
     

 
平成 22 年２月 12 日 

各 位 
会 社 名  株式会社ハイパー         

代表者名  取 締 役 社 長  玉 田 宏 一 

（コード番号：３０５４） 

問合せ先  常 務 取 締 役  遠 藤   孝 

（電話：03－6855－8180） 

 
定款の一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ 

 
 
 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び「会計監査人選任の件」を平成 22 年

３月 25 日開催予定の第 20 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、下記の通りお知らせい

たします。 

 

記 

 
Ⅰ．定款一部変更の件 
 
１． 変更の理由 

(1)当社は、会社法第２条第６号に定める大会社ではありませんが、ジャスダック証券取引所の「上場会社

の企業行動に関する規範」第７条の規定を受け、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るために、

監査役会及び会計監査人を設置し、第５章の標題を「監査役及び監査役会」と改め所要の変更を行い、

また、第 6 章「会計監査人」を新設するものであります。 

(2)上記のほか、必要な文言の加除、修正、条数の繰下げ等所要の変更を行うものであります。なお、第

24 条の変更については、監査役全員の同意を得ております。 

２． 定款変更の内容 

現行定款と変更案は、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３章 株主総会 

 

（議長） 

第１１条  株主総会は法令に別段の定めがある場合

を除き、取締役会の決議に基づいて、取締

役社長がこれを招集しその議長となる。 

２ （条文省略） 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな 

し提供） 

第１２条 （条文省略） 

 

第３章 株主総会 

 

（議長） 

第１１条  株主総会は、法令に別段の定めがある場

合を除き、取締役会の決議に基づいて、取

締役社長がこれを招集しその議長となる。 

２ （現行どおり） 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな 

し提供） 

第１２条 （現行どおり） 



現行定款 変更案 

 

（決議の方法） 

第１３条  株主総会の決議は、法令又は定款に別段

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。 

 

第１４条 （条文省略） 

 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

第１５条～第１８条 （条文省略） 

 

（任期） 

第１９条 （条文省略） 

２  補欠又は増員として選任された取締役の

任期は、在任取締役の任期の満了すべき時

までとする。 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第２０条  取締役会は、法令に別段の定めがある場

合を除き、取締役社長が招集し、その議長

となる。 

２ （条文省略） 

 

（取締役会の招集通知） 

第２１条  取締役会の招集通知は、会日の３日前ま

でに各取締役に対して発する。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  取締役全員の同意があるときは、招集の

手続を経ないで取締役会を開くことができ

る。 

 

（取締役会の決議方法） 

第２２条 （条文省略） 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第２３条  代表取締役は、取締役会の決議により選

任する。 

２ （条文省略） 

 

（決議の方法） 

第１３条  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。 

 

第１４条 （現行どおり） 

 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

第１５条～第１８条 （現行どおり） 

 

（任期） 

第１９条 （現行どおり） 

２  補欠又は増員として選任された取締役の

任期は、在任取締役の任期の満了する時ま

でとする。 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第２０条  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その

議長となる。 

２ （現行どおり） 

 

（取締役会の招集通知） 

第２１条  取締役会の招集通知は、会日の３日前ま

でに各取締役及び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  取締役及び監査役の全員の同意があると

きは、招集の手続を経ないで取締役会を開

催することができる。 

 

（取締役会の決議方法） 

第２２条 （現行どおり） 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第２３条  代表取締役は、取締役会の決議により選

定する。 

２ （現行どおり） 



現行定款 変更案 

 

（取締役の責任免除） 

第２４条 （条文省略） 

２  当会社は、会社法 第 427 条第１項の規

定により、社外取締役との間に、任務を怠

ったことによる損害賠償責任を限定する契

約を締結することができる。ただし、当該

契約に基づく責任の限度額は、500 万円以

上であらかじめ定めた金額または法令が規

定する額のいずれか高い額とする。 

 

 

第５章 監査役 

 

（監査役の設置） 

第２５条  当会社は、監査役を置く。 

 

（員  数） 

第２６条 （条文省略） 

 

（選任方法） 

第２７条  監査役は株主総会において選任する。 

２ （条文省略） 

 

（任  期） 

第２８条 （条文省略） 

 ２  補欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了すべき時まで

とする。 

 

 

（新 設） 

 

 

 

     （新 設） 

 

（取締役の責任免除） 

第２４条 （現行どおり） 

２  当会社は、会社法 第 427 条第１項の規

定により、社外取締役との間に、同法第

423 条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結することができる。ただし、当該

契約に基づく責任の限度額は、500 万円以

上であらかじめ定めた金額または法令が規

定する額のいずれか高い額とする。 

 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

（監査役及び監査役会の設置） 

第２５条  当会社は、監査役及び監査役会を置く。 

 

（員  数） 

第２６条 （現行どおり） 

 

（選任方法） 

第２７条  監査役は、株主総会において選任する。 

２ （現行どおり） 

 

（任  期） 

第２８条 （現行どおり） 

２  任期の満了前に退任した監査役の補欠と

して選任された監査役の任期は、退任した

監査役の任期の満了する時までとする。 

 

（常勤の監査役） 

第２９条  常勤の監査役は、監査役会の決議によっ

て選定する。 

 

（監査役会の招集通知） 

第３０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  監査役全員の同意があるときは、招集

の手続を経ないで監査役会を開催するこ

とができる。 



現行定款 変更案 

 

 

     （新 設） 

 

 

（監査役の責任免除） 

第２９条 （条文省略） 

     （新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

     （新 設） 

 

 

（新 設） 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計  算 

 

（事業年度） 

第３０条 （条文省略） 

 

（剰余金の配当） 

第３１条  剰余金の配当は、毎年１２月３１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行う。 

 

 

（監査役会の決議方法） 

第３１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、監査役の過半数で行う。 

 

（監査役の責任免除） 

第３２条 （現行どおり） 

２  当会社は、会社法第 427 条第１項の規定

により、社外監査役との間に、同法第 423

条第 1項の損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当該契約

に基づく責任の限度額は、500 万円以上で

あらかじめ定めた金額または法令が規定す

る額のいずれか高い額とする。 

 

 

第６章 会計監査人 

 

（会計監査人の設置） 

第３３条  当会社は、会計監査人を置く。 

 

（選任方法） 

第３４条  会計監査人は、株主総会において選任す

る。 

（任  期） 

第３５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。 

 

 

第７章 計  算 

 

（事業年度） 

第３６条 （現行どおり） 

 

（剰余金の配当） 

第３７条  剰余金の配当としての期末配当は、毎年

１２月３１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

行う。 



現行定款 変更案 

 

（中間配当） 

第３２条 （条文省略） 

 

（剰余金の配当の除斥期間） 

第３３条  剰余金の配当及び中間配当は、その支払

開始の日から満３年を経過してもなお受領

されないときは、当会社はその支払義務を

免れる。 

 

２  未払の剰余金の配当及び中間配当には利

息をつけない。 

 

（中間配当） 

第３８条 （現行どおり） 

 

（配当金の除斥期間等） 

第３９条  配当財産が金銭である場合は、その支払

開始の日から満３年を経過してもなお受領

されないときは、当会社はその支払義務を

免れる。 

 

２  前項の金銭には利息をつけない。 

 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日（予定）  平成 22 年３月 25 日 

定款変更の効力発生日（予定）   平成 22 年３月 25 日 

 

 



Ⅱ．会計監査人選任の件 

 

１． 会計監査人の選任の理由 

 当社が株式を上場しておりますジャスダック証券取引所において「上場会社の企業行動に関する規

範」に改正があり、上場会社については、会計監査人の設置が義務付けられることとなりました。これ

を機に会計監査体制の一層の充実・強化を図るため、会計監査人を選任するものであります。 

 なお、本件は、上記「定款一部変更の件」が第 20 回定時株主総会において承認可決されることを条

件としております。 

 また、本議案につきましては、監査役全員の同意を得ております。 

 

２． 会計監査人候補の概要（平成 21 年 12 月 31 日現在） 

名称 新日本有限責任監査法人 

沿革 

平成 12 年 4 月 監査法人太田昭和センチュリー設立 

平成 13 年７月 新日本監査法人に名称変更 

平成 20 年７月 新日本有限責任監査法人となる 

資本金 787 百万円 

主たる事務所 

所在地 

〒100-0011 

東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 日比谷国際ビル 

Tel 03（3503）1100（代表） 

人員構成 

 社 員 職 員 合 計

公認会計士 721 名 2,020 名 2,741 名

公認会計士試験合格者等 2,012 名 2,012 名

その他 18 名 1,633 名 1,651 名

合計 739 名 5,665 名 6,404 名 

被監査会社数 

金商法・会社法監査 1,070 社

金商法監査 117 社

会社法監査 1,460 社

学校法人監査 112 社

労働組合監査 21 社

その他法定監査 612 社

その他任意監査 822 社

合計 4,214 社 

（注）新日本有限責任監査法人は、現在、当社の金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査を

行っております。 

 

３． 就任予定年月日 

平成 22 年３月 25 日（第 20 回定時株主総会開催予定日） 

以 上 


