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平成14年６月27日 
 

株 主 各 位 
 

長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73 
 

ミネベア株式会社 
 

代表取締役社長 山 本 次 男 

 

第56回定時株主総会決議ご通知 
 

 拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、本日開催の当社第56回定時株主総会において、下記の

とおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。 

敬 具 

記 

報 告 事 項 平成14年３月31日現在貸借対照表、第56期(平成

13年４月１日から平成14年３月31日まで)営業報

告書及び損益計算書の内容報告の件 

    本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 

決 議 事 項 

 第１号議案 第56期利益処分案承認の件 

    本件は、原案どおり承認可決され、配当金は１株につ

き７円と決定いたしました。 

 第２号議案 定款一部変更の件 

    本件は、原案どおり承認可決されました。 
 

(下線は変更部分を示す) 

変 更 前 変 更 後 

  
第２章 株 式 

（１株の金額及び１単位の株式の

数） 

第６条 本会社の発行する額面株式

の１株の金額は50円とす

る｡ 

    本会社の１単位の株式は、

1,000株とする。 

    （新設） 

第２章 株 式 

（１単元の株式の数及び単元未満株

券の不発行） 

第６条 （削除） 

 

 

    本会社の１単元の株式の数

は、1,000株とする。 

    本会社は１単元の株式の数

に満たない株式（以下「単

元未満株式」という｡）に

係わる株券は発行しない｡ 
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変 更 前 変 更 後 

  
（名義書換代理人） 

第７条 本会社は、株式につき名義

書換代理人を置く。名義書

換代理人及びその事務取扱

場所は取締役会の決議によ

って選定する。 

    本会社の株主名簿及び実質

株主名簿は、名義書換代理

人の事務取扱場所に備え置

き、株式の名義書換、実質

株主通知の受理、質権の登

録、信託財産の表示、株券

の交付、届出の受理、単位

未満株式の買取請求の取扱

その他株式に関する事務は

名義書換代理人に取扱わ

せ、本会社においてはこれ

を取扱わない。 

（名義書換代理人） 

第７条 本会社は、株式につき名義

書換代理人を置く。名義書

換代理人及びその事務取扱

場所は取締役会の決議によ

って選定する。 

    本会社の株主名簿及び実質

株主名簿は、名義書換代理

人の事務取扱場所に備え置

き、株式の名義書換、実質

株主通知の受理、質権の登

録、信託財産の表示、株券

の交付、届出の受理、単元

未満株式の買取請求の取扱

その他株式に関する事務は

名義書換代理人に取扱わ

せ、本会社においてはこれ

を取扱わない。 
    
（株式取扱規則） 

第８条 本会社の株券の種類並びに

株式の名義書換、実質株主

通知の受理、単位未満株式

の買取請求の取扱その他の

株式に関する諸手続及びそ

の手数料は取締役会の定め

る株式取扱規則による。 

（株式取扱規則） 

第８条 本会社の株券の種類並びに

株式の名義書換、実質株主

通知の受理、単元未満株式

の買取請求の取扱その他の

株式に関する諸手続及びそ

の手数料は取締役会の定め

る株式取扱規則による。 
    
（基準日） 

第９条 本会社は、毎決算期日現在

における株主名簿記載の株

主（実質株主名簿に記載さ

れた実質株主を含む。以下

同じ｡）をもって、当該決

算期に関する定時株主総会

において議決権を行使する

ことのできる株主とみな

す。本会社は、前項のほか

必要があるときは、取締役

会の決議により予め公告し

て一定の日現在の株主名簿

に記載された株主又は登録

質権者をもって、その権利

を行使することのできる株

主又は質権者とみなすこと

がある。 

（基準日） 

第９条 本会社は、毎決算期日現在

における株主名簿記載又は

記録の株主（実質株主名簿

に記載又は記録された実質

株主を含む。以下同じ｡）

をもって、当該決算期に関

する定時株主総会において

議決権を行使することので

きる株主とみなす。本会社

は、前項のほか必要がある

ときは、取締役会の決議に

より予め公告して一定の日

現在の株主名簿に記載又は

記録された株主又は登録質

権者をもって、その権利を

行使することのできる株主

又は質権者とみなすことが

ある。 
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変 更 前 変 更 後 

  
第３章 株主総会 

（議決権の代理行使） 

第12条 株主は、議決権を有する他

の株主に委任してその議決

権を行使することができ

る。 

    但し、代理人は委任状を本

会社に差し出さなければな

らない。 

第３章 株主総会 

（議決権の代理行使） 

第12条 株主は、議決権を有する他

の株主に委任してその議決

権を行使することができ

る。 

    但し、株主又は代理人は委

任状を本会社に差し出さな

ければならない。 
    
第４章 取締役及び取締役会 

（取締役の選任） 

第15条 取締役の選任決議について

は、株主総会において発行

済株式総数の３分の１以上

に当る株式を有する株主の

出席を要する。 

    取締役の選任決議は累積投

票によらない｡ 

第４章 取締役及び取締役会 

（取締役の選任） 

第15条 取締役の選任決議について

は、株主総会において総株

主の議決権の３分の１以上

を有する株主の出席を要す

る。 

    取締役の選任決議は累積投

票によらない｡ 
    
第５章 監査役及び監査役会 

（監査役の選任） 

第25条 監査役の選任決議について

は、株主総会において発行

済株式総数の３分の１以上

に当る株式を有する株主の

出席を要する。 

第５章 監査役及び監査役会 

（監査役の選任） 

第25条 監査役の選任決議について

は、株主総会において総株

主の議決権の３分の１以上

を有する株主の出席を要す

る。 
    
（監査役の任期） 

第26条 監査役の任期は、就任後３

年内の最終の決算期に関す

る定時株主総会の終結のと

きまでとする。 

    補欠により選任された監査

役の任期は、退任した監査

役の任期の満了すべきとき

までとする。 

（監査役の任期） 

第26条 監査役の任期は、就任後４

年内の最終の決算期に関す

る定時株主総会の終結のと

きまでとする。 

    補欠により選任された監査

役の任期は、退任した監査

役の任期の満了すべきとき

までとする。 
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変 更 前 変 更 後 

  
第６章 計 算 

（利益配当金） 

第33条 利益配当金は、毎決算期日

現在における株主名簿記載

の株主又は登録質権者に支

払う。 

    転換社債の転換請求により

発行された株式に対する最

初の利益配当金について

は、転換請求がなされたと

きの属する営業年度の前の

営業年度の終りにおいて転

換があったものとみなして

これを支払う。 

    但し、利益配当金は支払開

始の日より満３年を経過し

ても受領しないときは、そ

の配当金は本会社に帰属す

る。 

第６章 計 算 

（利益配当金） 

第33条 利益配当金は、毎決算期日

現在における株主名簿記載

又は記録の株主又は登録質

権者に支払う。 

    転換社債の転換請求により

発行された株式に対する最

初の利益配当金について

は、転換請求がなされたと

きの属する営業年度の前の

営業年度の終りにおいて転

換があったものとみなして

これを支払う。 

    但し、利益配当金は支払開

始の日より満３年を経過し

ても受領しないときは、そ

の配当金は本会社に帰属す

る。 
   

以 上 

 

配当金のお支払いについて 
222222222222 

 

 第56期配当金は、６月28日よりお支払いいたしますので、同

封の「郵便振替支払通知書」により、ご便宜の方法でお受取り

下さい。 

 また、銀行預金口座への振込をご指定の方には､「第56期利益

配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封ご送

付申し上げましたので、ご確認下さい。 


