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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 6 月 27 日

開催予定の第 60 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

（１）当社は、平成 20 年 10 月 1 日（予定）をもって、当社の「即席めん事業、チルド

食品事業、冷凍食品事業並びに総務部に係る事業（ただし、ガバナンス及び株式

関係に関する事業を除く。）、財務部に係る事業（ただし、株式売買、債券管理及

び運用並びに財務全般の戦略企画に関する事業を除く。）、人事部の給与計算及び

福利厚生に係る事業並びに情報システムに係る事業」を新設分割の方法により、

新たに設立する当社 100％子会社 4社にそれぞれ承継させ、これまでの事業会社

から持株会社（同日付で「日清食品ホールディングス株式会社」へ商号変更予定）

へ経営組織を変更いたします。 

これに伴い、現行定款第 1条（商号）及び第 2 条（目的）を変更しますが、この

変更については、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 60 期定時株主総会に付議さ

れる「新設分割計画承認の件」が承認されることを条件とし、併せて、平成 20

年 10 月 1 日に効力が発生する旨の付則を設けるものです。 

（２）現行定款第 13 条（株式取扱規則）規定の株式取扱規則に、株主提案権等の権利

行使は書面によるもの等、株主の権利行使に際しての手続要領を規定しておりま

すので、その旨を定款においても規定するものです。 



（３）その他、号番号表記の変更、字句の追加・修正、一部条文の「取締役会規程」へ

の移行等の整備を図るものです。 

 

２．定款変更の内容 

  変更の内容は、別紙記載のとおりです。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 27 日（金曜日） 

  定款変更の効力発生日      平成 20 年 6 月 27 日（金曜日） 

                  ただし、第 1条（商号）及び第 2条（目的）の

変更については、平成 20 年 6 月 27 日（金曜日）

開催予定の第 60 期定時株主総会に付議される

「新設分割計画承認の件」が承認されることを

条件とし、平成 20 年 10 月 1 日（水曜日）に効

力が発生するものとします。  

  

以 上 

 
 
 

※ この資料は、次の記者クラブに配布します。 

  兜倶楽部（東証）、大阪証券記者クラブ（大証） 

  農政記者クラブ、東京商工会議所記者クラブ、大阪商工記者クラブ  



（別紙） （下線部分は、変更部分を示します。）

（商　号） （商　号）

第1条 当会社の商号は、日清食品株式会社とし、英
文では、Nissin　Food　Products　Co.,Ltd.と表
示する。

第1条 当会社の商号は、日清食品ホールディングス
株式会社とし、英文では、NISSIN FOODS
HOLDINGS CO.,LTD.と表示する。

（目　的） （目　的）

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。

第2条 当会社は、次の事業を営むこと並びに次の事
業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外
国における組合に相当するものを含む。）、そ
の他これに準ずる事業体の株式又は持分を
所有することにより、当該会社等の事業活動
を支配・管理することを目的とする。

①食料品、飲料水、調味料、嗜好品、食糧類
の製造加工及び販売並びに酒類の販売

(1)（現行どおり）

②農畜産物、林産物及び水産物の生産、加
工及び販売

(2)（現行どおり）

③食品包装容器の製造販売 (3)（現行どおり）

④食品包装容器、飲料水容器等のリサイク
ルに関する研究開発及び装置の製造販売

(4)（現行どおり）

⑤食品産業の諸技術、安全衛生の確保及び
品質確保に関する調査、研究及び開発の成
果の販売並びに調査、研究及び分析評価の
受託業務

(5）（現行どおり）

⑥工業薬品、医薬品、動物用医薬品、医薬部
外品、化粧品、食品添加物、農薬、飼料及び
肥料の製造販売

(6)（現行どおり）

⑦医科用機械器具、歯科用機械器具、動物
用医療機械器具、医療材料及び歯科材料の
製造販売

(7)（現行どおり）

⑧一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車
運送業、貨物軽自動車運送業、貨物運送取
扱業、梱包業、通関業及び倉庫業

(8)一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車
運送業、貨物軽自動車運送業、貨物利用運
送業、梱包業、通関業及び倉庫業

⑨旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代
理業

(9)現行どおり）

⑩不動産及びレジャー産業の経営 (10)不動産の売買、仲介、賃貸及び管理に関
する業務

⑪ゴルフ場及びそれに関連する諸施設の経
営

(11)ゴルフ場その他レジャー産業及びそれに
関連する諸施設の経営

⑫劇場及びホールの経営並びに各種イベント
及び催し物に関する企画、立案及び実施の
業務

(12)（現行どおり）

⑬食堂の経営 (13)（現行どおり）

⑭広告宣伝事業に関する業務 (14)（現行どおり）

⑮有価証券の売買、保有及び運用の業務 (15)（現行どおり）
⑯金融業 (16)（現行どおり）

⑰新聞、雑誌及び書籍の出版及び販売に関
する業務

(17)（現行どおり）

現　行　定　款 変　更  案



現　行　定　款 変　更  案

⑱食品加工機械設備、空調設備機器（冷暖
房設備機器、換気扇等）、昇降装置（エレベー
ター、エスカレーター等）、冷凍庫、厨房機
器、ショーケース、事務機械器具、家庭用電
気機械器具、精密機械器具（顕微鏡、度量衡
器等）、自動販売機、輸送用機械器具（自動
車、航空機等）、通信機器（携帯電話、ファク
シミリ等）、玩具（人形、ゲーム盤等）、事務用
品（ボールペン、ノート等）、日用品雑貨（衣料
品、家具等）、調理器具、什器（瀬戸物、弁当
箱等）、煙草、宝石及び美術工芸品の売買、
レンタル及びリースの業務

(18)（現行どおり）

⑲工業所有権、著作権等の無体財産権、ノウ
ハウ、システムエンジニアリング、その他ソフ
トウエアの開発、取得及び利用の業務

(19)工業所有権、著作権等の無体財産権、ノ
ウハウ、システムエンジニアリング、その他ソ
フトウエアの開発、販売、取得及び利用の業
務

⑳食品に関する情報提供サービス業務 (20)（現行どおり）

 21 医療情報の提供、販売、斡旋 (21)（現行どおり）

 22 建設工事の企画、設計、監理、請負及びコ
ンサルタントの業務

(22)（現行どおり）

 23 コンビニエンス・ストア及びスーパー・ストア
の経営

(23)（現行どおり）

 24 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法
に基づく保険代理業及び生命保険媒介業

(24)（現行どおり）

(新設） (25)物品一時預り業 

(新設) (26)食品の冷凍業及び冷蔵業

(新設） (27)労働者派遣業

 25 前各号に附帯関連ある一切の事業 (28)前各号に付帯関連する一切の事業

（新設） 2 グループ会社に対する経営コンサルティング
業並びに 特許権、実用新案権、意匠権、商
標権、ノウハウ等の取得、維持、管理、利用
許諾及び譲渡の業務並びにこれらに付帯関
連する一切の事業

（株式取扱規則） （株式取扱規則）

第13条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料
は、法令又は本定款のほか、取締役会にお
いて定める株式取扱規則による。

第13条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料並
びに株主提案権その他株主権の行使手続き
は、法令又は本定款のほか、取締役会にお
いて定める株式取扱規則による。

（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役）

第27条 取締役会は、その決議によって、取締役会
長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締
役副社長、専務取締役、常務取締役各若干
名を選定することができる。

第27条 (現行どおり）

2 取締役会は、その決議によって役付取締役
の中より代表取締役を選定する。

2 (現行どおり）



現　行　定　款 変　更  案

3 取締役社長は、取締役会の決議を執行し、会
社の業務を統轄する。

（削除）

4 取締役社長に事故があるときは、取締役会に
おいてあらかじめ定めた順序に従い他の取締
役がこれを代理する。

（削除）

（任期） （任期）

第50条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結のときまでとする。

第50条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。

2 会計監査人は、前項の定時株主総会におい
て別段の決議がされなかったときは、当該
定時株主総会において再任されたものとみ
なす。

2 (現行どおり）

（事業年度） （事業年度）

第52条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3
月31日までとする。

第52条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3
月31日までの１年とする。

（新設） 付則 

第1条 第1条（商号）及び第2条（目的）の変更に
ついては、平成20年6月27日開催予定の第
60期定時株主総会に付議される「新設分割
計画承認の件」が承認されることを条件と
して、平成20年10月1日に効力が発生する
ものとする。

第2条 第1条（商号）及び第2条（目的）の変更の効力
が発生する平成20年10月1日に付則を削除
する。


