
 

 
平成 21 年 5月 14 日 

各      位 

会 社 名  テレビ東京ブロードバンド株式会社 

代表者名  代表取締役社長       加藤 雅夫 

（コード番号 3786） 

問合せ先  経営管理ユニット 広報・IR部長 渡辺 豪  

（TEL．03－5733－3888） 

 

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」を平成 21 年 6月 22 日開催予定

の第 9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) 公告の方法について、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をす 

ることができない場合に備え、現行定款第 5条につき、措置を定めるものであります。 

(2) 「株券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

改正する法律」（平成 16 年法律第 88 号、以下「決済合理化法」）の施行に伴い、株券、

実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正及び追

加等の所要の変更を行うものであります。また、株券喪失登録簿については、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の間、これを作成し備置かな

ければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。 

なお、現行定款第 7 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) 取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に対応した最適な経営体 

制を機動的に構築するため、取締役の任期を現行の 2年から 1年に変更することとし、

現行定款第 20 条につき所要の変更を行うとともに、取締役の任期の調整に関する附則

を新設するものであります。 

 

２．定款変更の内容 

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 

第１条から第４条 （条文省略） 第１条から第４条 （現行どおり） 

(公告の方法) (公告の方法) 



 

第５条 当会社の公告は、電子公告により

行う。 

 

（新設） 

 

第５条 当会社の公告は、電子公告により

行う。但し、事故その他やむを得

ない事由によって電子公告によ

る公告をすることができない場

合は、日本経済新聞に掲載して行

う。 

第６条 （条文省略） 第６条 （現行どおり） 

（株券を発行する定め） （株券を発行する定め） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行

する。 

(削除） 

第８条 （条文省略） 第７条 （現行どおり） 

（基準日） （基準日） 

第９条 当会社は､毎事業年度末日の最終

の株主名簿（実質株主名簿を含

む、以下同じ）に記載又は記録さ

れた議決権を有する株主（実質株

主を含む、以下同じ）をもって､

その事業年度に関する定時株主

総会において権利を行使するこ

とができる株主とする｡ 

第８条 当会社は､毎事業年度末日の最終

の株主名簿に記録された議決権

を有する株主をもって､その事業

年度に関する定時株主総会にお

いて権利を行使することができ

る株主とする｡ 

２  前項のほか､必要がある場合は､

取締役会の決議によって、あら

かじめ公告して臨時に基準日を

定めることができる｡ 

２  前項のほか､必要がある場合は､

取締役会の決議によって、あら 

かじめ公告して臨時に基準日を

定めることができる｡ 

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 

第 10 条 当会社は､株主名簿管理人を置

く｡ 

第９条 当会社は､株主名簿管理人を置

く｡ 

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

ってこれを定め、これを公告す

る｡ 

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 

ってこれを定め、これを公告す

る｡ 

３  当会社の株主名簿、株券喪失登

録簿並びに新株予約権原簿は､

株主名簿管理人の事務取扱場所

に備え置き､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､株主名簿管理人に

委託し､当会社においてはこれ

を取扱わない。 

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

他の新株予約権原簿に関する事

務は､株主名簿管理人に委託し､

当会社においてはこれを取扱わ

ない。 

（株式取扱規則） （株式取扱規則） 



 

第11条 当会社の発行する株券の種類､株

主名簿、株券喪失登録簿及び新株

予約権原簿への記載又は記録､株

券の交付､その他株式又は新株予

約権に関する手続き及びその手

数料は､法令又は定款に定めるも

ののほか、取締役会において定め

る株式取扱規則による｡ 

第 10 条 株主名簿及び新株予約権原簿へ

の記載又は記録、その他株式又

は新株予約権に関する手続き及

びその手数料等については､法

令又は定款に定めるもののほ

か、取締役会において定める株

式取扱規則による｡ 

第 12 条から第 19 条 （条文省略） 第 11 条から第 18 条 （現行どおり） 

(取締役の任期) (取締役の任期) 

第 20 条 取締役の任期は、選任後２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。 

第 19 条 取締役の任期は、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。 

第 21 条から第 44 条 （条文省略）   第 20 条から第 43 条 （現行どおり） 

（剰余金の配当等） （剰余金の配当等） 

第 45 条 当会社は、毎事業年度末日の最

終の株主名簿に記載又は記録さ

れた株主又は登録株式質権者に

対して剰余金の配当（以下、「期

末配当金」という）を行う｡ 

第 44 条 当会社は、毎事業年度末日の最

終の株主名簿に記録された株主

又は登録株式質権者に対して剰

余金の配当（以下、「期末配当

金」という）を行う｡ 

（中間配当） （中間配当） 

第46条 当会社は､取締役会の決議によっ

て､毎年９月 30 日における最終

の株主名簿に記載又は記録され

た株主又は登録株式質権者に対

して､剰余金の配当（以下、「中

間配当金」という）をすること

ができる｡ 

第45条 当会社は､取締役会の決議によっ

て､毎年９月 30 日における最終 

の株主名簿に記録された株主又

は登録株式質権者に対して､剰余

金の配当（以下、「中間配当金」

という）をすることができる｡ 

第 47 条 （条文省略） 第 46 条 （現行どおり） 

（新設） 附則 

 第１条 第 19 条の規定にかかわらず、平

成20年６月23日開催の第８期定

時株主総会において選任された

取締役の任期は、平成 22 年開催

の定時株主総会終結の時までと

する。 

なお、本附則は、当該期日経過後、

これを削除する。 



 

  第２条 当会社の株券喪失登録簿は、株主

名簿管理人の事務取扱場所に備

置き、株券喪失登録簿への記載又

は記録に関する事務は株主名簿

管理人に取り扱わせ、当会社にお

いては取り扱わない。 

  第３条 当会社の株券喪失登録簿への記

載又は記録は、法令又は定款の定

めるもののほか、取締役会におい

て定める株式取扱規則による。 

  第４条 本附則の第 2条乃至本条は、平成

22 年 1 月 5日まで有効とし、平

成 22 年１月 6日をもってこれを

削除する。 

 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成 21 年 6月 22 日（予定） 

定款変更の効力発生日      平成 21 年 6月 22 日（予定） 

 

以  上 


