
   

平成 21年 5 月 13 日 

各  位 

会 社 名  日本ハウズイング株式会社 

代 表 者 名  代表取締役社長 小佐野 台 

(コード番号 4781 東証第二部) 

問 合 せ 先  常務取締役企画部長 谷渕 達雄 

(TEL 03－5379－4141) 

 

 

定款の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 26 日開催予定の第 45 期定

時株主総会に、下記のとおり定款一部変更議案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）事業目的の追加 

当社の事業内容の拡大と多様化に対応するため、現行定款第 2条に事業目的の追加を行

うものであります。 

（2）株券の電子化に伴う変更 

「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（株券電子化）された

ことから、これに対応するため、株券の存在を前提とした現行定款第 7条、第 11 条の削

除・修正、実質株主及び実質株主名簿に関する文言を含む現行定款第 9条、第 10 条の削

除・修正、条数の繰り上げ等変更を行うものであります。 

    また、株券喪失登録簿につきましては、決済合理化法の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かなければならないことから、附則に所要の規定 

を設けるものであります。 

（3）取締役の員数削減及び役付取締役の一部廃止 

意思決定の迅速化を図るため、現行定款第 20 条の取締役の員数を削減するとともに、

役付取締役のうち、「副社長」「専務」「常務」については執行役員の職位とするため、

現行定款第 24 条の取締役副社長及び専務取締役ならびに常務取締役を選定することがで

きる旨を削除するものであります。 

（4）取締役の任期変更 

経営責任を明確化し経営に対するモニタリングを強化するため、現行定款第 23 条の取

締役の任期を「2年」から「1年」に変更するものであります。 

 

 

 

 

 



   

（5）買収防衛策に係る規定の新設 

買収防衛策のあり方及びその運用については、当社の資本政策の根本に関わる重要問題 

であり、株主の皆様の意思を最大限に、かつ法的により明確な形で反映させることが望ま 

しいと考えます。 

そこで、買収防衛策の導入等に関する決定を株主総会の決議事項とするため、現行定款 

「第 7章 計算」の次に 1章（変更案「第 8章 買収防衛策」）及び 1条（変更案第 49 条） 

を新設するものであります。 

 

 

２．変更の内容 

   変更の内容は、次のとおりです。 

（下線は変更部分であります。） 

現 行 定 款 変 更 案 

 

第１条      （条文省略） 

 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的 

   とする。 

１～７    （条文省略） 

８．損害保険代理業 

 

９～13    （条文省略） 

 

第３条～第６条  （条文省略） 

 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

② 前項の規定にかかわらず、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。 

 

第８条          （条文省略） 

 

（単元未満株主の権利） 

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き、 

以下に掲げる以外の権利を行使すること 

ができない。 

１～３    （条文省略） 

 

 

 

 

第１条      （現行どおり） 

 

（目 的） 

第２条      （現行どおり） 
 

    １～７      （現行どおり） 

    ８．損害保険代理業及び生命保険の募集に 

        関する業務      

    ９～13    （現行どおり） 

 

第３条～第６条  （現行どおり） 

 

 

 （削 除） 

 

 

 

 

第７条       （現行どおり） 

 

（単元未満株主の権利） 

第８条 当会社の株主は、その有する単元未満

株式につき、以下に掲げる以外の権利を

行使することができない。 

 

    １～３     （現行どおり） 

 

 

 



   

（株主名簿管理人） 

第10条  当会社は株式につき株主名簿管理人を 

置く。 

②     （条文省略） 

③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含 

む。以下同じ。）、株券喪失登録簿及び新 

株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務 

取扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪 

失登録簿及び新株予約権原簿への記載

又は記録、単元未満株式の買取り、その 

他株式ならびに新株予約権に関する事

務は、株主名簿管理人に委託し、当会社 

においては取扱わない。 

 

（株式取扱規則） 

第11条 当会社が発行する株券の種類ならびに

株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約

権原簿への記載又は記録、単元未満株式

の買取り、その他株式ならびに新株予約

権に関する取扱い等及び手数料は、法令

又は定款に定めるもののほか、取締役会

において定める株式取扱規則による。 

 

第 12 条～第 19条 （条文省略） 

 

（取締役の員数） 

第 20条 当会社の取締役は 25名以内とする。 

 

第 21 条、第 22条 （条文省略） 

 

（取締役の任期） 

第 23条 取締役の任期は、選任後２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会終結の時までとする。 

②       （条文省略） 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 24条     （条文省略） 

②       （条文省略） 

③ 取締役会は、その決議によって、取締 

役社長１名を選定し、取締役会長及び取 

締役副社長、専務取締役、常務取締役各 

若干名を選定することができる。 

（株主名簿管理人） 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

 

    ②       （現行どおり） 

    ③       （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株式取扱規則） 

第10条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載 

又は記録、単元未満株式の買取り、その

他株式ならびに新株予約権に関する取扱

い等及び手数料、株主の権利行使に際し

ての手続等については、法令又は定款に

定めるもののほか、取締役会において定

める株式取扱規則による。 

 

第 11条～第 18条 （現行どおり） 

 

（取締役の員数） 

第 19条 当会社の取締役は８名以内とする。 

 

第 20条、第 21条 （現行どおり） 

 

（取締役の任期） 

第 22条 取締役の任期は、選任後１年以内に終 

了する事業年度のうち最終のものに関 

する定時株主総会終結の時までとする。 

   ②      （現行どおり） 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 23条        （現行どおり） 

     ②         （現行どおり） 

     ③ 取締役会は、その決議によって、取締 

役社長１名及び取締役会長を選定するこ

とができる。 

 



   

第 25条～第 49条 （条文省略） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

第 24条～第 48条 （現行どおり） 

 

第８章 買収防衛策 

 

（買収防衛策の導入、改正及び廃止等） 

第49条 当会社の企業価値及び株主共同の利益

が不当に害されることを未然に防止する

ことを目的とした、当会社株式の大量買

付けその他これに類する行為又はその提

案行為に関する対応策（買収防衛策）の

導入及び改正は、株主総会の決議によっ

て行い、廃止は、株主総会の決議又は取

締役会の決議によって行う。 

② 前項の対応策に基づく対抗措置の発

動又は不発動の決定は、株主総会又は取

締役会の決議によって行う。 

 

附則 

第１条 当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿

管理人の事務取扱場所に備え置き、株券

喪失登録簿への記載又は記録に関する事

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。 

第２条 当会社の株券喪失登録簿への記載又は

記録は、法令又は定款に定めるもののほ

か、取締役会において定める株式取扱規

則による。 

第３条 本附則第 1 条乃至本条は、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 


