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定款の（一部）変更に関するお知らせ
当社は、平成 21 年 2 月 20 日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平
成 21 年 3 月 27 日開催予定の第 49 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）
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の
一部を改正する法律」（平成１６年法律第８８号）が平成２１年１月５日に施行
され、当社を始めとする上場会社の株券は一斉に電子化されましたので、現行定
款第８条（株券の発行）、第１０条（株式取扱規程）、第１１条（株主名簿管理人）、
第１２条（基準日）について、株券の存在を前提とした規定の削除等の変更を行
うものであります。また本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けるも
のであります。
（２）経営体制のスリム化等により、会長を選定しない場合もあるので、現行定款第
２４条（代表取締役および役付取締役）第２項を変更し、併せて現行定款第２７条
（取締役会の議長）を変更するものであります。
（３）取締役、監査役および会計監査人が、職務の執行にあたり、期待される役割
を十分に発揮できるように、会社法第４２６条および第４２７条に定める役員等
の責任免除制度に基づき、定款に第３２条（取締役の責任免除）、第４４条（監

査役の責任免除）および第４９条（会計監査人の責任免除）の規定を新設するも
のであります。
なお第３２条の規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。

２．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

第１条～第７条（条文の記載省略）

変

更

案

第１条～第７条（現行どおり）

（株券の発行）
第８条

当会社は株式に係る株券を発行す

（削

除）

（削

除）

る。

２

前項の規定にかかわらず、当会社は単

元株式数に満たない株式（以下「単元未満
株式」という。）に係る株券を発行しない
ことができる。

第９条

（条文の記載省略）

第８条

（現行どおり）

（株式取扱規程）

（株式取扱規程）

第１０条

第９条

当会社が発行する株券の種類な

株主名簿および新株予約権原簿への

らびに株主名簿・株券喪失登録簿および新

記載または記録、単元未満株式の買取り、そ

株予約権原簿への記載または記録、単元未

の他株式または新株予約権に関する取扱い

満株式の買取り、その他株式ならびに新株

および手数料、株主の権利行使に際しての手

予約権に関する取扱いおよび手数料は、法

続き等については、法令または定款に定める

令または定款に定めるもののほか、取締役

もののほか、取締役会において定める株式取

会において定める株式取扱規程による。

扱規程による。

（株主名簿管理人）
第 １１ 条

（株主名簿管理人）

当会社は、株主名簿管理人を置 第１０条

当会社は、株主名簿管理人を置く。

く。
２

株主名簿管理人およびその事務取扱場 ２
所は、取締役会の決議によって選定する。

株主名簿管理人およびその事務取扱場所
は、取締役会の決議によって選定する。

３

（削

当会社の株主名簿（「実質株主名簿」を

除）

含む。以下同じ。）、株券喪失登録簿および新
株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱
場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿
および新株予約権原簿への記載または記録、
単元未満株式の買取り、その他株式ならびに
新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人
に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わ
ない。

（基準日）

（基準日）

第１２条

当会社は、毎事業年度末日の最終 第１１条

当会社は、毎事業年度末日の最終

の株主名簿に記載または記録された議決

の株主名簿に記載または記録された議決権

権を有する株主（「実質株主」を含む。以

を有する株主をもって、その事業年度に関す

下同じ。）をもって、その事業年度に関す

る定時株主総会において権利を行使するこ

る定時株主総会において権利を行使する

とができる株主とする。

ことができる株主とする。
２

前項に定めるほか、必要ある場合は、取 ２

（現行どおり）

締役会の決議によりあらかじめ公告して、
一定の日における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を
もって、その権利を行使することができる
株主または登録株式質権者とすることが
できる。

第１３条～第２３条（条文の記載省略）

第１２条～第２２条

（現行どおり）

（代表取締役および役付取締役）

（代表取締役および役付取締役）

第２４条

第２３条

当会社は、取締役会の決議によ

り、代表取締役を選定する。

２

取締役会は、その決議により取締役会 ２

当会社は、取締役会の決議により、

代表取締役を選定する。

取締役会は、その決議により取締役社長

長、取締役社長各１名を選定し、また必

１名を選定し、また必要に応じ取締役会

要に応じ専務取締役、常務取締役各若干

長、専務取締役、常務取締役、各若干名を

名を選定することができる。

第２５条～第２６条（条文の記載省略）
（取締役会の議長）
第２７条

選定することができる。

第２４条～第２５条（現行どおり）
（取締役会の議長）

取締役会の議長は、取締役会長 第２６条

が

取締役会の議長は、代表取締役社

長がこれに当たる。代表取締役社長に事故あ
これに当たる。取締役会長に事故あるとき

るときは、あらかじめ取締役会において定め

は、取締役社長がこれに当たり、取締役会

た順序により、他の取締役がこれに当たる。

長および取締役社長ともに事故ある時
は、 あらかじめ取締役会において定めた
順序

により、他の取締役がこれに当た

第２７条～第３１条（現行どおり）

る。

第２８条～第３２条（条文の記載省略）

（取締役の責任免除）
第３２条

当会社は、取締役（取締役であっ

た者を含む。）の会社法第４２３条第１項
（新

の賠償責任について、法令に定める要件に

設）

該当する場合には、取締役会の決議によっ
て、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、社外取締役との間で、会社法
第４２３条第１項の賠償責任について、法

（新

設）

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。

第３３条～第４３条（現行どおり）

第３３条～第４３条（条文の記載省略）

（監査役の責任免除）
第４４条

当会社は、監査役（監査役であっ

た者を含む。）の会社法第４２３条第１項
（新

の賠償責任について、法令に定める要件に

設）

該当する場合には、取締役会の決議によっ
て、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

（新

設）

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、法令の最低責任限度額とする。

第４５条～第４８条（現行どおり）

第４４条～第４７条（条文の記載省略）

（会計監査人の責任免除）
第４９条

当会社は、会計監査人との間で、

会社法第４２３条第１項の賠償責任につ
（新

設）

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。

第５０条～第５２条（現行どおり）

第４８条～第５０条（条文の記載省略）

附則
第１条

当会社の株券喪失登録簿は、株主名

簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株券
（新

設）

喪失登録簿への記載または記録に関する
事務は、株主名簿管理人に取り扱わせ、当
会社においては取り扱わない。
第２条

当会社の株券喪失登録簿への記載

または記録は、法令または定款に定めるも
（新

設）

ののほか、取締役会において定める株式取
扱規程による。
第３条

本附則第１条乃至本条は、平成２２

年１月６日をもってこれを削除する。
（新

設）

３．日程
定款変更のための株主総会開催日（予定）平成 21 年 3 月 27 日（金）
定款変更の効力発生日（予定）

平成 21 年 3 月 27 日（金）

以上

