
 

平成21年4月28日 

各    位 

 

会 社 名  北海道電力株式会社 

代表者名  取締役社長    佐藤  佳孝 

（コード番号9509 東証第1部，大証第1部，札証） 

問合せ先  法務・企業行動室 

株式グループリーダー  竹田 保史 

（電話  011-251-1111） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は，平成21年4月28日開催の取締役会において，定款の一部変更の件に関し，平成21年     

6月26日開催予定の第85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，下記のとおり

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

(1) 当社グループ全体での資金効率の向上を目的として，当社が子会社に対し金銭の貸付を行

うキャッシュ・マネジメント・サービスを実施することに伴い，現行定款第2条（目的）に

事業目的を追加するものであります。 

(2) 株主さまへのサービス拡充の観点から，単元未満株式の買増制度を導入するため，変更案

第8条（単元未満株式の買増）を新設するものであります。 

(3)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改

正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日をもって施行され，上場会社の株券

が一斉に電子化されたこと（いわゆる「株券の電子化」）に伴い，次のとおり変更するもの

であります。 

ａ．定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされる現行定款第8条（株券

の発行及び単元未満株券の不発行）第1項並びにこの取り扱いにより無効な規定となっ

た同第8条第2項及び第9条（株券の種類）を削除するものであります。 

ｂ．「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和59年法律第30号）が廃止されたことに

伴い，現行定款第11条（株主名簿管理人）第3項の実質株主名簿に係る規定及び同第12

条（株主の氏名，住所等の届出）第1項の実質株主に係る規定を削除するものでありま

す。また，同第12条については，印鑑届出の制度が実務上廃止されたことなどに伴い，

実質株主に係る規定を含む全文を削除するものであります。 

ｃ．株式の名義書換や株主権の行使の手続きに関する取り扱いを定める現行定款第13条

（株式に関する取り扱い等）について，株式の名義書換に係る規定を削除し条文の表現



 

を変更するとともに，表題を（株式取扱規程）に変更するものであります。 

ｄ．現行定款第11条（株主名簿管理人）第3項の株券喪失登録簿に係る規定は平成22年     

1月6日をもって失効することから，当該規定を削除するとともに，廃止までの間の経過

措置について変更案附則第1条及び第2条に所要の規定を設けるものであります。 

(4) その他，上記変更に伴う表現の変更，条数の繰り上げなど，所要の変更を行うものであり

ます。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は，別紙のとおりであります。 

 

３．日  程 

定款変更のための定時株主総会開催日    平成21年6月26日（金） 

定款変更の効力発生日                  平成21年6月26日（金） 

以 上  



 

【定款変更の内容】 

（下線は変更部分） 

現  行  定  款 変   更   案 

第１章 総 則 

 

第１章 総 則 

（目 的） 

第２条 本会社は，次の事業を営むことを目的

とする。 

 

(1) 電気事業 

(2) 電気機械器具の製造，修理，販

売及び賃貸 

(3) 蒸気，温水などによる熱供給事

業 

(4) 不動産の売買，賃貸及び管理 

(5) 情報処理，情報提供サービス事

業及び電気通信事業法に定める電

気通信事業 

(6) 石炭灰などの電力副産物及びそ

れを原材料とする製品の製造，販

売 

(7) 建設工事の調査，設計及び施工

監理 

（新  設） 

(8) 前各号に関するコンサルティン

グ及びエンジニアリング 

(9) 前各号に附帯関連する事業 

 

（目 的） 

第２条 本会社は，次の事業を営むことを目的

とする。 

 

(1) 

(2) 

  

(3) 

 

(4)      （現行どおり） 

(5)  

 

 

(6) 

 

 

(7) 

 

(8)  金銭の貸付 

(9) 前各号に関するコンサルティン

グ及びエンジニアリング 

(10) 前各号に附帯関連する事業 

 

第２章 株 式 

 

第２章 株 式 

（株券の発行及び単元未満株券の不発行） 

第８条 本会社は，株式に係る株券を発行す

る。 

２ 本会社は，前項の規定にかかわらず,単元

未満株式に係る株券を発行しない。ただし，

本会社が株主のために必要と認めるときは，

この限りでない。 

 

 

（削  除） 

 

（新  設） 

（単元未満株式の買増） 

第８条 株主は，取締役会において定める株式

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本会社に請求

することができる。 

 

（株券の種類） 

第９条 本会社の発行する株券の種類は，本会

社の定めるところによる。 

 

 

（削  除） 

 

別   紙



 

現  行  定  款 変   更   案 

 

第10条 （条文省略） 

 

 

第９条 （現行どおり） 

（株主名簿管理人） 

第11条 本会社は，株主名簿管理人を置く。 

２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は，

取締役会の決議によって定め，これを公告す

る。 

３ 本会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。），新株予約権原簿，株券喪失登

録簿の作成及び備え置き並びに株主名簿，新

株予約権原簿，株券喪失登録簿に関するその

他の事務は，これを株主名簿管理人に委託す

る。 

 

（株主名簿管理人） 

第10条 （現行どおり） 

２     （現行どおり） 

 

 

３ 本会社の株主名簿，新株予約権原簿の作成

及び備え置き並びに株主名簿，新株予約権原

簿に関するその他の事務は，これを株主名簿

管理人に委託し，本会社においては取り扱わ

ない。 

 

（株主の氏名，住所等の届出） 

第12条 株主（実質株主を含む。以下同じ。），

質権者又はその法定代理人は，その氏名，住

所及び印鑑（署名の習慣ある外国人は署名を

もって印鑑に代えることができる。）を本会

社所定の株主名簿管理人に届け出るものと

する。その変更があったときも又同様であ

る。 

２ 外国に居住する株主，質権者又はその法定

代理人は，日本国内に仮住所又は代理人を定

めて本会社所定の株主名簿管理人に届け出

るものとする。その変更があったときも又同

様である。 

３ 第１項の規定は，前項の代理人に準用す

る。 

 

 

（削  除） 

 

（株式に関する取り扱い等） 

第13条 株式の名義書換，諸届その他の株式に

関する取り扱い及び手数料並びに株主権の

行使の手続きに関する取り扱いは，法令又は

定款の定めによるほか，取締役会において定

める株式取扱規程による。 

 

（株式取扱規程） 

第11条 株主権行使の手続き，株式に関する取

り扱い及び手数料については，法令又は定款

の定めによるほか，取締役会において定める

株式取扱規程による。 

（基準日） 

第14条 本会社は，毎事業年度末日現在の株主

名簿に記載又は記録された 終の株主をも

って，その事業年度に関する定時株主総会に

おいて議決権を行使することができる株主

とする。 

２ 前項その他定款に定めがある場合のほか，

必要があるときは，あらかじめ公告の上，一

定の日現在の株主名簿に記載又は記録され

た株主又は質権者をもって，その権利を行使

することができる株主又は質権者とする。 

（基準日） 

第12条 本会社は，毎事業年度末日現在の株主

名簿に記録された 終の株主をもって，その

事業年度に関する定時株主総会において議

決権を行使することができる株主とする。 

 

２ 前項その他定款に定めがある場合のほか，

必要があるときは，あらかじめ公告の上，一

定の日現在の株主名簿に記録された株主又

は質権者をもって，その権利を行使すること

ができる株主又は質権者とする。 



 

現  行  定  款 変   更   案 

第３章 株主総会 

 

第３章 株主総会 

第15条 

｜       （条文省略） 

第20条 

 

第13条 

｜       （現行どおり） 

第18条 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

第４章 取締役及び取締役会 

第21条 

｜       （条文省略） 

第30条 

 

第19条 

｜       （現行どおり） 

第28条 

 

（会 長） 

第31条 取締役会は，その決議によって会長１

名を選定することができる。 

２ 会長は本会社を代表し，取締役会の決議に

基づき，本会社の業務を総理する。 

３ 会長を選定した場合には，社長は会長を補

佐し，本会社の業務執行を統括する。この場

合には，第15条，第16条，第24条及び第25

条中「社長」とあるのは「会長」と読み替え

るものとする。 

 

（会 長） 

第29条 （現行どおり） 

 

２     （現行どおり） 

 

３ 会長を選定した場合には，社長は会長を補

佐し，本会社の業務執行を統括する。この場

合には，第13条，第14条，第22条及び第23

条中「社長」とあるのは「会長」と読み替え

るものとする。 

第32条 （条文省略） 第30条 （現行どおり） 

 

第５章 監査役及び監査役会 

第６章 会計監査人 

 

第５章 監査役及び監査役会 

第６章 会計監査人 

第33条 

｜       （条文省略） 

第42条 

 

第31条 

｜       （現行どおり） 

第40条 

 

第７章 計 算 

 

第７章 計 算 

第43条 (条文省略) 

 

第41条 （現行どおり） 

（期末配当） 

第44条 本会社は，株主総会の決議によって，

毎事業年度末日現在の株主名簿に記載又は

記録された 終の株主又は質権者に対し，剰

余金の配当をするものとする。 

 

（期末配当） 

第42条 本会社は，株主総会の決議によって，

毎事業年度末日現在の株主名簿に記録され

た 終の株主又は質権者に対し，剰余金の配

当をするものとする。 

（中間配当） 

第45条 本会社は，取締役会の決議によって，

毎年９月30日現在の株主名簿に記載又は記

録された 終の株主又は質権者に対し，会社

法第454条第５項の規定に基づき，剰余金の

配当をすることができる。 

 

（中間配当） 

第43条 本会社は，取締役会の決議によって，

毎年９月30日現在の株主名簿に記録された

終の株主又は質権者に対し，会社法第454

条第５項の規定に基づき，剰余金の配当をす

ることができる。 



 

現  行  定  款 変   更   案 

 

第46条 （条文省略） 

 

 

第44条 （現行どおり） 

 

 

（新  設） 

 

 

 

 

（新  設） 

附  則 

第１条  本会社の株券喪失登録簿の作成及び

備え置き並びに株券喪失登録簿に関するそ

の他の事務は，これを株主名簿管理人に委託

し，本会社においては取り扱わない。 

 

第２条  前条及び本条の規定は，平成22年１月

６日をもって削除する。 

 

 


