
 

                             
 

平成 21 年 2 月 24 日 

各      位 

会 社 名  光ビジネスフォーム株式会社 
代表者名  代表取締役社長 林 陽 一 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３９４８） 
問合せ先  
専務取締役総務部長 山内 政幸 
電話 ０３－３３４８－１４３２   

 

（訂正）定款変更内容の追加訂正に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 21 年 1 月 7 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 21 年 3 月 27
日開催予定の第 41 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、平成 21 年 1 月 7 日付で

変更の内容についてもお知らせいたしましたが、その後の精査において今般の変更目的に添って追加

して変更すべき箇所等が確認できましたので、追加して変更すべき箇所等を加えた上で、改めて変更

内容をお知らせいたします。 
 

記 
 
１． 前回開示分（平成21年1月7日開示）との相違点 

（別紙1）をご参照下さい。 
 

２． 追加して変更すべき箇所等を加えた変更内容 
（別紙2）をご参照下さい。 

 

以  上 

 



（別紙1）

（公告の方法） （公告の方法）

第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを
得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。

第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、電子公告を行なうことができない事故その他のやむ
を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。

（単元未満株式についての権利）

第８条 当会社の株主は、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。

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人）

第１１条 第１１条

３） 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）および新株予約権原簿の作成並びに備え置
きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会
社においては取扱わない。

３） 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿および新株予約権
原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備え置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株
主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

第２条 前条および本状は平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るも
のとする。

前回開示の変更案 今回の変更案

附　　則
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（別紙2）

（公告の方法） （公告の方法）

第５条 当会社の公告は日本経済新聞に掲載して行なう。 第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、電子公告を行なうことができない事故その他のやむ
を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。

（株券の発行）

第７条 当会社は、その株式に係る株券を発行する。

　以下繰り上げ

（単元株式数および単元未満株券の不発行） （単元株式数）

第８条 第７条

　　　 ２）　当会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる。

（単元未満株式についての権利） （単元未満株式についての権利）

第９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。

第８条 当会社の株主は、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。

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人）

第１２条 第１１条

３） 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の
作成並びに備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、こ
れを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

３） 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿および新株予約権
原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

（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および手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める
株式取扱規則による。

第１２条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規則による。

（基準日） （基準日）

第１４条 当会社は、毎年１２月３１日の株主名簿に記載または記録された株主をもって、定時株主総会にお
いて権利を行使することができる株主とする。

第１３条 当会社は、毎年１２月３１日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を
行使することができる株主とする。

（剰余金の配当） （剰余金の配当）

第３３条 当会社は、株主総会の決議により、期末配当を行なうことができる。 第３２条 当会社は、株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権
者に対し、期末配当を行なうことができる。

現　　　　　行 変　　更　　後

第１章　　総　　則 第１章　　総　　則

第２章　　株　　式 第２章　　株　　式

＜削　除＞

＜削　除＞

第３章　　株　主　総　会 第３章　　株　主　総　会

第６章　　計　　算 第６章　　計　　算

1



現　　　　　行 変　　更　　後

第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備え置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株
主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

第２条 前条および本状は平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るも
のとする。

昭和 45年 1月 26日　　　定時株主総会決議により改訂実施 昭和 45年 1月 26日　　　定時株主総会決議により改訂実施

〃   48年 2月 19日　　　臨時株主総会決議　　　 〃 〃   48年 2月 19日　　　臨時株主総会決議　　　 〃

〃　 50年 4月  9日　　　　　 　〃　　　　　　　 〃 〃　 50年 4月  9日　　　　　 　〃　　　　　　　 〃

〃　 50年 5月 12日　　　　　   〃　　　　　　　〃 〃　 50年 5月 12日　　　　　   〃　　　　　　　〃

〃　 57年 2月 20日　　　定時株主総会決議 　　　〃 〃　 57年 2月 20日　　　定時株主総会決議 　　　〃

〃　 62年 2月 23日　　　　　　〃　　　　　　　 〃 〃　 62年 2月 23日　　　　　　〃　　　　　　　 〃

〃　 63年 3月 26日　　　　　　〃               〃 〃　 63年 3月 26日　　　　　　〃               〃

平成  1年 3月 30日　　　　　　〃　　　　　　　 〃 平成  1年 3月 30日　　　　　　〃　　　　　　　 〃

〃　  4年 3月 27日　　　　　　〃               〃 〃　  4年 3月 27日　　　　　　〃               〃

〃　  6年 3月 30日　　　　　　〃　　　　　　　 〃 〃　  6年 3月 30日　　　　　　〃　　　　　　　 〃

〃　 14年 3月 28日　　　　　　〃               〃 〃　 14年 3月 28日　　　　　　〃               〃

〃　 15年 3月 28日　　　　　　〃　　　　　　　 〃 〃　 15年 3月 28日　　　　　　〃　　　　　　　 〃

〃　 17年 3月 30日　　　　　　〃               〃 〃　 17年 3月 30日　　　　　　〃               〃

〃　 19年 3月 29日　　　　　　〃　　　　　　　 〃 〃　 19年 3月 29日　　　　　　〃　　　　　　　 〃

〃　 21年 3月 27日　　　　　　〃　　　　　　　 〃

＜新　設＞ 附　　則

改訂履歴 改訂履歴
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