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平成22年３月15日 

 

各  位 

 

会社名 太洋基礎工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長  伊藤 孝芳

 （JASDAQ・コード１７５８） 

問合せ先 取締役管理本部長 伊藤 寿彦

 電話 052－362－6351 

 
定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は平成22年３月13日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成22年４月

23日開催予定の当社第43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) 当社事業の現状に即し、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第３

条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。 

(2) 当社は、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、同法の

規定に基づく監査役会および会計監査人を設置することでコーポレートガバナ

ンスの一層の強化を図ることといたしたく、監査役会および会計監査人を設置い

たします。それに伴う文言を追加し、あわせてその他の文言の修正および追加等

所要の変更を行うものであります。 

 

２. 定款変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３. 日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成22年４月23日(金曜日) 

定款変更の効力発生日 平成22年４月23日(金曜日) 

以上 
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別 紙 

 

(下線は変更部分であります。) 

現 行 定 款 変 更 案 

（目 的） 

第３条 当社は、下記の事業を営むことを目

的とする。 

１～５(条文省略) 

(新 設) 

６ 前各号に附帯する一切の業務 

（目 的） 

(現行通り) 

 

(現行通り) 

６ 損害保険代理業 

７ 前号に附帯する一切の業務 

（機 関） 

第４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 

第５条～第17条（条文省略） 

（削 除） 

 

 

 

 

第４条～第16条（現行どおり） 

 

第４章 取締役、監査役及び取締役会 

（新 設） 

第４章 取締役及び取締役会 

（取締役会の設置） 

第17条 当会社は取締役会を置く。 

（取締役及び監査役の員数） 

第18条 当会社の取締役は15名以内、監査役

は４名以内とする。 

（取締役の員数） 

第18条 当会社の取締役は15名以内とする。

（取締役及び監査役の選任） 

第19条 当会社の取締役及び監査役は、株主

総会において、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席して、そ

の議決権の過半数をもって行う。 

（取締役の選任） 

第19条 当会社の取締役は、株主総会におい

て、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席して、その議決権の

過半数をもって行う。 

２ 取締役の選任決議は、累積投票によ

らないものとする。 

２ 取締役の選任決議は、累積投票によ

らないものとする。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（取締役及び監査役の任期） 

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

ときまでとする。 

２ 監査役の任期は選任後４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

ときまでとする。 

３ 増員又は任期の満了前に退任した

取締役の補欠として選任された取

締役の任期は、在任取締役の任期の

満了するときまでとする。 

４ 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、退任した監査役の満了すると

きまでとする。 

第21条（条文省略） 

（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

ときまでとする。 

２ 増員又は任期の満了前に退任した

取締役の補欠として選任された取

締役の任期は、在任取締役の任期の

満了するときまでとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第21条（現行どおり） 

（新 設） 

 

 

 

第22条～第25条（条文省略） 

（取締役会の決議の方法） 

第22条 取締役会の決議は、取締役の過半数

が出席し、出席した取締役の過半数

をもって行う。 

第23条～26条（現行どおり） 

（取締役及び監査役の報酬等） 

第26条 取締役及び監査役の報酬、賞与その

他の職務執行の対価として当会社

から受ける財産上の利益は、株主総

会の決議により定める。 

 

（取締役の報酬等） 

第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける

財産上の利益は、株主総会の決議に

より定める。 

（新 設） 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28条 当会社は監査役及び監査役会を置

く。 
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現 行 定 款 変 更 案 
（新 設） 

 

 

（新 設） 

（監査役の員数） 
第29条 当会社の監査役は４名以内とする。

 

（監査役の選任） 
 第30条 当会社の監査役は、株主総会におい

て、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席して、その議決権の

過半数をもって行う。 

（新 設） 
 

（監査役の任期） 
第31条 監査役の任期は選任後４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

ときまでとする。 

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

するときまでとする。 

（新 設） （常勤監査役） 
第32条 監査役会は、監査役の中から常勤の

監査役を選定する。 

（新 設） 

 

 

（監査役会の招集） 

第33条 監査役会の招集通知は、各監査役に

対し会日の３日前までに発するも

のとする。 

 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。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（新 設） 

 

（監査役会の決議の方法） 

第34条 監査役会の決議は、監査役の過半数

をもって行う。 

（新 設） （監査役会規則） 

第35条 監査役会に関するその他の事項は、

別に監査役会において定める監査

役会規則による。 

（新 設） （監査役の報酬） 

第36条 監査役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける

財産上の利益は、株主総会の決議に

より定める。 

(新 設) 第 6 章 会計監査人 

(新 設) (会計監査人の設置) 

第37条 当会社は会計監査人を置く。 

(新 設) （会計監査人の選任） 

第38条 会計監査人は、株主総会の決議によ

って選任する。 

(新 設) （会計監査人の任期） 

第38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

結のときまでとする。 

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。 

(新 設) （会計監査人の報酬） 

第40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。 
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現 行 定 款 変 更 案 

第５章 計算 

（事業年度） 

第27条 (条文省略) 

第７章 計算 

（事業年度） 

第41条 (現行どおり) 

（剰余金の配当の基準日） 

第28条 当会社の期末配当の基準日は、毎年

１月31日とする。 

２ 前項のほか、基準日を定めて剰余金

の配当をすることができる。 

（期末配当金） 

第42条 当会社は株主総会の決議により、毎

年１月31日の最終の株主名簿に記

載または記録された株主または登

録株式質権者に対し、金銭による剰

余金の配当（以下「期末配当金」と

いう。）を行う。 

（中間配当） 

第29条 当会社は取締役会の決議により、毎

年７月31日を基準日として中間配

当を行うことができる。 

（中間配当金） 

第43条 当会社は取締役会の決議により、毎

年７月31日の最終の株主名簿に記

載または記録された株主または登

録株式質権者に対し、会社法第454

条第５項に定める余剰金の配当（以

下「中間配当金」と言う。）を行う

ことができる。 

（配当金の排斥期間） 

第30条 配当財産が金銭である場合は、その

支払開始の日より満３年を経過し

てもなお受領されないときは、当会

社はその支払い義務を免れる。 

（配当金の排斥期間） 

第44条 期末配当金及び中間配当金が、支払

開始の日より満３年を経過しても

なお受領されないときは、当会社は

その支払い義務を免れる。 

２ 未払の期末配当金及び中間配当金

には利息をつけない。 

 

 


