
 

 
平成 22 年５月 14 日 

各      位 

会 社 名   株式会社幻冬舎 

代表者名   代表取締役社長 

兼社長執行役員 見城 徹 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード７８４３） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役 

兼常務執行役員 久保田貴幸     

電話 ０３－５４１１－６２５０ 

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、平成 22 年５月 14 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６月 29 日開催予定の第 17 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 

 

Ⅰ．定款一部変更の件 

１． 定款変更の目的 

(1)  取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役

の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第 19 条（任期）につき所要の変更を行うもので

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、株式会社大阪証券取引所の「Ｊ

ＡＳＤＡＱ等における企業行動規範に関する規則の特例」第７条の規定において、上場内国会社は、取

締役会、監査役会及び会計監査人を置くものとされたため、現行定款「第５章 監査役」に「監査役会」

を追加し、「第６章」に「会計監査人」を新設し、所要の変更を行うものであります。 

(3) 監査役が期待された役割を十分に発揮できるように、会社法第４２６条及び第４２７条の定める監査役

の責任免除制度に基づき、定款第 38 条（責任免除）の規定を新設するものであります。  

(4) 法令で定める監査役の員数が欠けた場合において、補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、

補欠監査役の選任の効力を４年とするものであります。 

(5) その他、上記変更に伴う条数の変更、その他の条文の整備を行うものであります。  

 



 

２．定款変更の内容                         （下線は変更部分を示します。） 

現 行 変 更 案 

第３章  株主総会 第３章  株主総会 

 

第１９条 （任 期） 

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終結の

時までとする。 

②補欠又は増員として選任された取締役の任期は、

他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 

 

第１９条 （任 期） 

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終結の

時までとする。 

（削 除） 

 

第２２条 （取締役会の招集通知） 

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。但し、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。

 

第２２条 （取締役会の招集通知） 

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。 

 

第５章  監査役 

第２８条 （監査役の設置） 

当会社は監査役を置く。 

 

第５章  監査役及び監査役会

第２８条 （監査役及び監査役会の設置） 

当会社は監査役及び監査役会を置く。 

 

第３１条 （任 期） 

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。 

（新 設） 

 

 

 

（新 設） 

第３１条 （任 期） 

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。 

③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終結の時までとする。 

④前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任

期は、退任した監査役の任期の満了する時までとす

る。ただし、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終結の時を

超えることはできない。 

 

（新 設） 第３２条 （常勤監査役） 

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） 第３３条 （監査役会の招集通知） 

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。 

 

（新 設） 第３４条  （監査役会の決議方法） 

監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を

除き、監査役の過半数をもって行う。 

 

（新 設） 第３５条 （監査役会の議事録） 

監査役会における議事の経過の要領及びその結果

並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載又

は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電

子署名する。 

 



 

現 行 変 更 案 

（新 設） 第３６条 （監査役会規程） 

監査役会に関する事項は、法令又は本定款に定める

もののほか、監査役会において定める監査役会規程

による。 

 

第３２条 （報酬等） 

監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定め

る。 

 

第３７条 （報酬等） 

監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定め

る。 

 

（新 設） 第３８条 （責任免除） 

当会社は、取締役会の決議によって、監査役（監査

役であった者を含む。）の会社法第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、賠償責任額から法令に定める最低責任限

度額を控除して得た額を限度として免除すること

ができる。 

   ②当会社は社外監査役との間で、会社法第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、当該契約に基づく賠

償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額

とする。 

 

（新 設） 第６章  会計監査人 

第３９条 （会計監査人の設置） 

   当会社は会計監査人を置く。 

 

（新 設） 第４０条 （選任の方法） 

   会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

 

（新 設） 第４１条 （任 期） 

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。 

 

（新 設） 第４２条 （報酬等） 

   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。 

 

第６章  計 算 

第３３条～第３６条 （条文省略） 

 

第７章  計 算 

第４３条～第４６条 （現行どおり） 

 

 

３． 日程 

株 主 総 会 開 催 日（予定） 平成 22 年６月 29 日 

定款変更の効力発生日（予定） 平成 22 年６月 29 日 

 



 

Ⅱ．会計監査人選任の件 

 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、株式会社大阪証券取引所の「ＪＡＳ

ＤＡＱ等における企業行動に関する規則の特例」第７条の規定を受け、コーポレートガバナンスの強化を図るた

め、会計監査人を設置することとし、会計監査人を選任するものであります。 

 なお、本議案は議案「定款一部変更の件」が第 17 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。 

 

１．会計監査人候補者の概要（平成 22 年 3 月 31 日現在） 

(１) 名     称 新日本有限責任監査法人 

(２) 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 

(３) 設     立 平成１２年４月１日 

(４) 資  本  金 ７８７百万円 

(５) 人 員 構 成 

 

              社  員    職  員    合  計 

公 認 会 計 士     ７１７名  ２，０２９名  ２，７４６名 

公認会計士試験合格者等         ２，０８１名  ２，０８１名  

そ   の   他       １８名   １，６１１名   １，６２９名 

合       計      ７３５名  ５，７２１名  ６，４５６名 

＊非常勤を除く  

(６) 被監査会社数 ４，１８０社 

※なお、新日本有限責任監査法人は、現在、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行

っております。 

 

２．就任予定年月日 

平成 22 年６月 29 日（第 17 回定時株主総会開催予定日） 

 

以  上 

 


