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平成  24年  3月 19日 

 

各      位 

 

会 社 名  株式會社ポスコ 

代表者名 最高経営責任者兼代表理事 

     鄭 俊陽（チョン・ジュンヤン） 

（コード番号 5412 東証第一部）        

問合せ先  東京青山・青木・狛法律事務所 

ベーカー＆マッケンジー 

外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業） 

弁護士 高橋 謙            

（TEL．03－5157－2700） 

 

米国証券取引委員会への Form 6-Kの提出について 

（第 44期定時株主総会決議について） 

 

 当社は、平成 24年 3月 16日付で米国証券取引委員会に Form 6-K（外国会社臨時報告書）を

下記の内容にて提出致しました。 

 

記 

 

第 44期定時株主総会決議 

 

1. 第 44期（2011年１月１日～2011年 12月 31日）貸借対照表（財務状態表）、損益計算

書及び利益剰余金処分計算書の承認 

(単位：千ウォン、1株当り純利益はウォン) 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産合計  52,727,876,388 

負債合計  15,129,859,729 

資本金  482,403,125 

資本合計  37,598,016,659 

売上高  39,171,703,426 

営業利益  4,196,028,400 

当期純利益  3,188,844,785 

1株当り純利益 (ウォン) 41,279 
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配当金額の承認  

 

 

 

 

 

 

 

2. 定款一部変更の承認 

 

現行 改正案 

（挿入） 第 9-2条（株式の電子的登録） 

（１）本会社は、理事会の決議により、株式を

表章する株券の発行に代えて、指定の電子的登

録システム上の電子的登記簿に株主が自らの

株式を電子的に登録できるシステムを採用す

ることを選択することができる。 

（２）理事会は、本会社が電子的証券システム

を採用するのに必要な標準的な業務方針を決

定するものとする。 

 

第 10条（新株引受権） 

（２）理事会は、下記各号の一つに該当する場合

は、理事会の決議により株主以外の者に新株を割

当てることができる。 

 

第 10条（新株引受権） 

（２）理事会は、下記各号の一つに該当する場

合は、理事会の決議により株主以外の者に新株

を割当てることができる。本会社が本第 10条に

従って本会社の株主以外の者に新株を発行する

場合は、本会社は、商法に従って新規発行株式

の種類、数、発行価格、募集日及び募集方法の

詳細を新株募集日の２週間前に株主に通知する

か又は公告するものとする。 

 

（挿入） 第 16条（社債の発行） 

本会社は、理事会の決議により、社債を発行す

ることができる。理事会は、理事会が決定する

額及び期間（１年を超過しないものとする。）

に関する限度内で特定の種類の社債を発行す

 2011年 

(単位：ウォン) 

(1)１株当り年間配当金額 10,000 

（期末配当） 7,500 

（中間配当） 2,500 

(2)配当性向(%)（＝１株当り年間配当金額／市場価格） 2.6％ 
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る権限を、本会社の代表理事に委任することが

できる。 

 

第 16条（転換社債の発行） 第 17条（転換社債の発行） 

 

第 17条（新株引受権付社債の発行） 

（１）本会社は、第 16 条第 1 項に規定の場合、

社債の額面総額が２兆ウォンを超えない範囲内

で株主以外の者に新株引受権付社債を発行する

ことができる。 

 

第 17-2条（新株引受権付社債の発行） 

（１）本会社は、第 17条第 1項に規定の場合、

社債の額面総額が２兆ウォンを超えない範囲

内で株主以外の者に新株引受権付社債を発行

することができる。 

（挿入） 第 18条（社債の電子的登録） 

本会社が社債を発行する場合、社債を表章する

債券の発行に代えて、本会社は、理事会の決議

により又は（理事会が社債発行の権限を代表理

事に委任した場合）本会社の代表理事の決定に

より、指定の電子的登録システムの電子的登録

簿上に社債を電子的に登録することができる。 

 

第 18条（社債発行に関する準用規定） 第 18-2条（社債発行に関する準用規定） 

第 24条（総会の定足数と議決方法） 

（２）下記の場合、株主総会の決議は、発行済議

決権付株式総数の３分の１以上を所有する株主

の出席を要し、出席した株主の議決権の３分の２

以上を以って決する。 

４．本会社の事業に重要な影響を与えうる、他の

会社の事業の一部譲渡 

５．本会社の合併又は統合 

 

第 24条（総会の定足数と議決方法） 

（２）下記の場合、株主総会の決議は、発行済

議決権付株式総数の３分の１以上を所有する

株主の出席を要し、出席した株主の議決権の３

分の２以上を以って決する。 

４．本会社の事業に重要な影響を与えうる、他

の会社の事業の全部又は一部買収 

５．本会社の合併又は統合（小規模の合併又は

統合を除く。） 

 

第 27条（理事の数） 

本会社には５人の常任理事と８人の社外理事を

おく。 

 

第 27条（理事の数） 

本会社の理事総数は、最低３人とするが 12人を

超えないものとし、その内、社外理事が理事総

数の過半数を構成するものとする。 
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第 37条（理事の補償） 

本会社は、理事が本会社の理事の資格で何らかの

訴訟、請求、弁論の当事者となって本会社の利益

を防御するために支出した全ての費用、損失及び

債務に対して、商法の規定の範囲内でこれを補償

する。但し、故意又は過失によりその任務に違反

したときは、この限りでない。 

 

第 37条（理事の補償） 

本会社は、理事が何らかの訴訟、請求、弁論の

当事者となって本会社の利益を防御するために

支出した全ての費用、損失及び債務に対して、

商法の規定の範囲内でこれを補償する。但し、

理事が故意又は過失によりその任務に違反した

ときは、この限りでない。 

 

第 39条（理事会の構成と招集） 

（４）理事会の開催にあたり、理事の全部又は一

部は、ビデオ会議システムその他同様の方法によ

り理事会に参加し、理事会付議事項について議決

権を行使できる。この場合、当該理事は、直接出

席したものとみなされる。 

 

第 39条（理事会の構成と招集） 

（４）理事会は、理事を、理事会に直接出席し

て議決権を行使させることに代わり、電話会議

により理事会に参加させ、議決権を行使させる

ことができる。この場合、当該理事は、直接出

席したものとみなされる。 

 

第 46条（執行役員） 

（１）会社は、理事会の決定事項及び経営上の重

要事項を執行するために、執行役員を置く。 

（２）執行役員は代表理事会長が任命する。但し、

理事会が定める主要職責に執行役員を任命する

場合は、理事会の承認を得なければならない。 

（３）執行役員は社長、副社長、専務理事、常務

理事により構成され、その給与及び成功報酬は、

理事会又は理事会より権限の委託を受けた代表

理事会長が定め、退職金は株主総会で承認された

理事退職金規程の社長、副社長、専務理事、常務

理事の退職金基準に準じる。 

（４）執行役員の業務分担は代表理事会長が定め

る。 

（５）執行役員の任期は２年以内とする。但し、

第 34条但書の規定は準用される。 

 

第 46条（未登録役員） 

（１）会社は、理事会の決定事項及び経営上の

重要事項を執行するために、未登録役員を置

く。 

（２）未登録役員は代表理事及び最高経営責任

者が任命する。但し、理事会が定める主要職責

に未登録役員を任命する場合は、理事会の承認

を得なければならない。 

（３）未登録役員は社長、副社長、専務理事、

常務理事により構成され、その給与及び成功報

酬は、理事会又は理事会より権限の委託を受け

た代表理事及び最高経営責任者が定め、退職金

は株主総会で承認された理事退職金規程の社

長、副社長、専務理事、常務理事の退職金基準

に準じる。 

（４）未登録役員の業務分担は代表理事及び最

高経営責任者が定める。 

（５）未登録役員の任期は２年以内とする。但

し、第 34条但書の規定は準用される。 
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第 49条（監査委員会の職務） 

（３）監査委員会は、その職務を遂行するために

必要なときは子会社に対して営業の報告を要求

することができる。この場合に子会社が遅滞なく

報告をしないとき又はその報告の内容を確認す

る必要があるときは、子会社の業務と資産状態を

調査することができる。 

（４）監査委員会は、決算財務諸表に対する監査

報告書を作成して、株主総会に報告する。 

（５）監査委員会は、会議の経過及び結論を記録

した議事録と監査の実施要領及びその結果を記

載した監査録を作成して記名捺印又は署名しな

ければならない。 

（６）監査委員会は必要なときに会社の費用で専

門家の諮問を受けることができる。 

 

第 49条（監査委員会の職務） 

（３）必要があると認めるときは、監査委員会

は、会議の議題及び会議の理由を特定した書面

による要求を議長を務める理事に提出するこ

とで理事会の招集を要求することができる。 

（４）監査委員会は、会議が本条第３項に基づ

く監査委員会の要求後即時に会議が招集され

ない場合、理事会を直接招集することができ

る。 

（５）監査委員会は、その職務を遂行するため

に必要なときは子会社に対して営業の報告を

要求することができる。この場合に子会社が遅

滞なく報告をしないとき又はその報告の内容

を確認する必要があるときは、子会社の業務と

資産状態を調査することができる。 

（６）監査委員会は、決算財務諸表に対する監

査報告書を作成して、株主総会に報告する。 

（７）監査委員会は、会議の経過及び結論を記

録した議事録と監査の実施要領及びその結果

を記載した監査録を作成して記名捺印又は署

名しなければならない。 

（８）監査委員会は必要なときに会社の費用で

専門家の諮問を受けることができる。 

 

第 53条（財務諸表などの提出、承認、公表） 

（１）代表理事は、毎決算期に諸勘定を決算した

後、貸借対照表、損益計算書、利益剰余金処分計

算書又は欠損金処理計算書（以下「財務諸表」と

いう）及びその付属明細書と営業報告書を作成し

て理事会の承認を得た後、定時株主総会会日の６

週間前までに監査委員会に提出しなければなら

ない。 

（２）監査委員会は、第１項の書類を受け取って

から４週間以内に監査報告書を作成して、代表理

事に提出しなければならない。 

（３）代表理事は、財務諸表を定時株主総会に提

出してその承認を求めなければならず、営業報告

第 53条（財務諸表などの提出、承認、公表） 

（１）代表理事は、毎決算期に諸勘定を決算し

た後、以下の書類及びその付属明細書を作成し

て理事会の承認を得た後、定時株主総会会日の

６週間前までに監査委員会に提出しなければ

ならない。 

１．貸借対照表 

２．損益計算書 

３．大統領命令により指定され理事会により決

定された書類 

４．連結財務諸表 

５．営業報告書 

（２）監査委員会は、第１項の書類を受け取っ
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書はその内容を報告しなければならない。 

（４）代表理事は、第３項による承認を得たとき

は、遅滞なく貸借対照表を公表しなければならな

い。 

 

てから各定時株主総会会日の１週間前までに

監査報告書を作成して、代表理事に提出しなけ

ればならない。 

（３）代表理事は、各定時株主総会会日の１週

間前から本条第１項１乃至４に規定の書類及

び本会社の監査報告書を本店で５年間、その謄

本を支店で３年間閲覧に供するものとする。 

（４）代表理事は、本条第１項１乃至４に規定

の書類を定時株主総会に提出してその承認を

求めなければならず、営業報告書はその内容を

報告しなければならない。 

（５）代表理事は、第４項による承認を得たと

きは、遅滞なく貸借対照表を公表しなければな

らない。 

 

第 54条（財務諸表などの備置） 

代表理事は、定時株主総会会日の１週間前から財

務諸表、営業報告書、監査報告書を本店に５年間、

その謄本を支店に３年間備え置かなければなら

ない。 

 

第 54条（財務諸表などの備置） 

（削除） 

第 55条（剰余金の処分） 

本会社の剰余金は、下記の順序でこれを処分す

る。但し、株主総会の決議により下記の各号以外

としても処分することができる。 

１．法定準備金：該当する会計年度に支払われた

現金配当額の１０分の１以上 

２．その他の法定積立金 

３．株主に対する配当金 

４．役員退職功労金 

５．任意積立金 

６．配当平均積立金その他利益剰余金処分額 

７．次期繰越し利益剰余金 

第 55条（剰余金の処分） 

本会社の剰余金は、下記の順序でこれを処分す

る。但し、株主総会の決議により下記の各号以

外としても処分することができる。 

１．法定準備金：該当する会計年度に支払われ

た現金配当額の１０分の１以上 

２．その他の法定積立金 

３．株主に対する配当金 

４．役員退職功労金 

５．任意積立金 

６．配当平均積立金その他利益剰余金処分額 

７．次期繰越し利益剰余金 
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第 56条（利益配当） 

（１）利益の配当は、金銭又は株式で行うことが

できる。 

（３）本会社は事業年度中に１回に限って 6月 30

日を基準に理事会の決議によって金銭で利益を

中間配当することができる。 

 

第 56条（利益配当） 

（１）利益の配当は、金銭、株式又はその他形

式の財産で行うことができる。 

（３）本会社は事業年度中に１回に限って 6月

30日を基準に理事会の決議によって金銭、株式

又はその他形式の財産で利益を中間配当する

ことができる。 

 

第 57条（株式償還） 

（１）会社は株主に対する利益配当として関係法

令で定める方法により、株式を償還することがで

きる。 

（２）償還の目的、償還する株式の種類及び償還

の時期と方法等利益消却に関する具体的事項は

関係法令上、他の定めがある場合を除いては、理

事会の決議で定める。 

 

第 57条（株式償還） 

会社は、理事会の決議により株主に対する利益

配当として関係法令で定める方法により、発行

済株式を買入消却することができる。 

 

 

（挿入） 付則（2012年３月 16日） 

本定款第 27条は、第 44期事業年度の定時株主

総会の決議により承認された日から効力を生

じるものとし、その他の改正条項は 2012 年４

月 15日から効力を生じるものとする。 
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3. 理事選任の承認 

 

（１） 社外理事の承認 

 

生年月日 

氏名 
推薦人 

主要略歴 

当社との直

近３年間の

取引内訳 

筆頭株主

との関係 
任期 

1945年７月４日 Han, 

Joon-Ho 理事候補推薦 

委員会 

株式会社三千里  

CEO兼会長（現在） 

無 無 ２年 

1947年８月 26日 Lee, 

Young-Sun 

 

理事候補推薦 

委員会 

翰林大学 学長（現在） 無 無 ２年 

1960年５月１日 Lee, 

Chang-Hee 理事候補推薦 

委員会 

ソウル大学法学部教授（現在） 無 無 ３年 

1954年１月 11日 James B. 

Bemowski 理事候補推薦 

委員会 

ドゥサン・コーポレーション 副会

長兼 CEO 

無 無 ３年 

 

 

（２） 監査委員会委員の承認 

 

生年月日 

氏名 推薦人 主要略歴 

当社との直

近３年間の

取引内訳 

筆頭株主

との関係 
任期 

1947年８月 26日 Lee, 

Young-Sun 理事候補推薦 

委員会 

翰林大学学長（現在） 無 無 ２年 

1960年５月１日 Lee, Chang 

Hee 理事候補推薦 

委員会 

ソウル大学法学部教授（現在） 無 無 ３年 
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（３） 社内理事の承認 

 

生年月日 

氏名 推薦人 主要略歴 

当社との直

近３年間の 

取引内訳 

筆頭株主

との関係 
任期 

1948年２月３日 Chung, 

Joon-Yang  

*CEO候補  

理事会 

会長兼 CEO 無 無 ３年 

1951年４月 13日 Park, 

Han-Yong 理事会 

代表理事 

副社長兼 CSO（チーフスタッフオ

フィサー） 

無 無 １年 

1953年１月 27日 Cho, Noi-Ha 

理事会 

副社長 

炭素鋼事業部長 

無 無 １年 

1958年３月 13日 Park, 

Ki-Hong 理事会 

専務理事 

発展及び投資部長 

無 無 ２年 

Kim, 

Joon-Sik 

1954年１月 11日 光陽製鉄所所長 無 無 ２年 

 

4. 理事報酬限度額の承認 

 

◉  第 45期(2012年)限度額：70億ウォン 

◉  第 44期(2011年)限度額：70億ウォン 

 

 

 

5. 故パク・テジュン名誉会長の功績に対する特別報酬支払い 

 

◉  特別報酬の金額：40億ウォン（税引前） 

20億ウォン（税引後） 

 

 

以上 


