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平成 24 年 5月 18 日 

各   位 
会 社 名 日本カーリット株式会社      

（URL：http://www.carlit.co.jp） 
代表者名 代表取締役社長 出口 和男   

（コード番号 4271 東証第一部） 
問合せ先  取締役兼執行役員         

      管理本部長 廣橋 賢一 

（TEL：03-5821-2020） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 
当社は、平成 24 年 5 月 18 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年 6

月 28 日開催予定の当社第 115 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。 

 
1. 提案の理由 

(1) 事業目的について、事業の拡大、発展に伴い事業目的を明確にするものであります。（変

更案第 2条） 

(2) 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、社外取締役との間に

責任限定契約を締結することを可能とするため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 28 条） 

(3) 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規

定を新設するものであります。（変更案第 31 条） 

(4) 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、社外監査役との間に

責任限定契約を締結することを可能とするための規定を新設するものであります。（変

更案第 37 条） 

(5) 上記の他条数の繰下げ等所要の変更を行うものであります。 
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2. 変更の内容 
 変更の内容は、次のとおりであります。      (下線部は変更箇所を示しております。) 

現行定款          変更案 

 

第 1 章 総則 

(商号) 

第 1 条 (条文記載省略) 

(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) 爆薬、火工品その他一般火薬類の製造および

売買 

(2) 塩素酸塩類、亜塩素酸塩類、過塩素酸塩類そ

の他一般化学工業品の製造および売買 

(3) 農薬、農業資材の製造および売買 

(4) 電子部品ならびに電子部品の原材料の製造お

よび売買 

(5) 機能性材料の製造および売買 

(6) 試薬および医薬部外品の原材料の製造および

売買 

(7) 研削材その他一般電気化学工業品の製造およ

び売買 

(8) 化学機械器具ならびに装置類の設計、製作、

据付、売買、賃貸および技術指導 

(9) 建築物、電気工作物ならびに配管施設の設計、

施工および工事監理 

(10) 不動産の賃貸、管理および運用 

(11) 清涼飲料水の製造および売買 

(12) 一般貨物自動車運送事業ならびに倉庫業 

(新設) 

 

(新設) 

(13) 前各号に付帯関連する一切の事業 

(14) 他会社に対する投資又は会社設立の発起人

となること 

第 3条～第 5条(条文記載省略) 

 

第2章 株式 

第6条～第12条(条文記載省略) 

 

第 3 章 株主総会 

第 13 条～第 18 条(条文記載省略) 

 

第 4 章 取締役および取締役会 

第 19 条～第 27 条(条文記載省略) 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

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)(現行どおり) 

 

(2)(現行どおり) 

 

(3)(現行どおり) 

(4)(現行どおり) 

 

(5)(現行どおり) 

(6)(現行どおり) 

 

(7)(現行どおり) 

 

(8)(現行どおり) 

 

(9)(現行どおり) 

 

(10)(現行どおり) 

(11)(現行どおり) 

(12)(現行どおり) 

(13) 塗料、絵具およびインキの販売ならびに塗装

工事 

(14) 溶剤顔料および付属原材料の売買 

(15) (現行どおり) 

(16) (現行どおり) 

 

第 3 条～第 5条(現行どおり) 

 

第2章 株式 

第6条～第12条(現行どおり) 

 
第 3 章 株主総会 

第 13 条～第 18 条(現行どおり) 

 

第 4 章 取締役および取締役会 

第 19 条～第 27 条(現行どおり) 
(社外取締役の責任限定) 
第28条  当会社は、社外取締役との間で、当該社

外取締役の会社法第423条第 1項の責任につき、
善意で重大な過失がないときは、法令が定める
額を限度額として責任を負担する契約を締結す
ることができる。 
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第5章 監査役および監査役会 

(員数) 

第28条 (条文記載省略) 

(選任方法) 

第29条 (条文記載省略) 

(新設) 

 

 

 

(任期) 

第 30 条 (条文記載省略) 

(常勤の監査役) 

第31条 (条文記載省略) 

(監査役会の招集通知) 

第32条 (条文記載省略) 

(監査役会規程) 

第33条 (条文記載省略) 

(報酬等) 

第34条 (条文記載省略) 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

第6章 計算 

(事業年度) 

第35条 (条文記載省略) 

(剰余金の配当) 

第36条 (条文記載省略) 

(中間配当) 

第37条 (条文記載省略) 

(配当金の除斥期間） 

第38条 (条文記載省略) 

 

 

第5章 監査役および監査役会 

(員数) 

第29条 (現行どおり) 

(選任方法) 

第30条 (現行どおり) 

(補欠監査役の選任) 

第 31条 補欠監査役の選任に係る決議の効力は選
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。 

(任期) 

第 32 条 (現行どおり) 

(常勤の監査役) 

第33条 (現行どおり) 

(監査役会の招集通知) 

第34条 (現行どおり) 

(監査役会規程) 

第35条 (現行どおり) 

(報酬等) 

第 36 条  (現行どおり) 

 (社外監査役の責任限定) 

第37条 当会社は、社外監査役との間で、当該社
外監査役の会社法第423条第 1項の責任につき、
善意で重大な過失がないときは、法令が定める
額を限度額として責任を負担する契約を締結す
ることができる。 
 

第6章 計算 

(事業年度) 

第38条 (現行どおり) 

(剰余金の配当) 

第39条 (現行どおり) 

(中間配当) 

第40条 (現行どおり) 

(配当金の除斥期間) 

第41条 (現行どおり) 

 

 

 

3. 日程 

 定款一部変更のための株主総会開催日  平成 24 年 6 月 28 日(木) 

 定款変更の効力発生日         平成 24 年 6 月 28 日(木) 


