
                                                            平成 22 年 5 月 25 日 
 

各      位 
 

会 社 名 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ 
代表者名 代表取締役社長 岡 恒憲 
（コード番号 7441 福証） 
問合せ先 サポート本部長 末吉 茂樹 
（ＴＥＬ 099－260－2213） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 
  当社は、平成 22 年 5 月 21 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 22 年 6 月 24

日開催予定の第 54 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． 定款変更の目的 

（1）当社の営む事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備える

ために、当社定款第 2条（目的）に事業目的の一部追加を行うものであります。 

（2）当社取締役会のより円滑な運営に資するため、規定の一部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 6月 24 日（木曜日） 

定款変更の効力発生日        平成 22 年 6月 24 日（木曜日） 

 

以 上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙）変更の内容 

                                （下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

第１章 総  則 

（商号） 

第 1条 （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. 石油製品及び副製品の販売 

2. ガスの製造ならびに販売 

3. ガスの供給設備業 

4. ガス事業法による簡易ガス事業の運

営業務 

5. 住宅設備の造設工事業 

6. 高圧容器の耐圧検査業 

7. 建築材料の販売 

8. 自動車部品の販売 

9. レストランの経営 

10. 損害保険代理業 

11. 書籍ならびにコンパクトディスク、ビ

デオ及びレコード等映像・音声ソフト

の販売 

12. コンパクトディスク、ビデオ及びレコ

ード等映像・音声ソフトのレンタル業

13. スポーツ用品の販売 

14. 石油ガスの供給設備及びガス機器な

らびにこれらの附属品のリース業 

15. 通信販売業 

16. コンピュータ及び周辺機器ならびに

ソフトウェアーの販売 

17. 食料品の販売 

18. 宅地造成販売に関する事業 

19. 液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律に基づく保安

業務 

20. 防犯、防災、警備に関する設備・機器・

システムの開発、賃貸、販売業務及び

調査、助言等コンサルタント業務 

21. 高圧ガスプラント設計施工及び改修

工事 

22. 高圧ガス設備及び消費プラントの検

査業  

第１章 総  則 

（商号） 

第 1条 ＜現行どおり＞ 

（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. 石油製品及び副製品の販売 

2. ガスの製造ならびに販売 

3. ガスの供給設備業 

4. ガス事業法による簡易ガス事業の運

営業務 

5. 住宅設備の造設工事業 

6. 高圧容器の耐圧検査業 

7. 建築材料の販売 

8. 自動車部品の販売 

9. レストランの経営 

10. 損害保険代理業 

11. 書籍ならびにコンパクトディスク、ビ

デオ及びレコード等映像・音声ソフト

の販売 

12. コンパクトディスク、ビデオ及びレコ

ード等映像・音声ソフトのレンタル業

13. スポーツ用品の販売 

14. 石油ガスの供給設備及びガス機器な

らびにこれらの附属品のリース業 

15. 通信販売業 

16. コンピュータ及び周辺機器ならびに

ソフトウェアーの販売 

17. 食料品の販売 

18. 宅地造成販売に関する事業 

19. 液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律に基づく保安

業務 

20. 防犯、防災、警備に関する設備・機器・

システムの開発、賃貸、販売業務及び

調査、助言等コンサルタント業務 

21. 高圧ガスプラント設計施工及び改修

工事 

22. 高圧ガス設備及び消費プラントの検

査業  
 

 

 

 

 



現行定款 変更案 

23. 電話機及び付属品の販売ならびに取

り付け工事業 

24. 建築に関する工事の設計管理及び施

工業 

25. 土木に関する工事の設計管理及び施

工業 

26. 不動産の売買、仲介及び管理業 

27. 不動産の賃貸業 

28. 酒類の販売 

29. ガソリンスタンドの運営 

30. 生命保険の募集に関する業務 

31. 自動車及び中古自動車の販売 

32. 自動車及び中古自動車の点検、整備及

び修理 

 （新 設） 

 （新 設） 

 

 （新 設） 

 

 （新 設） 

33. 前各号に附帯する一切の事業 

 

第 3 条～第 23 条 （略） 

 

第 4 章 取締役及び取締役会 

 

（取締役会の招集） 

第24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、議長

となる。取締役社長に事故があるとき

は、あらかじめ取締役会において定め

た順序により、他の取締役が招集し、

議長となる。 

２．取締役会の招集通知は、各取締役及び

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、緊急の場

合は、この期間を短縮することができ

る。 

 

第 25 条～第 49 条 （略） 

23. 電話機及び付属品の販売ならびに取

り付け工事業 

24. 建築に関する工事の設計管理及び施

工業 

25. 土木に関する工事の設計管理及び施

工業 

26. 不動産の売買、仲介及び管理業 

27. 不動産の賃貸業 

28. 酒類の販売 

29. ガソリンスタンドの運営 

30. 生命保険の募集に関する業務 

31. 自動車及び中古自動車の販売 

32. 自動車及び中古自動車の点検、整備及

び修理 

33. ミネラルウォーターの製造及び販売 

34. 電化製品、ガス機器、住宅設備機器等

の設置及び販売 

35. 太陽光発電設備、燃料電池等の設置及

び販売 

36. レンタカー業 

37. 前各号に附帯する一切の事業 

 

第 3 条～第 23 条 ＜現行どおり＞ 

 

第 4 章 取締役及び取締役会 

 

（取締役会の招集） 

第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場

合を除き、取締役会長もしくは取締役

社長が招集し、議長となる。両者に事

故があるときは、あらかじめ取締役会

において定めた順序により、他の取締

役が招集し、議長となる。 

２．取締役会の招集通知は、各取締役及び

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、緊急の場

合は、この期間を短縮することができ

る。 

 

第 25 条～第 49 条 （略） 

 


