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平成 20 年 2 月 18 日 

各  位 

会 社 名  株式会社ニッセンホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 片山 利雄 

（コード番号 8248 東証・大証第一部） 

問合せ先  執行役員 経営企画室長 脇田 珠樹 

Ｔ Ｅ Ｌ  075-682-2010 

 
 

（訂正）「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

当社は、平成20年2月18日開催の取締役会において、平成20年3月18日に開催予定の第38回定時株主総

会に付議する「定款一部変更の件」の内容を決議いたしました。なお、決議した内容において、平成20

年2月4日に開示した「定款一部変更に関するお知らせ」の内容に一部訂正がございますので、以下の通

りお知らせいたします。 

 

記 

 
１．訂正を要する箇所 

  2 ページ（別紙）「定款変更の内容」の変更案第 2 条、第 10 条及び第 11 条 

 

２．訂正の内容 

  ※訂正箇所には網掛けを付しております。 

 

【訂正前】 

現 行 定 款 変 更 案 

（目的） 

第 2 条        （省略） 

(1) 繊維製品・衣料・身の回り品の販売 

 

 

 

 

 

(2) 宝石・貴金属品の販売 

(3) 食料品・飲料品・酒類の販売 

(4) 医薬品の販売 

(5) 医療機器・医薬部外品・化粧品の製造・販売 

(6) 化学製品の販売 

(7) 家具・建具・什器・建築材料・日用雑貨品・事務用品・

事務用機器およびその付属品・書籍・雑誌の販売ならび

に出版業 

(8) 自動車・自動車部分品・自動車付属品・スポーツ用品・

玩具・娯楽用品・楽器の販売 

(9) 家庭用電気機器、映像音響機器およびソフトの販売 

 

 

(10) ペット・ペット用品・園芸用品・生花・種苗の販売 

(11) 前記各号の販売に係わる輸出入業 

（目的） 

第 2 条          （現行どおり） 

（1）衣料品、宝石・貴金属、食料品、飲料品、家具、建具、

什器、家庭用品、日用雑貨品、事務用品、電気機械器具、

娯楽用品、スポーツ用品、玩具、書籍、化粧品、動植物、

メディアコンテンツその他百貨の販売ならびにこれら

に関する物品の製造・加工・卸売・斡旋・輸出入および

賃貸 

（2）酒、塩、たばこ、米穀の販売 

（3）美術品、美術工芸品の販売 

（4）切手、収入印紙の販売 

（5）医薬品、医薬部外品、医療機器、肥料の販売 

（6）自動車、自動車の部分品および付属品の販売 

（7）広告業および出版・印刷業 

 

 

（8）広告代理業 

 

（9）コンピュータのネットワークシステム、ソフトウェアお

よび情報システムの企画、設計、開発、販売、保守なら

びにこれらのコンサルティング 

(10) 電話受信発信事務代行業 

(11) 各種事務代行業 
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(12) 前記各号の販売に伴う金融業務 

(13) 収入印紙・郵便切手の販売 

(14) 貸金業 

 

(15) 生命保険の募集に関する業務および損害保険代理業 

(16) 不動産の売買・仲介・賃貸・管理業務 

(17) 総合リース業および物品のレンタル業 

(18) 情報提供サービス業 

 

(19) 着付教室の経営、旅行業および旅行業者代理業、映画・

演劇・音楽・スポーツその他催事の主催およびチケット

の斡旋、生花・食料品・冠婚葬祭用贈答品・総合結婚式

場その他催事会場の斡旋 

(20) 第１種電気通信事業者が行う電話サービスの申込取次業

(21) 電話受信発信事務代行業、コンピュータおよびその関連

機器による情報処理事業 

(22) 陸海空複合運送事業およびその代理業、倉庫業、梱包業

 

(23) 輸出入手続きの事務代行業 

 

(24) 経営コンサルタント業 

(25) 通信販売業ならびに通信販売による受注・顧客管理・商

品管理・商品発送の代行 

(26) 飲食店業 

(27) 労働者派遣事業 

 

(28) 証券仲介業 

(29) 広告業 

(30) 生命保険業 

(31) 損害保険業 

(32) 会社の経理・人事・労務・庶務・総務に関する事務の代

行 

(33) 前各号に附帯関連する一切の事業 

 

(12) 各種情報提供および処理サービス業 

(13) エステティックサロン、文化教室等各種施設の経営 

(14) イベントの企画・運営に関する事業およびこれに附帯関

連する役務提供 

(15) 外国語の翻訳および通訳業 

(16) チケット販売等の委託取次業 

(17) 経営コンサルタント業 

(18) 一般労働者派遣業、特定労働者派遣業および有料職業紹

介業 

(19) 生命保険業 

 

 

 

(20) 損害保険業  

(21) 古物売買業 

 

(22) 不動産売買、賃貸、これらの代理または仲介ならびに鑑

定 

(23) 陸海空複合運送事業およびその代理業、倉庫業、検品業、

梱包業 

(24) 旅行業および旅行業者代理業 

(25) 飲食店業 

 

(26) 貸金業 

(27) 割賦販売法に基づく前払式特定取引業および割賦販売

業 

(28) 前各号に附帯関連する一切の事業 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単元未満株式の権利） 

第 10 条 当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、そ

の有する単元未満株式について、次に掲げる権利以

外の権利を行使することができない。 

(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 

(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける

権利 

(4) 次条に定める請求をする権利 

 

（新設） 

 

 

（単元未満株式の売渡請求） 

第 11 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り渡すことを請求することが

できる。ただし、譲渡すべき自己株式を保有してい

ないときはこの限りでない。 

 
【訂正後】 

現 行 定 款 変 更 案 

（目的） 

第 2 条        （省略） 

(1) 繊維製品・衣料・身の回り品の販売 

 

 

 

 

 

(2) 宝石・貴金属品の販売 

(3) 食料品・飲料品・酒類の販売 

(4) 医薬品の販売 

（目的） 

第 2 条          （現行どおり） 

（1）衣料品、宝石・貴金属、食料品、飲料品、家具、建具、

什器、家庭用品、日用雑貨品、事務用品、電気機械器具、

娯楽用品、スポーツ用品、玩具、書籍、化粧品、動植物、

メディアコンテンツその他百貨の販売ならびにこれら

に関する物品の製造・加工・卸売・斡旋・輸出入および

賃貸 

（2）酒、塩、たばこ、米穀の販売 

（3）美術品、美術工芸品の販売 

（4）切手、収入印紙の販売 
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以上 

 

(5) 医療機器・医薬部外品・化粧品の製造・販売 

(6) 化学製品の販売 

(7) 家具・建具・什器・建築材料・日用雑貨品・事務用品・

事務用機器およびその付属品・書籍・雑誌の販売ならび

に出版業 

(8) 自動車・自動車部分品・自動車付属品・スポーツ用品・

玩具・娯楽用品・楽器の販売 

(9) 家庭用電気機器、映像音響機器およびソフトの販売 

 

 

(10) ペット・ペット用品・園芸用品・生花・種苗の販売 

(11) 前記各号の販売に係わる輸出入業 

(12) 前記各号の販売に伴う金融業務 

(13) 収入印紙・郵便切手の販売 

(14) 貸金業 

 

(15) 生命保険の募集に関する業務および損害保険代理業 

(16) 不動産の売買・仲介・賃貸・管理業務 

(17) 総合リース業および物品のレンタル業 

(18) 情報提供サービス業 

 

(19) 着付教室の経営、旅行業および旅行業者代理業、映画・

演劇・音楽・スポーツその他催事の主催およびチケット

の斡旋、生花・食料品・冠婚葬祭用贈答品・総合結婚式

場その他催事会場の斡旋 

(20) 第１種電気通信事業者が行う電話サービスの申込取次

業 

(21) 電話受信発信事務代行業、コンピュータおよびその関連

機器による情報処理事業 

(22) 陸海空複合運送事業およびその代理業、倉庫業、梱包業

(23) 輸出入手続きの事務代行業 

 

(24) 経営コンサルタント業 

 

(25) 通信販売業ならびに通信販売による受注・顧客管理・商

品管理・商品発送の代行 

(26) 飲食店業 

(27) 労働者派遣事業 

(28) 証券仲介業 

 

(29) 広告業 

(30) 生命保険業 

(31) 損害保険業 

(32) 会社の経理・人事・労務・庶務・総務に関する事務の

代行 

(33) 前各号に附帯関連する一切の事業 

 

（5）医薬品、医薬部外品、医療機器、肥料の販売 

（6）自動車、自動車の部分品および付属品の販売 

（7）広告業および出版・印刷業 

 

 

（8）広告代理業 

 

（9）コンピュータのネットワークシステム、ソフトウェアお

よび情報システムの企画、設計、開発、販売、保守なら

びにこれらのコンサルティング 

(10) 電話受信発信事務代行業 

(11) 各種事務代行業 

(12) 各種情報提供および処理サービス業 

(13) エステティックサロン、文化教室等各種施設の経営 

(14) イベントの企画・運営に関する事業およびこれに附帯関

連する役務提供 

(15) 外国語の翻訳および通訳業 

(16) チケット販売等の委託取次業 

(17) 経営コンサルタント業 

(18) 一般労働者派遣業、特定労働者派遣業および有料職業紹

介業 

(19) 生命保険業 

 

 

 

(20) 損害保険業  

 

(21) 生命保険の募集に関する業務および損害保険代理業 

 

(22) 古物売買業 

(23) 不動産売買、賃貸、これらの代理または仲介ならびに管

理 

(24) 陸海空複合運送事業およびその代理業、倉庫業、検品業、

梱包業 

(25) 旅行業および旅行業者代理業 

 

(26) 飲食店業 

(27) 貸金業 

(28) 割賦販売法に基づく前払式特定取引業および割賦販売

業 

(29) 前各号に附帯関連する一切の事業 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 
（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単元未満株式の権利） 

第 10 条 当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、そ

の有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外

の権利を行使することができない。 

(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 

(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式および募集新株予

約権の割当てを受ける権利 

(4) 次条に定める請求をする権利 

 

（新設） 

 

（単元未満株式の売渡請求） 

第 11 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り渡すことを請求することがで

きる。ただし、売り渡すべき自己株式を保有していな

いときはこの限りでない。 


