
 

平成 18 年 11 月 14 日 

各  位 

会 社 名  武 藤 工 業 株 式 会 社             
代表者名  取締役社長   加賀 市喜 
（コード番号 ７９９９ 東証第１部） 
問合せ先  経営企画本部長 井上 泰秀 
（TEL．０３－５４８６－１１１１） 

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 11 月 14 日開催の取締役会において、平成 18 年 12 月 20 日開催予定の

当社臨時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし

ます。 
 

記 
 

１．変更の理由 

会社分割の手法により持株会社体制へ移行するに伴い、第１条（商号）の変更を行う

ものであります。第２条（事業目的）につきましては、グループ各社の事業目的を当社

の事業目的に加える変更を行うものであります。また、その他の条項につきましては形

式的な字句の修正を行うものであります。 

ただし、本件は、臨時株主総会において第１号議案「分割計画書承認の件」が承認可

決されることを条件として、平成19年４月１日に効力が生じるものといたします。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します） 
現 行 定 款 変 更 案 

（商号） （商号） 

第１条 当会社は、武藤工業株式会社と称

し、英文では 

MUTOH INDUSTRIES LTD. 
と表示する。 

第１条 当会社は、ＭＵＴＯＨホールディ

ングス株式会社と称し、英文では

MUTOH HOLDINGS CO., LTD.
と表示する。 

（事業目的） （事業目的） 

第２条 当会社は、下記事業を営むことを

目的とする。 

第２条 当会社は、下記事業を営むことを

目的とする。 

（新設） 

 

１  次の事業を目的とした会社および

これに相当する事業を目的とした

外国会社の株式を所有することに

よる当該会社の事業活動の支配お

よび管理 

(1) 設計製図機器および関連什器備

品の製造ならびに販売 

(1) 設計製図機器および関連什器備

品の製造、販売ならびに輸出入

Nishijima
画像



現 行 定 款 変 更 案 

(2) 情報処理機器およびソフトウェ

アの企画、開発、製造ならびに

販売 

(2) 情報処理機器およびソフトウェ

アの企画、設計、開発、製造な

らびに販売 

（新設） 

 

(3)  情報処理機器および設計製図機

器の据付、保守ならびに部品、

消耗品の販売 

（新設） (4) コンピュータおよび周辺機器の

開発、設計、製造、販売、運用

管理、コンサルティング 

（新設） (5) 工作機械、通信機器、文具、事

務用機器およびこれらの部品の

製造、販売、リースならびにレ

ンタル 

（新設） (6) メカトロニクスにかかわる機

器、システムならびにソフトウ

ェアの開発、設計、製造および

販売 

（新設） (7) 電子機器の設計、製造、販売、

リースならびに新製品の開発 

(3) 労働者派遣事業 (8) 一般労働者派遣事業および特定

労働者派遣事業 

(4) 計測器および計量法による機器

の製造ならびに販売 

(9) 計測器および計量法にかかる計

量器の製造ならびに販売 

(5) 健康産業機器の製造ならびに販

売 

(10) 健康機器の輸出入、製造および

販売 

(6) 蒸留水および蒸留水製造機器の

製造ならびに販売 

(11) 蒸留水および蒸留水製造機器の

製造ならびに販売 

(7) 画像処理機器の製造ならびに販

売 

(12) 画像処理機器の製造および販売

(8) 情報処理および情報提供サービ

スに関する業務 

(13) 情報処理および情報提供サービ

スに関する業務 

(9) 各種出版物、映像ソフトおよび

音楽ソフトの製造ならびに販売

(14) 各種出版物、映像ソフトおよび

音楽ソフトの製造ならびに販

売、レンタル 

(10)  前各号記載品目の賃貸、サービ

スならびに保守管理 

(15) 前各項記載品目の賃貸、サービ

スおよび保守管理 

(11) 損害保険の代理業および生命保

険の募集に関する業務 

(16) 損害保険および自動車損害賠償

保障法に基づく保険の代理業、

ならびに生命保険の募集に関す

る業務 

（新設） (17) 各種写真の撮影、現像、焼付、

引伸、複写に関する業務および

フィルム、印画紙等写真材料の

販売 

（新設） (18) 日用品雑貨、インテリア用品お

よび靴下を含むアパレル製品の

輸入ならびに販売 

（新設） (19) 広告宣伝に関する業務 

(12) 飲食店の経営 (20) 飲食店の経営 



現 行 定 款 変 更 案 

(13) 前各号に付帯関連する一切の業

務 

（削除） 

（新設） ２ 前項各号に関連する市場調査、研究

開発、経営に関するコンサルティ

ングならびに知的財産権（著作権、

特許権、実用新案権等）の取得、

実施、使用、利用許諾、維持およ

び管理 

（新設） ３ 不動産の売買・交換・賃貸借および

その仲介ならびに所有・管理およ

び利用 

（新設） ４ 金融業 

（新設） ５ 第１項各号および前各項の事業に

付帯または関連する一切の事業そ

の他前各項の目的を達成するため

に必要な事業 

第３条～第11条 （省略） 第３条～第11条 （現行どおり） 

（単元未満株式の買増し） （単元未満株式の買増し） 

第12条 当会社の株主は、株式取扱規定に

定めるところにより、その有する

単元未満株式の数と併せて単元株

式数となる数の株式を売渡すこと

を請求することができる。 

第12条 当会社の株主は、株式取扱規程に

定めるところにより、その有する

単元未満株式の数と併せて単元株

式数となる数の株式を売渡すこと

を請求することができる。 

（株式取扱規定） （株式取扱規程） 

第13条 当会社の株式に関する取扱いおよ

び手数料は、法令または本定款の

ほか、取締役会で定める株式取扱

規定による。 

第13条 当会社の株式に関する取扱いおよ

び手数料は、法令または本定款の

ほか、取締役会で定める株式取扱

規程による。 

第14条～第30条 （省略） 第14条～第30条 （現行どおり） 

（取締役会規定） （取締役会規程） 

第31条 取締役会の運営に関する規定は、

取締役会の定める取締役会規定に

よる。 

第31条 取締役会の運営に関する事項は、

取締役会の定める取締役会規程に

よる。 

第32条     （省略） 第32条 （現行どおり） 

（執行役員） （執行役員） 

第33条     （省略） 第33条 （現行どおり） 

２ 執行役員に関しては、取締役会が

決定する執行役員規定において定

める。 

２ 執行役員に関しては、取締役会が

決定する執行役員規程において定

める。 

第34条～第41条 （省略） 第34条～第41条 （現行どおり） 

（監査役会規定） （監査役会規程） 

第42条 監査役会の運営に関する規定は、

監査役会の定める監査役会規定に

よる。 

第42条 監査役会の運営に関する事項は、

監査役会の定める監査役会規程に

よる。 

第43条～第48条 （省略） 第43条～第48条 （現行どおり） 

 

以  上 


