
 

２００９年４月２４日 

各 位 

Ｓ Ｕ Ｎ Ｘ 株 式 会 社 
 取締役社長 吉 村   元 

（コード番号 6860 東証・名証第一部） 
  （決算期 3 月 31 日） 

                     （お問合せ先）専務取締役 経営管理担当 
                                   三  場  宣  夫 

     ℡（０５６８）３３-７２１１ 

定款の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２００９年６月１７日開催予定の

当社第４１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申しあげ

ます。 

 
記 

１．定款変更の理由 
(1)「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」といいます。）が平成 21 年１月５日

に施行され、上場会社の株式が株式振替制度に一斉移行（いわゆる株券の電子化）されたこと

に伴い、以下のとおり変更を行うものであります。 

①決済合理化法附則第６条第１項により、同法の施行日をもって当社の株券を発行する旨の

規定を廃止する定款変更決議をしたものとみなされておりますので、当該規定を削除する

とともに、単元未満株式に係る株券に関する規定及び株券喪失登録簿に関する定めについ

ても削除するものであります。（現行定款第７条、第９条第２項、第 11 条第３項） 

ただし、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行日の翌日から１年間は株主名簿

管理人が株券喪失登録に係る事務を取り扱いますので、経過措置として、その旨の附則を

設けるものであります。（変更案附則） 

②決済合理化法附則第２条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和59年法律第

30 号）が廃止されたことに伴い、「実質株主名簿」に関する定めを削除するものであります。

（現行定款第 11 条第３項） 

③その他、上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。 

(2)株式振替制度実施後の株式取扱規程は、株主権行使の手続き（株主確認の手続きや少数株主権

等の行使の手続き等）が中心となることから、その旨を明文化するための変更を行うものであ

ります。（変更案第９条） 

(3)その他、必要に応じて所要の変更及び規定の整理を行うものであります。 



２．変更の内容 
変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線部分は、変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第二章 株式 
第７条（株券の発行） 

当会社は、株式に係る株券を発行する｡ 

第二章 株式 
（削除） 

第８条（条文省略） 第７条（現行どおり） 

第９条（単元株式数及び単元未満株券の不発行）
当会社の単元株式数は、100 株とする。 

２．当会社は、第７条の規定にかかわらず、単元
未満株式に係る株券を発行しない。ただし、
【株式取扱規程】に定めるところについてはこ
の限りでない。 

第８条（単元株式数） 
当会社の単元株式数は、100 株とする。 
 
（削除） 

第 10 条（株式取扱規程） 

当会社の株式に関する取り扱い及び手数料
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９条（株式取扱規程） 
当会社の株主権行使の手続きその他株式に関

する取り扱い及び手数料は、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（株主名簿管理人） 
（条文省略） 

２．（条文省略） 
３. 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以

下同じ｡）、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿
の作成並びに備置きその他の株主名簿、株券喪
失登録簿及び新株予約権原簿に関する事務は、
これを株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社に
おいては取り扱わない。 

第 10 条（株主名簿管理人） 
（現行どおり） 

２．（現行どおり） 
３. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成

並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権
原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に
取り扱わせ、当会社においては取り扱わない。

第三章 株 主 総 会 
第 12 条 （条文省略） 

第三章 株 主 総 会 
第 11 条 （現行どおり） 

第 13 条（招 集） 
当会社の定時株主総会は、第 12 条の基準日

から３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必
要に応じてこれを招集する。 
 

第 12 条（招 集） 
当会社の定時株主総会は、第 11 条の基準日か

ら３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要
に応じてこれを招集する。 

第 14 条 （条文省略） 第 13 条 （現行どおり） 

第 15 条（決議の方法） 
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をも
って決する。 

２．（条文省略） 

第 14 条（決議の方法） 
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をもっ
て行う。 

２．（現行どおり） 

第 16 条～第 22 条（条文省略） 第 15 条～第 21 条（現行どおり） 

第 23 条（取締役会の招集権者及び議長） 
取締役会は、法令に別段の定めある場合を除

き、取締役社長がこれを招集し、議長となる｡
 
２．（条文省略） 

第 22 条（取締役会の招集権者及び議長） 
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を

除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる｡
２．（現行どおり） 

第 24 条～第 25 条（条文省略） 第23条～第24条（現行どおり） 



 

現行定款 変更案 

第 26 条（取締役会の議事録） 
取締役会の議事録は、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
した取締役及び監査役は、これに署名もしくは
記名押印し、又は電子署名を行う｡ 
前条第２項により取締役会決議があったも

のとみなされた場合、当該決議事項の内容その
他法令に定める事項について、議事録に記載又
は記録するものとする｡ 

第 25 条（取締役会の議事録） 
取締役会の議事録は、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
席した取締役及び監査役は、これに署名もしく
は記名押印し、又は電子署名を行う｡ 

２．前条第２項により取締役会決議があったもの
とみなされた場合、当該決議事項の内容その他
法令に定める事項について、議事録に記載又は
記録するものとする｡ 

第 27 条～第 28 条（条文省略） 第 26 条～第 27 条（現行どおり） 

第 29 条（取締役の責任免除） 
当会社は、会社法第 426 条第１項の規定によ

り、取締役会の決議によって、同法第 423 条第
１項の取締役（取締役であった者を含む｡）の
責任を法令の限度において免除することがで
きる。 

２．（条文省略） 

第 28 条（取締役の責任免除） 
当会社は、会社法第 426 条第１項の規定によ

り、取締役会の決議によって、同法第 423 条第
１項の取締役（取締役であった者を含む｡）の責
任を、法令の限度において免除することができ
る。 

２．（現行どおり） 
第五章 監査役及び監査役会 

第 30 条～第 35 条（条文省略） 
第五章 監査役及び監査役会 

第 29 条～第 34 条（現行どおり） 

第 36 条（監査役会の議事録） 
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｡ 

第 35 条（監査役会の議事録） 
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｡ 

第 37 条～第 38 条（条文省略） 第 36 条～第 37 条（現行どおり） 
第 39 条（監査役の責任免除） 

当会社は、会社法第 426 条第１項の規定によ
り、取締役会の決議によって、同法第 423 条第
１項の監査役（監査役であった者を含む｡）の
損害賠償責任を法令の限度において免除する
ことができる。 

２．（条文省略） 

第 38 条（監査役の責任免除） 
当会社は、会社法第 426 条第１項の規定によ

り、取締役会の決議によって、同法第 423 条第
１項の監査役（監査役であった者を含む｡）の責
任を、法令の限度において免除することができ
る。 

２．（現行どおり） 
第六章 計 算 

第 40 条（条文省略） 
第六章 計 算 

第 39 条（現行どおり） 
第 41 条 (剰余金の配当等の決定機関) 

当会社は、法令の別段の定めがある場合を除
き、取締役会の決議によって、剰余金の配当等
会社法第 459 条第１項各号に掲げる事項を定
めることができる｡ 

第 40 条 (剰余金の配当等の決定機関) 
当会社は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会の決議によって、剰余金の配当等、
会社法第 459 条第１項各号に掲げる事項を定め
ることができる｡ 

第 42 条～第 43 条（条文省略） 第 41 条～第 42 条（現行どおり） 
  （新設） 
 

附則（株券喪失登録簿に関する事務） 
当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置きそ

の他の株券喪失登録簿に関する事務は、2010 年
１月５日までこれを株主名簿管理人に委託し、
当会社においては取り扱わない。なお、本付則
は、2010 年１月６日に自動的に削除されるもの
とする。 

 
３．日程 
  定款変更の株主総会開催予定日  ２００９年６月１７日 
  定款変更の効力発生日      ２００９年６月１７日 

以 上 


