
 
平成 20 年６月２日 

各      位 
会 社 名 株式会社エフティコミュニケーションズ 

代 表 者 名 代表取締役社長ＣＥＯ 畔 柳   誠 

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：２７６３） 

問 合 せ 先 ＩＲ・広報室     長 岡 俊 幸 

電 話 ０３（５８４７）２７７７（代表） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 20 年６月２日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 20 年６月 27

日開催予定の第 23 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)今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条(目的)につきまして、事業目的を追加

するものであります。 

(2)資本政策及び配当政策を機動的に遂行することを目的とし、剰余金の配当等の決定を取締役会の

決議によって行うことを可能とするため、その旨の定めを変更案第 39 条に追加するものでありま

す。 

(3)取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を充分に発揮できるよう、「会社法」

に基づく取締役の責任免除及び社外取締役の責任限定に関する規定(変更案第26条)ならびに監査

役の責任免除及び社外監査役の責任限定に関する規定(変更案第34条)を新設するものであります。

なお、取締役の責任免除及び社外取締役の責任限定に関する規定の新設につきましては、監査役

全員一致の同意を得ております。 

 

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 20 年６月 27 日 

定款変更の効力発生日       平成 20 年６月 27 日 

以  上 

 



定款変更の内容 
 

（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 当会社は、株式会社エフティコミュニケ

ーションズと称し、英文ではＦ Ｔ ＣＯＭ
ＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．
と表示する。 

 
(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)電気通信事業法に基づく第二種電気通信事

業 
(２)通信機器、電気通信設備並びにその周辺機

器・部品の開発、販売、輸出、輸入、施工、
保守及び賃貸 

(３)上記通信機器の販売に関するフランチャイ
ズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指
導 

(４)事務用機器、コンピュータ並びにソフトウェ
アの開発、販売、施工、保守及び賃貸 

(５)構内交換電話設備、データ通信設備並びに無
線電信電話機の開発、販売 、施工、保守及
び賃貸 

(６)電気通信工事の設計、施工及び請負 
(７)電話回線を利用した各種情報提供サービス

業 
(８)インターネットを利用した電話等の通信料

金の割引サービス業 
 
(９)インターネット間の接続業務の受託 
(10)損害保険代理業及び生命保険の募集に関す

る業務 
(11)～(14) （省   略） 
(15)電気通信設備及びこれに附帯する設備の設

置工事の請負、開発、保守及び販売 
(16)広告代理店業務 

［新設(現行定款（10）より移設)］ 
 
(17)債務の保証、引受及び各種債権の売買 
(18)古物販売業 
      （新   設） 
      （新   設） 
(19)下記官公庁関連特需品の販売並びに取付工

事及び賃貸 
①災害防止設備機器 
②公害防止設備機器 
③電気通信設備機器、無線通信設備機器、衛星

通信設備機器 
④通信機器、事務用機器、什器備品、室内装飾

用品 
⑤医療用機器、清掃機器、衛生用品、日用品雑

貨 
⑥遊技設備機器、家庭用電化製品、空気清浄器、

浄水器 
⑦生ゴミ焼却炉、不燃物処理機、水質変換機、

節水装置 
⑧建設機械、運搬機械、自動倉庫、ユニットハ

ウス、テント  
 

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)通信機器、複写機、情報通信機器、電気通

信設備並びにその周辺機器・部品の開発、
販売、輸出、輸入、施工、保守及び賃貸 

(３)    （現行どおり） 
 
 

    （削   除） 
 

    （削   除） 
 
 

    （削   除） 
(４)電話回線を利用した各種情報提供サービス

業 
(５)インターネットを利用した電話等の通信料

金の割引サービス業、インターネット間の
接続業務の受託 
    （削   除） 
［削除(変更定款（12）へ移設)］ 

 
(６)～(９) （現行どおり） 
(10)電気通信設備及びこれに附帯する設備の設

置工事の請負、設計、開発、保守及び販売 
(11)広告代理店業務 
(12)損害保険代理業及び生命保険の募集に関す

る業務 
(13)債務の保証、引受及び各種債権の売買 
(14)古物販売業 
(15)不動産の売買、仲介、賃貸並びに管理 
(16)人材派遣 
(17)    （現行どおり） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



現 行 定 款 変  更  案 
      

 （新   設） 
 
      （新   設） 
 

（新   設） 
 
 
(20)前各号に付帯又は関連する一切の業務  

 
(18)建設工事全般に関する調査、企画、設計、
監理、施工並びに請負 
(19)グループ会社の経営指導ならびに経営一般

に関するコンサルティング 
(20)会計帳簿の記帳の代行、原価計算、決算書

類の作成等の会計、経理に関する事務の請
負 

(21)    （現行どおり）  
第３条～第 25 条（省  略） 
 

（新  設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第26条～第32条 （省   略） 
 

（新  設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第33条～第36条 （省   略） 
 
(剰余金の配当の基準日) 
第37条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月

31 日とする。 
 

２.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
をすることができる。 

 
 
 
 
 
 

第38条～第39条 （省  略） 
 

第３条～第 25 条（現行どおり） 
(取締役の責任免除) 
第 26 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。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
契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する
額とする。 
第27条～第33条 （現行どおり） 
 
(監査役の責任免除) 

社法第 426 条第１項の規第 34 条 当会社は、会
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。 
 

法第 427 条第１項の規定によ当会社は、会社
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、当該契約に基づく責任
の限度額は、法令が規定する額とする。 
 
第35条～第38条 （現行どおり） 

等
 
(剰余金の配当 ) 
第39条 当会社は、取締役会の決議によって、

会社法第 459 条第１項各号に掲げる事項
を定めることができる。 
.２ 条第１項各号に当会社は、会社法第 459
掲げる事項を株主総会の決議によって定
めない。 
.当会社は毎３ 年３月 31日の最終の株主名簿
に記載又は記録された株主又は登録株式
質権者に対して金銭による剰余金の配当
を行う。 

 
第40条～第41条 
 

（現行どおり） 

     


