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平成 21 年 5 月 13 日

各　　　位

会　社　名 三 谷 産 業 株 式 会 社

　 代表取締役社長　饗 庭 達 也

コード番号 8 2 8 5   （名証第二部）

本社所在地 石川県金沢市玉川町1番５号

問い合わせ先

責任者役職名 専務取締役 組織構造担当

氏　　　　名 澤　　　滋

Ｔ　 Ｅ　 Ｌ 076（ 233 ）2151

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、本年6月23日開催予定の当社第84期定時株主総会に

「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．変更の理由

(１) 当社の今後の事業展開に備えるため、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、以下「決済合理化法」という）の施行に伴い、次のと

おり定款の変更を行うものであります。

①決済合理化法附則第 6 条により、株券電子化の施行日（平成 21 年 1 月 5 日）において株

券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がなされたものとみなされており

ますので、現行定款第 7 条（株券の発行）を削除し、併せて株券に関する文言の削除およ

び修正を行うものであります。

②「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、現行定款のうち、実質

株主および実質株主名簿に関する文言の削除および修正を行うものであります。

③株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して 1 年を経過する日までこれを

作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるものであります。

 (３)その他、条数の繰上げ、文言の削除および修正等所要の変更を行うものであります。
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２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

現　　行　　定　　款 変　　　　更　　　　案

（目　的）

第２条　当会社は次の事業を営むことを目的とする。

１．石油、液化石油ガスおよび石炭、コークス

の販売

２．工業薬品、合成樹脂ならびにその成型品、

その他化学薬品の開発、製造および販売

　　（新設）

３．医薬品の開発、製造および販売

４．医療用機械器具の開発、製造および販売

　　（新設）

　　（新設）

　　（新設）

５．肥料の開発、製造および販売

６．金型の開発、製造および販売

７．セラミックス製品の開発、製造および販売

８．電子部品の開発、製造および販売

９．半導体製品、半導体製造装置、半導体試験

装置、半導体検査装置および半導体運搬装

置の開発、製造および販売

10．窯業原料の販売

11．公害処理機器および省力機器の開発、製造

および販売

12．鉱物の採掘および販売

　　（新設）

13．セメントおよびその他建材の販売ならびに

これに附帯する工事

14．浴槽、釜、給湯機器、厨房機器、空調設備

機器、給排水機器および衛生設備機器の開

発、製造、販売ならびにこれに附帯する工

事

15．家具の開発、製造、販売およびこれに附帯

する工事

16．コンピュータおよび関連機器の開発、製

造、販売および賃貸ならびにソフトウェア

の開発、販売および賃貸

17．情報システムの企画、設計および管理運営

に関する業務

18．情報システムのアウトソーシング事業

19．コンピュータおよび関連機器の保守

20．付加価値通信網による電気通信役務の提供

に関する一切の事業

21．建築工事、土木工事の設計および施工

22．石工事、内装仕上工事、機械器具設置工

事、建具工事の設計および施工

23．空調設備工事、給排水衛生設備工事、電気

工事、電気通信工事の設計および施工

24．液化石油ガスおよび各種高圧ガスの製造供

給ならびにこれに附帯する設備工事の施工

（目　的）

第２条　当会社は次の事業を営むことを目的とする。

１．石油、液化石油ガスおよび石炭、コークス

の販売

２．工業薬品、合成樹脂ならびにその成形品、

その他化学薬品の開発、製造および販売

３．化学薬品製造設備の開発、製造および販売

４．医薬品の開発、製造および販売

５．医療用機械器具の開発、製造および販売

６．食品、食品添加物、健康食品および機能性

食品の開発、製造および販売

７．動植物、水産物等の天然素材の加工および

販売

８．化粧品原料の開発、製造および販売

９．肥料の開発、製造および販売

10．金型、樹脂成形機の開発、製造および販売

11．セラミックス製品の開発、製造および販売

12．電子部品の開発、製造および販売

13．半導体製品、半導体製造装置、半導体試験

装置、半導体検査装置および半導体運搬装

置の開発、製造および販売

14．窯業原料の販売

15．公害処理機器および省力機器の開発、製造

および販売

16．鉱物の採掘および販売

17．ケナフおよびその関連製品の開発、栽培、

製造および販売

18．セメントおよびその他建材の販売ならびに

これに附帯する工事

19．浴槽、釜、給湯機器、厨房機器、空調設備

機器、給排水機器および衛生設備機器の開

発、製造、販売ならびにこれに附帯する工

事

20．家具の開発、製造、販売およびこれに附帯

する工事

21．コンピュータおよび関連機器の開発、製

造、販売および賃貸ならびにソフトウェア

の開発、販売および賃貸

22．情報システムの企画、設計および管理運営

に関する業務

23．情報システムのアウトソーシング事業

24．コンピュータおよび関連機器の保守

25．付加価値通信網による電気通信役務の提供

に関する一切の事業

26．建築工事、土木工事の設計および施工

27．石工事、内装仕上工事、機械器具設置工

事、建具工事の設計および施工

28．空調設備工事、給排水衛生設備工事、電気

工事、電気通信工事の設計および施工

29．液化石油ガスおよび各種高圧ガスの製造供

給ならびにこれに附帯する設備工事の施工
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25．土地開発行為ならびにこれに附帯する工事

26．不動産の取得、売買、賃貸借、仲介および

管理業

27．倉庫業

28．金融業

29．経理事務の受託処理業務

30．経営コンサルティング業務

31．前１号より 16 号までに掲げる物品、機器

および雑貨類の輸出入業

32．前各号に附帯関連する一切の事業

（株券の発行）

第７条　当会社は、株式に係る株券を発行する。

（単元株式数および単元未満株券の不発行）

第８条　当会社の単元株式数は 1,000 株とする。

２．当会社は、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その限りでは

ない。

（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。

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

（単元未満株式の買増し）

第１０条　（条文省略）

（株主名簿管理人）

第１１条　 当会社は、株主名簿管理人を置く。

　　  ２． 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって定め、これを公告す

る。

　　  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委託

し、当会社においては取扱わない。

第１２条～第４０条　　（条文省略）

（新設）

30．土地開発行為ならびにこれに附帯する工事

31．不動産の取得、売買、賃貸借、仲介および

管理業

32．倉庫業

33．金融業

34．経理事務の受託処理業務

35．経営コンサルティング業務

36．前１号より 21 号までに掲げる物品、機器

および雑貨類の輸出入業

37．前各号に附帯関連する一切の事業

　　　　 （削除）

（単元株式数）

第７条　 （現行どおり）

　　　　 （削除）

（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。

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

（単元未満株式の買増し）

第９条　（現行どおり）

（株主名簿管理人）

第１０条   （現行どおり）

　　　２． （現行どおり）

　　　３．　当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

株主名簿管理人に委託し、当会社において

は取扱わない。

第１１条～第３９条　　（現行どおり）

附則

第１条　　当会社の株券喪失登録簿の作成ならびに備置

きその他の株券喪失登録簿に関する事務は株

主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては

取扱わない。
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（新設） 第２条　　本附則第１条ないし本条は、平成２２年１月

６日をもってこれを削除する。

３．日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 21 年 6 月 23 日（火）

定款変更の効力発生日 平成 21 年 6 月 23 日（火）

以　上


