式は一斉に振替株式に変更され、いわゆる「株券電子化」が平成 21

年 1月 5日に実施されました。 

 これに伴い所要の変更及び削除を行うものであります。なお、現行定款第 8 条（株券

の発行）につきましては、決済合理化法附則第 6条第 1項に基づき、平成 21 年 1月 5

日の同法施行日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたもの

とみなされております。 

(3) 監査役会の設置 

 当社は第 23期末現在、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、監査体制の一層の強化・充実を図るため、当社の新たな機関として監査役会を置く

こととし、現行定款第 5条（機関）に監査役会を追加し、併せて現行定款第５章監査役

に所要の変更を行うものであります。 



(4) 会計監査人の設置 

当社は第 23期末現在、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、監査体制の強化を図るため、当社の新たな機関として会計監査人を置くこととし、

現行定款第 5条（機関）に会計監査人を追加し、併せて第 6章会計監査人を新設するも

のであります。これに伴い、会計監査人に関する規定を新設するものであります。 

 

 なお、上記変更に伴い、必要な章及び条数の変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

  （下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

第１章 総則 

（目的） 

第２条 （条文省略） 

1.～12. （条文省略） 

13. 微生物研究開発事業 

14. 砂栽培技術研究開発の事業及び貿易

事業 

15. 土壌改良材、植物活性剤、肥料、鉱滓

堆肥の製造、販売及び貿易事業 

16. 農産物の販売及び貿易事業 

17. 愛玩用動物のバイオテクノロジーを

用いた飼料添加物の製造販売 

18. 前各号に附帯する一切の業務 

（機関） 

第５条 当会社は、株主総会及び取締役の

ほか、次の機関を置く。 

 (1) 取締役会 

     (2) 監査役 

      （新設） 

      （新設） 

第２章 株式 

（株券の発行） 

第８条 当会社の株券については、株券を

発行する。 

第９条 （条文省略） 

（株主名簿管理人） 

第 10 条 （条文省略） 

   ３ 当会社の株主名簿、株券喪失登 

第１章 総則 

（目的） 

第２条 （現行どおり） 

1.～12. （現行どおり） 

＜削除＞ 

＜削除＞ 

 

＜削除＞ 

 

＜削除＞ 

＜削除＞ 

 

13. 前各号に附帯する一切の業務 

（機関） 

第５条 （現行どおり） 

 

  (1) （現行どおり） 

  (2) （現行どおり） 

  (3) 監査役会 

  (4) 会計監査人 

第２章 株式 

 

＜削除＞ 

 

第８条 （現行どおり） 

（株主名簿管理人） 

第９条 （現行通り） 

３ 当会社の株主名簿及び新株予約 



現行定款 変更案 

録簿及び新株予約権原簿の作成

並びに備え置き、その他株式に

関する事務は、これを株主名簿

管理人に取扱わせ、当会社にお

いては取扱わない。 

（株式取扱規程） 

第 11条 当会社の株券の種類並びに株式の

名義書き換え、その他株式に関す

る取扱い及び手数料は、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 12 条～第 27条（条文省略） 

第５章 監査役 

第 28 条～第 31条（条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

権原簿の作成並びに備え置き、そ

の他株式に関する事務は、これを

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。 

 

（株式取扱規程） 

第 10条 当会社の株式に関する取扱い及び

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 11条～第 26条（現行どおり） 

第５章 監査役及び監査役会 

第 27条～第 30条（現行どおり） 

（常勤監査役） 

第 31条 監査役会は、その決議により監査

役の中から常勤の監査役を選定

する。 

（監査役会の招集通知） 

第 32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 監査役の全員の同意があるとき

は、招集の手続きを経ないで監査

役会を開催することができる。 

（監査役会の決議方法） 

第 33条 監査役会の決議は、法令に別段の

定めがある場合を除き、監査役の

過半数をもって行う。 

（監査役会の議事録） 

第 34条 監査役会の議事録は、法令で定め

るところにより書面又は電磁的

記録をもって作成し、出席した監

査役は、これに署名もしくは記名

押印し、又は電子署名を行う。 

 



 

 

 

現行定款 変更案 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

第６章 計算 

第 32 条～第 35条（条文省略） 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

（監査役会規程） 

第 35条 監査役会に関する事項は、法令又

は本定款に定めるもののほか、監

査役会において定める監査役会

規程による。 

第６章 会計監査人 

（会計監査人の選任） 

第 36条 会計監査人は、株主総会の決議に

よって選任する。 

（会計監査人の任期） 

第 37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 38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得て定め

る。 

第７章 計算 

第 39条～第 42条（現行どおり） 

附則 

第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成及

び備え置き、その他株券喪失登録

簿に関する事務は、これを株主名

簿管理人に取扱わせ、当会社にお

いては取扱わない。 

第２条 前条及び本条は、平成 22 年 1月 5

日まで有効とし、同日の経過をも

って前条及び本条を削るものとす

る。 

 



 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日  平成 21年 3月 27日 

  定款変更の効力発生日       平成 21年 3月 27日 

以  上 


