
平成 21 年 5 月 14 日 

各 位 

会 社 名 日本電子株式会社 

代表者名 代表取締役社長 栗原 権右衛門 

（コード番号 6951 東証第一部） 

問合せ先 執行役員経営戦略室長 福山 幸一 

TEL    (042)543-1111 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年 5 月 14 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 62 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．変更の理由 

（1） 先端の科学技術分野でのソリューションビジネスの拡大と生産プロセスの集約

化を図るため、平成 21 年７月１日付で当社 100％出資子会社である日本電子データ

ム㈱および日本電子アクティブ㈱を吸収合併するにあたり、当社の事業目的を変更

するものであります。 

（2） 公告方法について、インターネットの普及を考慮し、利便性向上および公告手続き

の合理化のため、現行定款第５条（公告の方法）に定める当社の公告の方法を日本

経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をするこ

とができない場合の措置を定めるものであります。 

（3） 「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、現行定款に以下のとおり変更を行うものであります。 

① 決済合理化法附則第６条の定めにより、当社は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さ

れたものとみなされておりますので、現行定款第９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、当社定款規定

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。 

④ その他、必要な規定および文言の加除、修正、条数の変更等の所要の変更を行う

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) 電子ビーム、イオンビーム、Ｘ線、

光線等応用装置の製造販売 

(2) 半導体製造装置および検査装置の

製造販売 

(3) 分析機器および精密理科学機器の

製造販売 

(4) 高周波および真空応用装置の製造

販売 

(5) 電子計算機その他の情報機器の製

造販売 

(6) 医用機器の製造販売ならびにこれ

に付帯する一般医薬品、工業薬品お

よび試薬の販売 

(7) 教育用機器の製造販売 

(8) 一般電気機械器具の製造販売 

(9) 前各号に関連する試料処理、測定

業務、教育、講習ならびにコンサル

テーション 

(10) 前各号に関連する物品の輸出およ

び輸入 

（新 設） 

 

(11) 不動産ならびに前(1)号から(8)号

までに関連する製造および販売設備の

賃貸 

（新 設） 

 

（新 設） 

(12) 労働者派遣事業 

(13) 前各号に関連する事業への投資 

(14) 前各号に付帯する一切の事業 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、東京都内にお

いて発行する日本経済新聞に掲載す

る方法により行う。 

 

 

 

（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)   （現行どおり） 

 

(2)   （現行どおり） 

 

(3)   （現行どおり） 

 

(4)   （現行どおり） 

 

(5)   （現行どおり） 

 

(6)   （現行どおり） 

 

 

(7)   （現行どおり） 

(8)   （現行どおり） 

(9)   （現行どおり） 

 

 

(10)   （現行どおり） 

 

(11) 前(1)号から(8)号までに関連する

各製品の中古品および部品の販売 

(12)   （現行どおり） 

 

 

(13) 建築、管工事、電気設備および室内

装飾の設計、施工、管理 

(14) 施工装備等の販売および関連工事 

(15)   （現行どおり） 

(16)   （現行どおり） 

(17)   （現行どおり） 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、電子公告によ

り行う。 

 

２．やむを得ない事由により、電子公告

によることができない場合は、日本経

済新聞に掲載する方法により行う。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（株券の発行） 

第９条 当会社は、その株式に係る株券

を発行する。ただし、単元未満株式に

係る株券を発行しないことができる。

 

（単元未満株式についての権利制限） 

第10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、以下に掲げる権利

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) 取得請求権付株式の取得を請求す

る権利 

(3) 募集株式または募集新株予約権の

割当てを受ける権利 

 

（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．当会社は、株主名簿（実質株主名簿

を含む。以下同じ。）、株券喪失登録

簿および新株予約権原簿の作成、事務

取扱場所における備え置きその他の

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。 

 

（株式取扱規定） 

第12条 当会社の株式に関する取扱い

および手数料は、法令または定款に定

めるもののほか、取締役会の定める株

式取扱規定による。 

 

 

第13条 

     （条文省略） 

第45条 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

（単元未満株式についての権利制限） 

第９条 当会社の株主は、その有する単

元未満株式について、以下に掲げる権

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) 取得請求権付株式の取得を請求す

る権利 

(3) 募集株式または募集新株予約権の

割当てを受ける権利 

 

（株主名簿管理人） 

第10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。 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

（株式取扱規定） 

第11条 当会社の株式に関する取扱い

および手数料、株主の権利行使に際し

ての手続等については、法令または定

款に定めるもののほか、取締役会の定

める株式取扱規定による。 

 

第12条 

     （現行どおり） 

第44条 

 

～
 

～
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現 行 定 款 変 更 案 

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または記

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 前条および本条は、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 
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