
 
 
 
 
 

 
平成 21 年 5 月 13 日 

 

各      位 

 

会 社 名         サンデン株式会社 

代表者名    代表取締役社長 鈴木 一行 

（ｺｰﾄﾞ番号  6444 東証第１部） 

問合せ先      総務本部長 小室 芳一 

TEL (03)3833-1211 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年 5 月 13 日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 24 日開催予定の第 83 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、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) 事業の多様化に対応するため、目的事項の追加を行うものであります。 

(2) いわゆる株券の電子化に伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主および実

質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであります。 

(3) 上記変更に伴う条文の繰り下げ、字句の修正その他所要の変更を行うものであります。 

 

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 24 日（水） 

・定款変更の効力発生日      平成 21 年 6 月 24 日（水） 

 

以 上 



 
 
 
 
 
 

別紙 
（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 第１章 総則 

第１条～第２条 （条文省略） 第１条～第２条 （現行どおり） 

（目的） （目的） 

第３条 当会社は次の事業を行うことを目的とする。 第３条 当会社は次の事業を行うことを目的とする。 

１．～11．（条文省略） １．～11．（現行どおり） 

12．総合リース業 12．総合リース業および貸金業 

13．（条文省略） 13．（現行どおり） 

14．損害保険代理業 14．損害保険代理業および生命保険募集業 

15．～16．（条文省略） 15．～16．（現行どおり） 

17．貨物利用運送事業 17．貨物利用運送事業および倉庫業 

18．～19．（条文省略） 18．～19．（現行どおり） 

（新設） 20．自動車販売業 

（新設） 21．古物営業 

20．前各号に附帯する一切の業務 22．前各号に附帯関連する一切の事業 

第４条～第５条 （条文省略） 第４条～第５条 （現行どおり） 

第２章 株式 第２章 株式 

第６条 （条文省略） 第６条 （現行どおり） 

（株券の発行）  

第７条 当会社の株式については、株券を発行する。 （削除） 

（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 （条文省略） 第７条 （現行どおり） 

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。 

（削除） 

（株式取扱規則） （株式取扱規則） 

第９条 当会社の株券の種類、株式（実質株主名簿に記

載または記録された実質株主を含む。以下同じ。）

の氏名等株主名簿記載事項の変更、単元未満株式

の買取および買増請求の取扱その他株式に関する

手続ならびにその手数料については取締役会の定

める株式取扱規則による。 

第８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。 

第10条～第12条 （条文省略） 第９条～第11条 （現行どおり） 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

（基準日） （基準日） 

第13条 当会社は、毎年３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12条 当会社は、毎年３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。 

第14条 （条文省略） 第13条 （現行どおり） 

（招集権者および議長） （招集権者および議長） 

第15条 株主総会は法令に別段の定めがある場合のほ

か、取締役会の決議に基づき取締役会長が招集し、

かつ議長となる。 

第14条 株主総会は法令に別段の定めある場合を除き、

取締役会の決議に基づき取締役会長が招集し、か

つ議長となる。 

（条文省略） （現行どおり） 

第16条～第18条 （条文省略） 第15条～第17条 （現行どおり） 



 
 
 
 
 
 

現 行 定 款 変 更 案 

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会 

第19条～第21条 （条文省略） 第18条～第20条 （現行どおり） 

（取締役会） （取締役会） 

第22条 （条文省略） 第21条 （現行どおり） 

取締役会の招集通知は、各取締役および各監査

役に対し、会日の３日前までに発する。ただし緊

急を要する時はこの時期を短縮することができ

る。 

取締役会の招集通知は、各取締役および各監査

役に対し、会日の３日前までに発する。ただし、

緊急を要するときはこの期間を短縮することが

できる。 

（条文省略） （現行どおり） 

第23条～第25条 （条文省略） 第22条～第24条 （現行どおり） 

（報酬等）  

第26条 取締役の報酬、退職慰労金、賞与その他の職務

執行の対価は、株主総会の決議によって定める。 

（削除） 

第５章 監査役および監査役会 第５章 監査役および監査役会 

第27条～第28条 （条文省略） 第25条～第26条 （現行どおり） 

（任期） （任期） 

第29条 （条文省略） 第27条 （現行どおり） 

補欠として選任された監査役の任期は退任し

た監査役の任期の残任期間とする。 

補欠として選任された監査役の任期は退任し

た監査役の残任期間とする。 

第30条 （条文省略） 第28条 （現行どおり） 

（監査役会） （監査役会） 

第31条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日

の３日前までに発する。ただし、緊急を要する時

はこの期間を短縮することができる。 

第29条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日

の３日前までに発する。ただし、緊急を要すると

きはこの期間を短縮することができる。 

第32条 （条文省略） 第30条 （現行どおり） 

（報酬等）  

第33条 監査役の報酬、退職慰労金、その他の職務執行

の対価は、株主総会の決議によって定める。 

（削除） 

第６章 取締役、監査役の責任免除 第６章 取締役および監査役の責任免除 

第34条 （条文省略） 第31条 （現行どおり） 

第７章 計算 第７章 計算 

第35条 （条文省略） 第32条 （現行どおり） 

（剰余金の配当） （剰余金の配当） 

第36条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主

名簿に記載または記録された株主もしくは登録

株式質権者に対し、期末配当を行うことができ

る。 

前項のほか、取締役会の決議により、毎年９月

30日の株主名簿に記載または記録された株主も

しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うこ

とができる。 

第33条 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または登録株式質権者に

対し、期末配当を行うことができる。 

 

前項のほか、取締役会の決議により、毎年９月

30日の株主名簿に記録された株主または登録株

式質権者に対し、中間配当を行うことができる。

第37条～第38条 （条文省略） 第34条～第35条 （現行どおり） 

附則   

第21条の規定にかかわらず、平成19年６月22日開催の第

81期定時株主総会において選任された取締役の任期は、

従前の任期とする。 

なお、本附則は、該当する取締役の全員の任期満了後、

これを削除する。 

（削除） 

 
 


