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定款一部変更に関するお知らせ 

  当社は，平成21年４月30日開催の取締役会において，「定款一部変更の件」を平成21

年６月 26日開催の第 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．定款変更の目的 

（１）「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日に施行され，当社株
式は同日付をもって株式振替制度に移行しました（いわゆる株券の電子化）。これに伴

い，株券を発行する旨の規定は廃止する定款変更決議をしたものとみなされているた

め，同規定を削除するとともに株式振替制度の実施に伴い不要となった用語の削除な

どについて所要の変更を行うものであります。 
（２）公告の利便性向上および効率化の観点から電子公告を導入するものであります。 

 

２．定款変更の内容  

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日 平成21年６月26日 

  定款変更の効力発生日      平成21年６月26日 

  以 上  



（下線は変更部分） 
現 行 定 款 変  更  案 

第１章 総  則 

（公告方法） 

第５条 本会社の公告は，広島市において発行

する中國新聞に掲載して行う。 

第１章 総  則 

（公告方法） 

第５条 本会社の公告は，電子公告により行

う。ただし，事故その他やむを得ない事由に

よって電子公告による公告を行うことがで

きない場合は，広島市において発行する中國

新聞に掲載して行う。 

第２章 株  式 

（株券の発行） 

第７条 本会社は，株式に係る株券を発行す

る。 

第２章 株  式 

 

＜削 除＞ 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第８条 本会社の単元株式数は，100株とする。 

２ 本会社は，前条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，

株式取扱規程に定めるところについてはこ

の限りでない。 

（単元株式数） 

第７条 ＜第１項 現行どおり＞ 

＜第２項 削 除＞ 

（単元未満株式についての権利） 

第９条 本会社の株主（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）株主の有する株式数に応じて募集株式の

割当ておよび募集新株予約権の割当てを受

ける権利 

（3）次条に定める請求をする権利 

（単元未満株式についての権利） 

第８条 本会社の株主は，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。 

（1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

（2）株主の有する株式数に応じて募集株式の

割当ておよび募集新株予約権の割当てを受

ける権利 

（3）次条に定める請求をする権利 

第10条～第11条 ＜省 略＞ 第９条～第10条 ＜現行どおり＞ 

（株主名簿管理人） 

第12条 本会社は，株主名簿管理人をおく。 

２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所

は，取締役会の決議をもって定め，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。），新株予約権原簿および株券喪失

登録簿の作成ならびに備置きその他の株主

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取

り扱わせる。 

（株主名簿管理人） 

第11条 ＜第１項 現行どおり＞ 

＜第２項 現行どおり＞ 

 

 

３ 本会社の株主名簿および新株予約権原簿

の作成ならびに備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

株主名簿管理人に取り扱わせる。 

（株主の氏名・住所等の届出） 

第 13条 株主・登録株式質権者またはその法

定代理人は，その氏名・住所および印鑑（署

名の慣習のある外国人は署名鑑）を本会社所

（株主の氏名・住所等の届出） 

第 12条 株主・登録株式質権者またはその法

定代理人は，その氏名・住所を本会社所定の

株主名簿管理人に届け出るものとする。その

別紙 



現 行 定 款 変  更  案 

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また同様とする。 

２ 外国に居住する株主・登録株式質権者また

はその法定代理人は，日本国内に仮住所また

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

たときもまた同様とする。 

３ 第１項の規定は，前項の代理人に準用する。 

変更があったときもまた同様とする。 

 

＜第２項 現行どおり＞ 

 

 

 

 

＜第３項 現行どおり＞ 

第14条 ＜省 略＞ 第13条 ＜現行どおり＞ 

第３章 株主総会 

第15条 ＜省 略＞ 

第３章 株主総会 

第14条 ＜現行どおり＞ 

（定時株主総会の基準日） 

第16条 本会社は，毎年３月31日現在の株主

名簿に記載または記録された最終の株主を

もって，その事業年度に関する定時株主総会

において権利を行使することができる株主

とする。 

（定時株主総会の基準日） 

第15条 本会社は，毎年３月31日現在の株主

名簿に記録された最終の株主をもって，その

事業年度に関する定時株主総会において権

利を行使することができる株主とする。 

第17条～第21条 ＜省 略＞ 第16条～第20条 ＜現行どおり＞ 

第４章 取締役および取締役会 

第22条～第34条 ＜省 略＞ 

第４章 取締役および取締役会 

第21条～第33条 ＜現行どおり＞ 

第５章 監査役および監査役会 

第35条～第43条 ＜省 略＞ 

第５章 監査役および監査役会 

第34条～第42条 ＜現行どおり＞ 

第６章 計  算 

第44条 ＜省 略＞ 

第６章 計  算 

第43条 ＜現行どおり＞ 

（期末配当） 

第 45条 本会社は，株主総会の決議により，

３月 31日現在の株主名簿に記載または記録

された最終の株主または登録株式質権者に

対し，期末配当をすることができる。 

（期末配当） 

第 44条 本会社は，株主総会の決議により，

３月 31日現在の株主名簿に記録された最終

の株主または登録株式質権者に対し，期末配

当をすることができる。 

（中間配当） 

第 46条 本会社は，取締役会の決議により，

９月 30日現在の株主名簿に記載または記録

された最終の株主または登録株式質権者に

対し，中間配当をすることができる。 

（中間配当） 

第 45条 本会社は，取締役会の決議により，

９月 30日現在の株主名簿に記録された最終

の株主または登録株式質権者に対し，中間配

当をすることができる。 

第47条 ＜省 略＞ 第46条 ＜現行どおり＞ 

 

＜新 設＞ 

附  則 

  本会社の株券喪失登録簿の作成および備

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取り扱わせる。 

なお，本附則は，平成 22年１月５日まで

有効とし，平成 22年１月６日をもって削除

する。 

 


