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平成２２年５月１３日 

 各   位 

    会 社 名 株式会社 白  青  舎 
代表者名   取締役社長 筒 井 龍 次 
（JASDAQ：コード番号 ９７３６） 
問い合せ先  執行役員 総務部長 堀尾忠男 
電  話        （03）5822―1561 

 
 
定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、平成22 年5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6月28日開催予定
の第56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いたします。 
 

記 
 
１． 変更の理由 

（１） 今後の事業内容の多角化に対応するため、また子会社の事業目的を親会社の事業目的とするため、
事業内容を追加するものであります。更に、現在実施していない事業目的を削除するものでありま
す。（変更案第２条） 

（２） 当社は、現在、会社法に定める「大会社」には該当しておりませんが、より実効的な監査体制を構
築し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、機関として監査役会と会計監査人を新
たに設置する旨を定めるものであります。（変更案第４条） 

（３） 常勤監査役および監査役会に関する規定を新設するものであります。（変更案第31条～第33条） 
（４） 監査役会および会計監査人を設置したことに伴う所要の変更であります。（変更案第15条） 
（５） 会社法の規定に従った文言に修正するものであります。（変更案第26条） 
（６） 取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって取締役の責任を法令の

範囲内で一部免除できる旨を定めるものであります。 
なお、第27条の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。（変更案第27条＜新設＞） 

（７） 社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、
会社法第427条の責任限定契約に関する規定に基づき「社外取締役の責任免除」の規定を新設する
ものであります。なお、この規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。（変更案
第27条第2項＜新設＞） 

（８） 補欠監査役の予選の有効期間について、選任手続きの煩雑さを勘案し、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開始の時までとするものであります。（変更案第
30条第２項＜新設＞） 

（９） 監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって監査役の責任を法令の
範囲内で一部免除できる旨を定めるものであります。（変更案第35条＜新設＞） 

（10）社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会
社法第427条の責任限定契約に関する規定に基づき「社外監査役の責任免除」の規定を新設するもの
であります。なお、この規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。（変更案第35
条第2項＜新設＞） 

（11）上記の各変更に伴い、条数の変更を行うものであります。 
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２． 変更の日程（予定） 

定款変更のための定時株主総会開催日    平成22年6月28日（月） 
定款変更の効力発生日           平成22年6月28日（月） 
 

３． 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  （条文省略） 
 
（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．各種清掃請負業 
 ２．不動産の管理保全 
 ３．警備業 
 ４．労働者派遣事業 
 ５．貨物自動車運送事業 
 ６．倉庫業 
 ７．建築工事業および電気工事業 
  
   ＜新 設＞ 
 
 
 
８. 不動産の賃貸業 
 ９. 総合リース業 
 10. テレマーケティング業 
 11. 飲食店の経営 
 12. 物流センターの管理運営および物流情報の情報

処理業務 
 13. 経理事務の受託代行業務 
 14  文書の作成、発送、受付業務の請負 
 15. 物品の仕分け、梱包及び発送業務の請負 
 16. 地方自治法に基づく指定管理者制度による公共

施設の運営受託に関する業務 
    ＜新 設＞ 
    ＜新 設＞ 
    ＜新 設＞ 
17. 前各号に附帯または関連する一切の事業 
 
第３条  （条文省略） 
 
（機  関） 
第４条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次
の機関を置く。 
(1)  取締役会 

第１条 （現行どおり） 
 
（目  的） 
第２条 （現行どおり） 
 
 １． 
  
    （現行どおり） 
  
 ６． 
７. 建築工事、土木工事の設計、施工、請負、監理、
監督、保守およびコンサルタント業 

 ８. 電気工事、管工事、内装仕上工事、塗装工事、
防水工事、電気通信工事および消防施設工事の
設計、施工、請負、監理、監督、保守およびコ
ンサルタント業ならびに保守管理業務 

 ９.  
  （現行どおり） 
 11.  
     （削 除） 
12. （現行どおり） 
 

      （削 除） 
 13. 

（現行どおり） 
 15. 
 
 16. 保安警備機器の設計、製作および販売 
 17. 駐車場管理業務 
 18. 一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬 
19. 前各号に附帯または関連する一切の事業 
 
第３条 （現行どおり） 
 
（機  関） 
第４条 （現行どおり） 
 
(1)  （現行どおり） 

〜 

〜 
 

〜 
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(2)  監査役 
   ＜新設＞ 
   ＜新設＞ 
 
第５条 
   （条文省略） 
第14条  
 
（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15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類、事業報告、計算書類に記載または表示を
すべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるとこ
ろに従いインターネットを利用する方法で開示する
ことにより、株主に対して提供したものとみなすこ
とができる。 
 
第16条 
    （条文省略） 
第25条  
 
（取締役の報酬等） 
第26条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって
定める。 
 
 
     ＜新設＞ 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

第５章 監 査 役 
 
第27条 
     （条文省略） 
第28条  
 
（監査役の任期） 
第29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終
結の時までとする。 

(2)  （現行どおり） 
 (3) 監査役会 
 (4) 会計監査人 
 
第５条  
  （現行どおり） 

第14条  
 
（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15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類
に記載または表示をすべき事項にかかる情報を、法
務省令に定めるところに従いインターネットを利用
する方法で開示することにより、株主に対して提供
したものとみなすことができる。 
 
第16条 
    （現行どおり） 
第25条 
 
（取締役の報酬等） 
第26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（以下「報酬
等」という。）は、株主総会の決議によって定める。 

 
（取締役の責任免除） 
第27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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は
法令が規定する額とする。  
 

第５章 監査役および監査役会 
 
第28条  
   （現行どおり） 
第29条 
 
（監査役の任期）  
第30条 （現行どおり） 
 
 

〜〜

〜 〜 

〜〜〜
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     ＜新設＞ 
 
 
 
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。 
 
（常任監査役） 
第30条 監査役の互選により常任監査役を置くことが
できる。 
 
     ＜新設＞ 
 
 
 
 
 
 
     ＜新設＞ 
 
 
 
 
（監査役の報酬等) 
第31条 （条文省略） 
 
     ＜新設＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第32条  
   （条文省略） 
第35条  
 

２ 会社法第329条第２項に基づき選任された補欠監
査役の選任決議が効力を有する期間は、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
定時株主総会の開始の時までとする。 
３   （現行どおり） 
 
 
 
（常勤の監査役） 
第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役
を選定する。 
 
（監査役会の招集通知) 
第32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、招集の手続きを
経ないで監査役会を開催することができる。 

 
（監査役会規程） 
第33条 監査役会に関する事項は、法令または本  
 定款のほか、監査役会において定める監査役会規程
による。 

 
（監査役の報酬等） 
第34条  （現行どおり） 
 
（監査役の責任免除） 
第35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、取締役会の決議によ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、
社外監査役との間に、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は
法令が規定する額とする。 
 
第36条  
    （現行どおり） 
第39条  

以 上 
 

 
 

〜〜 〜〜


