
 

 

平成２１年４月２８日 

各  位 

         会 社 名 株 式 会 社 ム ト ウ 

                  代 表 者 名 取 締 役 社 長  堀 田  守 

  （ コ ード 番号 ８ ００ ５ 東証 1部 ） 

                       問 合 せ 先 取締役常務執行役員経営企画部長 長田隆利  

（ＴＥＬ ０５３－４６４－１１１４） 

 

                   

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きまして、定款の一部変更に関して、平成２１年６月２日

開催予定の第６８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) 当社は、「破壊と創造」を基本方針とした中期経営計画を平成19年４月から推進してお

ります。その一環として、ブランディングプロジェクトを発足させ、ステークホルダーと

のコミュニーケションのあり方を検討してまいりました。その結果、当社の認知度、好感

度を高めるため、当社の商号を、平成21年10月１日をもって「株式会社ムトウ」から「株

式会社スクロール」に改めたく、現行定款第１条の変更を行うものであります。この商号

変更により当社は、従来のカタログ総合通信販売の枠に止まらず、Ｅコマース関連事業を

中核としたブランド価値の向上、コーポレートアイデンティティの確立を目指してまいり

ます。（変更案第１条） 

  なお、商号の変更は、平成21年10月１日をもって効力を生じるものとし、経過措置の

規定を附則に設けております。この附則規定は、変更の効力発生後に削除するものといた

します。（附則第１条） 
(2) Ｅコマース関連事業の内容を明確にするため、及び今後の事業展開に備えるため、現行

定款第２条に新たな事業目的を追加するものであります。（変更案第２条） 

(3) 「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。）の施行に伴い、

当社定款規定のうち、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する規定又は文言を削除し、

併せてその他の文言の修正及び追加等所要の変更を行うものであります。（現行定款第６

条を削除、変更案第６条から第８条まで） 

  なお、株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日ま

でこれを作成して備え置くこととされているため、平成 22年１月６日をもって効力を生

じるものとし、経過措置の規定を附則に設けております。この附則規定は、変更の効力発

生後に削除するものといたします。（附則第２条） 

(4) 株主総会の早期開催を可能にするため、現行定款第 11条の開催月を６月に限定されな

い表現に変更するものであります。（変更案第10条） 



 

(5) 市場環境が大きく変化するなか、経営機構のスリム化、意思決定のスピード化を図るた

め、ここ数年来取締役の員数を大幅に削減してまいりました。この現状に合わせるため、

現行定款第19条に規定する取締役の員数を15名以内から７名以内に変更するものであり

ます。（変更案第18条） 

(6) 社外取締役がその期待される役割を十分発揮できるよう、また、社外取締役として有能

な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間に賠償責任限定契約を締結する旨の

規定を新設するものであります。（変更案第27条第２項） 

なお、この規定を新設する議案の提出については、監査役全員一致による監査役会の同

意を得ております。 

 
２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。        （下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（商 号） 

第１条 当会社は、株式会社ムトウと称し、英文

ではＭｕｔｏｗ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．と表示する。 

 

 

（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） 

 ～      （条文省略） 

（17） 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

（18） 

 ～       （条文省略） 

（31） 

 

第３条 

 ～       （条文省略） 

第５条 

 

（株券の発行） 

第６条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第７条 １．当会社の単元株式数は、１００株と

する。 

（商 号） 

第１条 当会社は、株式会社スクロールと称し、

英文ではＳｃｒｏｌｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ

ｏｎと表示する。 

 

（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） 

 ～      （現行どおり） 

（17） 

（18）古物の売買及び仲介 

（19）インターネット向けコンテンツの企画、制

作、運営及びそのコンサルタント 

（20）インターネットを利用した情報の収集、管

理、処理及び提供 

（21） 

 ～      （現行どおり） 

（34） 

 

第３条 

 ～      （現行どおり） 

第５条 

 

 

（削除） 

 

（単元株式数） 

第６条 当会社の単元株式数は、１００株とす

る。 



 

２．当会社は、前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。 

 

（単元未満株式についての権利） 

第８条 当会社の株主(実質株主含む。以下同

じ。)は、その有する単元未満株式について次

に掲げる権利以外の権利を行使することがで

きない。 

（１）～（３）  （条文省略） 

 

（株主名簿管理人） 

第９条 １～２ （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、新株予

約権原簿及び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委託し、当会社におい

ては取扱わない。 

 

第10条     （条文省略） 

 

（総会招集の時期） 

第 11条 当会社の定時株主総会は、毎年６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。 

 

第12条 

 ～      （条文省略） 

第18条  

 

（員 数） 

第19条 当会社の取締役は、15名以内とする。 

 

第20条 

 ～      （条文省略） 

第27条 

 

（責任免除） 

第 28条 当会社は、会社法第 426条第１項の規

定により、任務を怠ったことによる取締役（取

締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、取締役会の決議によって免

（削除） 

 

 

 

 

（単元未満株式についての権利） 

第７条 当会社の株主は、その有する単元未満株

式について次に掲げる権利以外の権利を行使

することができない。 

 

（１）～（３） （現行どおり） 

 

（株主名簿管理人） 

第８条 １～２ （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

委託し、当会社においては取扱わない。 

 

 

 

第９条     （現行どおり） 

 

（総会招集の時期） 

第 10条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度

終了後３カ月以内に招集し、臨時株主総会は、

必要あるときに随時これを招集する。 

 

第11条 

 ～      （現行どおり） 

第17条 

 

（員 数） 

第18条 当会社の取締役は、７名以内とする。 

 

第19条 

 ～      （現行どおり） 

第26条 

 

（責任免除） 

第 27条 １．当会社は、会社法第 426条第１項

の規定により、任務を怠ったことによる取締役

（取締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、取締役会の決議によ



 

除することができる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

第29条 

 ～      （条文省略） 

第45条 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

って免除することができる。 

２．当会社は、会社法第427条第１項の規定によ

り、社外取締役との間で、同法第423条第１項

の賠償責任について法令に定める要件に該当

する場合には、賠償責任を法令の定める限度ま

で限定する契約を締結することができる。 

 

第28条 

 ～      （現行どおり） 

第44条 

 

附 則 

（商号に関する経過措置） 

第１条 １．定款第１条の変更は、平成21年10

月１日をもってその効力を生じるものとし、効

力発生までは従前どおり次のとおりとする。 

（商号） 

 第１条 当会社は、株式会社ムトウと称し、英

文ではＭｕｔｏｗ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．と表示

する。 

２．本条は、平成21年９月30日まで有効とし、

平成21年10月１日をもって本条を削除する。 

 

（株券喪失登録簿に関する経過措置） 

第２条 １．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

はこれを株主名簿管理人に委託し、当会社にお

いては取扱わない。 

２．本条は、平成 22年１月５日まで有効とし、

平成22年１月６日をもって本条を削除する。 

 

 
３．定款変更に係わる日程 
  定款変更のための株主総会開催日   平成２１年６月２日（予定） 
  定款変更の効力発生日        平成２１年６月２日（予定） 
 

以 上 
 


