
 
2009 年 5 月 13 日 

各位 

会 社 名 日清食品ホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長・ＣＥＯ 安藤宏基 

(コード番号 2897 東証･大証第一部) 

問合せ先     執行役員総務部長 右近龍也 

電  話      （03）3205-5111（代表） 

 

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、「定款一部変更の件」を平成 21 年 6 月 26 日開催予定の

第61期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、以下「決済合理化法」という。)が平成 21 年 1 月 5 日に

施行され、上場会社の株式は株式振替制度に一斉移行したこと（いわゆる株券の電子化）に伴

い、以下のとおり変更を行うものであります。 

①現行定款第 7条（株券の発行）の規定、第 8 条（単元株式数及び単元未満株券の不発行）の

見出しの一部と第 2 項の単元未満株券不発行に係る規定、第 9条（単元未満株式についての

権利）の実質株主及び第 11 条（基準日）の実質株主名簿に係る規定が不要となりますので、

これらの規定を削除するものであります。 

②第 12 条（株主名簿管理人）第 3項の規定の株券喪失登録簿については、「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置くこととされているた

め、付則を新設し、所要の規定を設けるものであります。 

（2）表現の修正、読点の追加を行うとともに、第 7条の削除に伴い、現行第 8条から第 55 条まで

について、1 条ずつ条数の繰上げを行うものであります。 

 

2.定款変更の内容 

 変更の内容は、別紙記載のとおりです。 

 

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（金曜日） 

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

 

以 上 

 



（別紙） 

（下線部分は、変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

（株券の発行） （削除） 

第 7条  当会社は、株式に係る株券を発行す

る。

     

（単元株式数及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） 

  2 当会社は、単元株式数に満たない株

式（以下「単元未満株式」という。）

に係る株券を発行しない。ただし、

株式取扱規則に定めるところについ

てはこの限りでない。

（削除） 

（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、次の各号に掲げる権

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、次の各号に掲げる

権利以外の権利を行使することがで

きない。 

   ①（条文省略）    ①（現行どおり） 

   ②（条文省略）    ②（現行どおり） 

   ③（条文省略）    ③（現行どおり） 

   ④（条文省略）    ④（現行どおり） 

（単元未満株式の売渡請求） （単元未満株式の売渡請求） 

第10条  当会社の単元未満株式を有する株主

は、株式取扱規則に定めるところに

より、その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

渡すことを請求することができる。

第9条  当会社の単元未満株式を有する株主

は、株式取扱規則に定めるところに

より、その単元未満株式の数と合わ

せて単元株式数となる数の株式を売

渡すことを請求することができる。

（基準日） （基準日） 

第11条  当会社は、毎年 3月 31 日の最終の株

主名簿（実質株主名簿を含む。以下

同じ。）に記載又は記録された議決

権を行使することができる株主をも

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10条  当会社は、毎年 3月 31 日の最終の株

主名簿に記載又は記録された、議決

権を行使することができる株主をも

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。 

  2 （条文省略）   2 （現行どおり） 

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 

第12条  （条文省略） 第11条  （現行どおり） 

  2 （条文省略）   2 （現行どおり） 

  3 当会社の株主名簿、株券喪失登録簿

及び新株予約権原簿の作成並びに備

置き、その他の株式に関する事務は、

これを株主名簿管理人において取扱

わせ、当会社においては取扱わない。

  3 当会社の株主名簿及び新株予約権原

簿の作成並びに備置き、その他の株

式に関する事務は、これを株主名簿

管理人において取扱わせ、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  （条文省略） 第12条  （現行どおり） 

～   ～    

（取締役会の設置） （取締役会の設置） 

第26条  （条文省略） 第25条  （現行どおり） 

（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役） 

第27条  （条文省略） 第26条  （現行どおり） 

  

2 取締役会は、その決議によって役付

取締役の中より代表取締役を選定す

る。 
  

2 取締役会は、その決議によって、役

付取締役の中から代表取締役を選定

する。 

（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長） 

第28条  （条文省略） 第27条 （現行どおり） 

  2 （条文省略）   2 （現行どおり） 

  3 （条文省略）   3 （現行どおり） 

（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知） 

第29条  取締役会の招集通知は、会日より3

日前までに各取締役及び各監査役に

対して発する。ただし、緊急の必要

があるときは、この期間を短縮する

ことができる。 

第28条 取締役会の招集通知は、取締役会の

日の 3日前までに各取締役及び各監

査役に対して発する。ただし、緊急

の必要があるときは、この期間を短

縮することができる。 

  

2 取締役会は、取締役及び監査役の全

員の同意があるときは、招集の手続

を経ないで開催することができる。   

2 取締役会は、取締役及び監査役の全

員の同意があるときは、招集の手続

きを経ないで開催することができ

る。 

（取締役会の決議方法） （取締役会の決議方法） 

第30条  （条文省略） 第29条 （現行どおり） 

  2 （条文省略）   2 （現行どおり） 

～   ～   

（監査役会） （監査役会） 

第42条  （条文省略） 第41条 （現行どおり） 

  2 （条文省略）   2 （現行どおり） 

（監査役会の招集通知） （監査役会の招集通知） 

第43条  監査役会の招集通知は、会日の 3日

前までに各監査役に対して発する。

ただし、緊急の必要があるときは、

期間を短縮することができる。 

第42条 監査役会の招集通知は、監査役会の

日の 3日前までに各監査役に対して

発する。ただし、緊急の必要がある

ときは、この期間を短縮することが

できる。 

  

2 監査役会は、監査役全員の同意のあ

るときは、招集の手続を経ないで開

催することができる。 
  

2 監査役会は、監査役全員の同意があ

るときは、招集の手続きを経ないで

開催することができる。 

（監査役会の決議方法） （監査役会の決議方法） 

第44条  （条文省略） 第43条 （現行どおり） 

～   ～   

（報酬等） （報酬等） 

第46条  （条文省略） 第45条 （現行どおり） 



（社外監査役との責任限定契約） （社外監査役との責任限定契約） 

第47条 

 

当会社は、会社法第 427 条第 1項の

規定により、社外監査役との間に同

法第 423 条第 1項の賠償責任を限定

する契約を締結することができる。

ただし、当該契約に基づく賠償責任

の限度額は、1,000 万円以上であら

かじめ定めた額又は法令が規定する

額のいずれか高い額とする。 

第46条 

 

当会社は、会社法第 427 条第 1項の

規定により、社外監査役との間に、同

法第 423 条第 1項の賠償責任を限定

する契約を締結することができる。

ただし、当該契約に基づく賠償責任

の限度額は、1,000 万円以上であら

かじめ定めた額又は法令が規定する

額のいずれか高い額とする。 

（会計監査人の設置） （会計監査人の設置） 

第48条  （条文省略） 第47条 （条文省略） 

～   ～   

（剰余金の配当等の除斥期間） （剰余金の配当等の除斥期間） 

第55条  （条文省略） 第54条  （現行どおり） 

（新 設） 付 則

    

第 1条

 

当会社の株券喪失登録簿の作成及び

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

人において取扱わせ、当会社におい

ては取扱わない。

     

第 2条 前条及び本条は、平成 22年 1 月 5日

まで有効とし、同日の経過をもって

削除する。

 

 

以 上 

 

 

※ この資料は、次の記者クラブに配布します。 

  兜倶楽部（東証）、大阪証券記者クラブ（大証） 

  農政クラブ、東商クラブ、大阪商工記者会  

 


