
 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 

ストレージネットワーキング・インダストリ・アソシエーション日本支部 

定款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

  



定   款 

 

 

   第１章  総  則 

（名 称） 

第１条 当法人は、一般社団法人ストレージネットワーキング・インダストリ・

アソシエーション日本支部と称し、英文ではＳｔｏｒａｇｅ Ｎｅｔｗ

ｏｒｋｉｎｇ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ Ｊａｐａ

ｎ Ｆｏｒｕｍ（略称：ＳＮＩＡ-Ｊ）と表記する。 

（目 的） 

第２条 当法人は、国際業界団体ストレージネットワーキング・インダストリ・

アソシエーション（Ｓｔｏｒａｇｅ Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ Ｉｎｄｕ

ｓｔｒｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ、略称：ＳＮＩＡ、以下ＳＮＩＡと

いう）の日本支部として、日本国内におけるストレージネットワーキン

グの普及促進に寄与することを目的とする。 

（事業）  

第３条 当法人は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。 

   １、国内外のストレージネットワーキングに関する情報提供及び展示会・ 

     セミナーの開催 

   ２、ストレージネットワーキング技術動向の把握及び周知 

   ３、日本国内の市場動向及び顧客ニーズについての調査・検討及び報告 

   ４、その他本法人の目的を達成するために必要な事業 

（主たる事務所の所在地） 

第４条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 

（公告方法） 

第５条 当法人の公告方法は、官報に掲載してする。 

（機 関） 

第６条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監

事を置く。 

 

 

 

 

 

  



   第２章  会 員 

（種 別） 

第７条 当法人の会員は、次の５種とし、正会員をもって一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律（以下「法人法」とする。）上の社員とする。 

１、正会員  当法人の目的及び事業に賛同し入会した者であり1個の議決

権をもつ 

２、賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者 

３、分科会会員 当法人の分科会活動を援助するために入会した者 

４、個人会員 当法人の事業を援助するために入会した個人 

５、特別会員 当法人の事業に賛同する者 

（入 会） 

第８条 当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会

の申込をし、理事会の承認を得なければならない。 

  ② 正会員、賛助会員、分科会会員及び個人会員は、当法人の活動に協力

するとともに、理事会が別に定めるところに従って、所定の会費を納め

なければならない 

（会員名簿） 

第９条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人

の主たる事務所に備え置くものとする。 

  ② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は

会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。 

（退 会） 

第１0条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。 

   １ 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、３か月前にす

るものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会する

ことができる。 

   ２ 死亡または解散 

   ３ 総正会員の同意 

   ４ 除名 

    

  ② 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、総会の決議によってす

ることができる。この場合は、法人法第３０条及び第４９条第２項第１

号の定めるところによるものとする。 

  ③ 会員は、退会又は除名された後は、第７条に定める会員としての権利

を失い、退会又は除名の前に納入した会費等について何ら請求すること

はできない。  



   第３章  総会 

（構成） 

第11条 当法人の総会は第７条の正会員をもって構成する。 

  ２ 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 

（招 集） 

第12条 当法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内に招集し、

臨時総会は、必要に応じて招集する。 

  ② 総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基

づき代表理事たる会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があ

るときは、副会長がこれを招集する。 

  ③ 総会を招集するには、会日より１週間前までに、正会員に対して招集

通知を発するものとする。 

（招集手続の省略） 

第13条 総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催する

ことができる。 

（議 長） 

第14条 総会の議長は、代表理事たる会長がこれに当たる。ただし、会長に事

故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。 

（決議の方法） 

第15条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会

員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議

決権の３分の２以上の賛成をもって行う。 

（総会の決議の省略） 

第16条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があっ

た場合において、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録によっ

て同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議が

あったものとみなす。 

（議決権の代理行使） 

第17条 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この

場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証する書面を当法

人に提出しなければならない。ただし、この場合には、総会ごとに代理

権を証する書面を提出しなければならない。 

 

 

 

 



（書面による決議） 

第18条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、

法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を当法人に提

出して行う。 

  ② 前項の規定により議決権を行使する場合は、当該会員は出席したもの

とみなす。 

（総会議事録） 

第19条 総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、

１０年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。 

  ② 前項の議事録には、議長及び出席した会員（代理人を含む）の中から

その会議において選任された議事録署名人２名以上が記名押印しなけれ

ばならない。  

 

 

   第４章  理事、監事及び代表理事 

（理事及び監事の員数） 

第20条 当法人に次の理事及び監事を置く。 

    （１）理事 ３名以上９名以内 

    （２）監事 １名以上３名以内 

（理事及び監事の資格） 

第21条 当法人の理事及び監事は、当法人の正会員または正会員に属する個人

の中から選任する。 

  ② 前項の規定にかかわらず、総正会員の議決権の３分の２以上の賛成を

もって、正会員以外の者から選任することを妨げない。 

（理事及び監事の選任の方法） 

第22条 当法人の理事及び監事の選任は、総会において総正会員の議決権の過

半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の３分の２

以上の賛成をもって行う。 

（代表理事） 

第23条 当法人に会長１人、副会長１人以上を置き、理事会において議決権に

加わることのできる理事の過半数をもって選定する。 

  ② 会長は、法人法上の代表理事とする。 

  ③ 会長は、当法人を代表し会務を総理する。 

  ④ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、

会長が欠けたときはその職務を行う。 

  



（理事及び監事の任期） 

第24条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時総会の終結の時までとする。 

  ② 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時総会の終結の時までとする。 

  ③ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期

は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 

  ④ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間

と同一とする。 

 

 

   第５章  理事会 

（招 集） 

第25条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の１週間前までに各理事及び各

監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合には

これを短縮することができる。 

  ② 会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。 

（招集手続の省略） 

第26条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ず

に開催することができる。 

（議 長） 

第27条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは

支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。 

（理事会の決議） 

第28条 理事は１個の議決権をもち、理事会の決議は、議決に加わることがで

きる理事の過半数が出席し、その３分の２以上の賛成をもって行う。 

（理事会の決議の省略） 

第29条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合におい

て、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電

磁的記録等により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案に異議を

述べた場合を除く。）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。 

（理事会議事録） 

第30条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成

し、出席した理事及び監事2名がこれに署名又は記名押印し、１０年間主

たる事務所に備え置くものとする。 



    第６章  計  算 

（事業年度） 

第31条 当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（計算書類等の定時総会への提出等） 

第32条 代表理事は、毎事業年度、法人法第１２４条第１項の監査を受け、か

つ同条第３項の理事会の承認を受けた計算書類（貸借対照表及び損益計

算書）及び事業報告書を定時総会に提出しなければならない。 

  ② 前項の場合、計算書類については総会の承認を受け、事業報告書につ

いては理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。 

（計算書類等の備置き） 

第33条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

並びにこれらの附属明細書（監事の監査報告書を含む。）を、定時総会の

日の２週間前の日から５年間、主たる事務所に備え置くものとする。 

 

 

    第 7 章 雑 則 

（定款の変更） 

第34条 本定款の変更は、理事会の決議を得た後、総会において総正会員の３ 

   分の２以上が出席し、総正会員の議決権の３分の２以上にあたる多数に 

   よる賛成により行う。 

（解散） 

第35条 本法人は、総会において総正会員の３分の２以上が出席し、総正会員 

   の議決権の３分の２以上にあたる多数による賛成により解散することが 

   できる。 

  2． 本会が解散した場合の残余財産の処分については、総会の決議による 

   ものとするが残余財産の分配は行わない。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   第8章  附  則 

（設立時社員の氏名及び住所） 

第36条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。 

    設立時社員 神奈川県厚木市厚木町６番１－８０７号 

          堀本 徹 

    設立時社員  東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２９番１４－３０４号 

秋山 宏一 

    設立時社員 横浜市緑区長津田四丁目２０番D―１００４号 

藤巻 秀明 

    設立時社員 東京都小金井市本町五丁目１４番１４－５０２号 

          藤和シティホームズ武蔵小金井駅前 

親泊 肇     

（最初の事業年度） 

第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成２７年３月３１

日までとする。 

（定款に定めのない事項） 

第38条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の

定めるところによる。 

 

 以上、一般社団法人ストレージネットワーキング・インダストリ・アソシエ

ーション日本支部を設立のため、設立時社員堀本徹外３名の定款作成代理人で

ある司法書士星川 亮は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。 

 

   平成２６年２月２０日 

 

     設立時社員  堀本 徹 

             

     設立時社員  秋山 宏一 

             

     設立時社員  藤巻 秀明 

             

     設立時社員  親泊 肇 

 

      上記設立時社員 ４名の定款作成代理人 

        東京都港区南青山二丁目２番１５号 

        司法書士 星川 亮 


