様式第５号（第６条関係）
定 款 変 更 認 証 申 請 書
平成２５年１月１６日
兵庫県知事 様

申請者 主たる事務所の所在地
兵庫県西宮市甲風園１丁目３番１２号
名称及び代表者の氏名
特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー
理事長

能 島

裕 介

印
○

電話（０７９８）６３−４４４１番
特定非営利活動促進法第２５条第４項の規定により、次のとおり定款の変更の認証を申請
します。
変 更 前

変 更 後

（職務）

（職務）

第１５条 理事長は、この法人を代表

第１５条 理事長は、この法人を代表

し、その業務を総理する。

し、その業務を総理する。理事長以外
の理事はこの法人を代表しない。

（権能）

（権能）

第２３条 総会は、以下の事項について 第２３条 総会は、以下の事項について

変更の内容

議決する。

議決する。

（１）定款の変更

（１）定款の変更

（２）解散

（２）解散

（３) 合併

（３) 合併

（４）事業計画及び収支予算

（４）事業計画及び活動予算

（５）事業報告及び収支決算

（５）事業報告及び活動決算

（６）役員の選任又は解任

（６）役員の選任又は解任

（７）借入金（その事業年度内の収入

（７）借入金（その事業年度内の収入

をもって償還する短期借入金を除く。

をもって償還する短期借入金を除く。

第４８条において同じ。）その他新た

第４８条において同じ。）その他新た

な義務の負担及び権利の放棄

な義務の負担及び権利の放棄

（８）その他理事会において重要であ

（８）その他理事会において重要であ

ると認め付議された事項

ると認め付議された事項

（招集）

（招集）

第２５条 総会は、前条第２項第３号の 第２５条 総会は、前条第２項第３号の
場合を除き、理事長が招集する。

場合を除き、理事長が招集する。

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第 ２ 理事長は、前条第２項第１号及び第
２号の規定による請求があったとき

２号の規定による請求があったとき

は、その日から１４日以内に臨時総会

は、その日から１４日以内に臨時総会

を招集しなければならない。

を招集しなければならない。

３ 総会を招集するときは、会議の日

３ 総会を招集するときは、会議の日

時、場所、目的及び審議事項を記載し

時、場所、目的及び審議事項を記載し

た書面をもって、少なくとも５日前ま

た書面又は電磁的方法により、少なく

でに通知しなければならない。

とも５日前までに通知しなければなら
ない。

（表決権等）
第２９条 各正会員の表決権は、１人

（表決権等）

（１法人、１団体）１票とする。

第２９条 各正会員の表決権は、１人

２ やむを得ない理由のため総会に出

（１法人、１団体）１票とする。

席できない正会員は、あらかじめ通知

２ やむを得ない理由のため総会に出

された事項について書面をもって表決

席できない正会員は、あらかじめ通知

し、又は他の正会員を代理人として表

された事項について書面若しくは電磁

決を委任することができる。

的方法をもって表決し、又は他の正会

３ 前項の規定により表決した正会員

員を代理人として表決を委任すること

は、前２条及び次条第１項の適用につ

ができる。

いては、総会に出席したものとみなす。 ３ 前項の規定により表決した正会員
４ 総会の議決について、特別の利害関 は、前２条及び次条第１項の適用につ
係を有する正会員は、その議事の議決

いては、総会に出席したものとみなす。

に加わることができない。

４ 総会の議決について、特別の利害関
係を有する正会員は、その議事の議決
に加わることができない。

（議事録）

（議事録）

第３０条 総会の議事については、次の 第３０条 総会の議事については、次の
事項を記載した議事録を作成しなけれ

事項を記載した議事録を作成しなけれ

ばならない。

ばならない。

（１）日時及び場所

（１）日時及び場所

（２）正会員総数及び出席者数(書面表 （２）正会員総数及び出席者数(書面若
決者及び表決委任者がある場合にあっ

しくは電磁的方法による表決者及び表

ては、その旨を付記すること。)

決委任者がある場合にあっては、その

（３）審議事項

旨を付記すること。)

（４）議事の経過の概要及び議決の結

（３）審議事項

果

（４）議事の経過の概要及び議決の結

（５）議事録署名人の選任に関する事

果

項

（５）議事録署名人の選任に関する事

２ 議事録には、議長及びその会議にお 項
いて選任された議事録署名人２人以上

２ 議事録には、議長及びその会議にお

が署名、押印しなければならない。

いて選任された議事録署名人２人以上
が署名、押印しなければならない。
３ 前２項の規定にかかわらず、正会員
全員が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたことによって、総会
の決議があったとみなされた場合にお
いては、次の事項を記載した議事録を
作成しなければならない。
（１）総会の決議があったものとみな
された事項の内容
（２） 前号の事項の提案をした者の氏
名又は名称
（３） 総会の決議があったものとみな
された日
（４） 議事録の作成に係る職務を行っ
た者の氏名

（権能）

（権能）

第３２条 理事会は、この定款で定める 第３２条 理事会は、この定款で定める
もののほか、次の事項を議決する。

もののほか、次の事項を議決する。

（１）総会に付議すべき事項

（１）総会に付議すべき事項

（２）総会の議決した事項の執行に関

（２）総会の議決した事項の執行に関

する事項

する事項

（３）事業計画及び収支予算の変更

（３）事業計画及び活動予算の変更

（４）第６条第２項に定める会員以外

（４）第６条第２項に定める会員以外

の会員の種別

の会員の種別

（５）入会金及び会費の額

（５）入会金及び会費の額

（６）役員の職務及び報酬

（６）役員の職務及び報酬

（７）事務局の組織及び運営

（７）事務局の組織及び運営

（８）その他総会の議決を要しない会

（８）その他総会の議決を要しない会

務の執行に関する事項

務の執行に関する事項

２ 理事会は、理事の互選により、常務 ２ 理事会は、理事の互選により、常務
に携わる理事を選任し、常務会を編成

に携わる理事を選任し、常務会を編成

する。

する。

３ 理事会は、その議決に基づき、日常 ３ 理事会は、その議決に基づき、日常
の業務執行につき、常務会にその権限

の業務執行につき、常務会にその権限

の一部を委任することができる。

の一部を委任することができる。

（招集等）

（招集等）

第３４条 理事会は、理事長が招集す

第３４条 理事会は、理事長が招集す

る。

る。

２ 理事長は、前条第２号及び第３号の ２ 理事長は、前条第２号及び第３号の
規定による請求があったときは、その

規定による請求があったときは、その

日から１４日以内に理事会を招集しな

日から１４日以内に理事会を招集しな

ければならない。

ければならない。

３ 理事会を招集するときは、会議の日 ３ 理事会を招集するときは、会議の日
時、場所、目的及び審議事項を記載し

時、場所、目的及び審議事項を記載し

た書面をもって、少なくとも５日前ま

た書面又は電磁的方法により、少なく

でに通知しなければならない。ただし、 とも５日前までに通知しなければなら
全ての理事の同意がある場合、この手

ない。ただし、全ての理事の同意があ

続を経ずして、理事会を開催すること

る場合、この手続を経ずして、理事会

ができる。

を開催することができる。

４ 理事長は、法人の運営において緊急 ４ 理事長は、法人の運営において緊急
かつ重大な事項について、理事会の招

かつ重大な事項について、理事会の招

集が不可能である場合、暫定措置を講

集が不可能である場合、暫定措置を講

じることができる。ただし、この場合、 じることができる。ただし、この場合、
理事長は直近の理事会において暫定措

理事長は直近の理事会において暫定措

置の承認を得なければならない。

置の承認を得なければならない。

５ 前項において、理事会が理事長の暫 ５ 前項において、理事会が理事長の暫
定措置を不承認した場合、当該暫定措

定措置を不承認した場合、当該暫定措

置は当然に無効となる。

置は当然に無効となる。

（議決）

（議決）

第３６条 理事会における議決事項は、 第３６条 理事会における議決事項は、
第３４条第３項の規定によってあらか

第３４条第３項の規定によってあらか

じめ通知した事項とする。ただし、理

じめ通知した事項とする。ただし、理

事の動議を、理事総数の過半数の同意

事の動議を、理事総数の過半数の同意

により、理事会の議決事項とすること

により、理事会の議決事項とすること

を妨げない。

を妨げない。

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数 ２ 理事会の議事は、理事総数の過半数
をもって決し、可否同数のときは、議

をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。

長の決するところによる。
３ 理事が理事会の目的である事項に
ついて提案をした場合において、当該
提案につき理事の全員が書面又は電磁
的記録により同意の意思表示をしたと
きは、当該提案を可決する旨の理事会
の決議があったものとみなす。
４ 前項の規定により理事会の目的で
ある事項の全てについての提案を可決
する旨の理事会の決議があったものと
みなされた場合には、その時に当該理
事会が終結したものとみなす。

（表決権等）

（表決権等）

第３７条 各理事の表決権は、平等なる 第３７条 各理事の表決権は、平等なる
ものとする。

ものとする。

２ やむを得ない理由のため理事会に

２ やむを得ない理由のため理事会に

出席できない理事は、あらかじめ通知

出席できない理事は、あらかじめ通知

された事項について書面をもって表決

された事項について書面又は電磁的方

することができる。

法により表決することができる。

３ 前項の規定により表決した理事は、 ３ 前項の規定により表決した理事は、
次条第１項の適用については、理事会

次条第１項の適用については、理事会

に出席したものとみなす。

に出席したものとみなす。

４ 理事会の議決について、特別の利害 ４ 理事会の議決について、特別の利害
関係を有する理事は、その議事の議決

関係を有する理事は、その議事の議決

に加わることができない。

に加わることができない。

（議事録）

（議事録）

第３８条 理事会の議事については、次 第３８条 理事会の議事については、次
の事項を記載した議事録を作成しなけ

の事項を記載した議事録を作成しなけ

ればならない。

ればならない。

（１）日時及び場所

（１）日時及び場所

（２）理事総数、出席者数及び出席者

（２）理事総数、出席者数及び出席者

氏名（書面表決者にあっては、その旨

氏名（書面又は電磁的方法による表決

を付記すること。）

者にあっては、その旨を付記するこ

（３）審議事項

と。）

（４）議事の経過の概要及び議決の結

（３）審議事項

果

（４）議事の経過の概要及び議決の結

（５）議事録署名人の選任に関する事

果

項

（５）議事録署名人の選任に関する事

２ 議事録には、議長及びその会議にお 項
いて選任された議事録署名人２人以上

２ 議事録には、議長及びその会議にお

が署名、押印しなければならない。

いて選任された議事録署名人２人以上
が署名、押印しなければならない。
３ 前２項の規定にかかわらず、理事全
員が書面又は電磁的記録により同意の
意思表示をしたことによって、理事会
の決議があったとみなされた場合にお
いては、次の事項を記載した議事録を
作成しなければならない。
(１) 理事会の決議があったものとみな
された事項の内容
(２) 前号の事項の提案をした者の氏名
又は名称
(３) 理事会の決議があったものとみな
された日
(４) 議事録の作成に係る職務を行った
者の氏名

（事業計画及び予算）

（事業計画及び予算）

第４２条 この法人の事業計画及びこ

第４２条 この法人の事業計画及びこ

れに伴う収支予算は、理事長が作成し、 れに伴う活動予算は、理事長が作成し、
総会の議決を経なければならない。

総会の議決を経なければならない。

（事業報告及び決算）

（事業報告及び決算）

第４６条 この法人の事業報告書、収支 第４６条 この法人の事業報告書、活動
計算書、貸借対照表及び財産目録等の

計算書、貸借対照表及び財産目録等の

決算に関する書類は、毎事業年度終了

決算に関する書類は、毎事業年度終了

後、速やかに、理事長が作成し、監事

後、速やかに、理事長が作成し、監事

の監査を受け、総会の議決を経なけれ

の監査を受け、総会の議決を経なけれ

ばならない。

ばならない。

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事 ２ 決算上剰余金を生じたときは、次事
業年度に繰り越すものとする。

業年度に繰り越すものとする。

（定款の変更）

（定款の変更）

第４９条 この法人が定款を変更しよ

第４９条 この法人が定款を変更しよ

うとするときは、総会に出席した正会

うとするときは、総会に出席した正会

員の４分の３以上の多数による議決を

員の４分の３以上の多数による議決を

経、かつ、法第２５条第３項に規定す

経、かつ、法第２５条第３項に規定す

る軽微な事項を除いて、兵庫県知事の

る事項に係る変更の場合、兵庫県知事

認証を得なければならない。

の認証を得なければならない。

（残余財産の帰属）

（残余財産の帰属）

第５１条 この法人が解散（合併又は破 第５１条 この法人が解散（合併又は破
産による解散を除く。）したときに残

産による解散を除く。）したときに残

存する財産は、法第１１条第３項に掲

存する財産は、法第１１条第３項に掲

げるもののうち、理事会が選定する他

げるもののうち、理事会が選定する他

の特定非営利活動法人に譲渡するもの

の法人に譲渡するものとする。

とする。
変更の理由

２０１２年４月１日から、改正特定非営利活動促進法及びその関連法令が施行さ
れたため。

