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平成 21年 5月 15日 
各 位 

株式会社 札幌北洋ホールディングス 
（コード番号 8328 東証第１部・札証） 

定款の一部変更に関するお知らせ 

当社は、平成 21年 5月 15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 25日

開催予定の第 8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」といいます。）の施行に伴い、次のとおり当

社の定款を変更するものであります。 

①決済合理化法附則第 6条第 1項により、廃止されたものとみなされている当社現行定款第 7条（株

券の発行）を削除するものであります。 

②決済合理化法の施行により、株券に関する規定及び実質株主に関する規定は不要となっているた

め、当社現行定款第 9条（株主名簿管理人）、第 11条（株式取扱規則）、第 12条（基準日）につ

いて所要の変更を行うものであります。 

(2) 決済合理化法の施行によって実施された株券電子化後の新しい振替制度のもとでは、端株を取り

扱うことはできません。そのため、当社は、平成 20年 9月 25日開催の取締役会において、決済合

理化法施行日の前日（平成 21年 1月 4日）を効力発生日として、株式 1株を 1,000株とする株式

分割を実施すると同時に、1単元を 100株とする単元株制度を採用し、端株制度を廃止いたしまし

た。これに伴い、当社現行定款第 8 条（端株の売渡請求）及び第 10 条（名義書換代理人）を削除

し、現行定款第 11条（株式取扱規則）、第 12条（基準日）、第 49条（剰余金の配当）、第 50条（中

間配当）に所要の変更を行うものであります。また、単元未満株式を有する株主様の便宜を図るた

め、現行定款第 8条（端株の売渡請求）と同様の規定として、変更案第 9条（単元未満株式の売渡

請求）を新設するものであります。併せて、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

（平成 17年法律第 87号）第 86条第 2項により、単元未満株式についての権利を定める規定があ

るとみなされているため、当該規定を変更案第 8条（単元未満株式についての権利）として新設す

るものであります。 

(3) 株券電子化に対応するための当社株式取扱規則の改正により、株主権の行使の手続きに関する事

項が株式取扱規則に定められていることを明確にするため、現行定款第 11 条（株式取扱規則）に

「株主権の行使の手続きその他」の文言を追加するものであります。 
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(4) 上記(1)②により、現行定款第 9条第 3項の「株券喪失登録簿」の文言は削除されますが、株券喪

失登録簿は、決済合理化法の施行日の翌日から起算して 1年を経過するまでは作成して備え置かな

ければならないことから、これに対応するため、附則の新設を行うものであります。 

(5) 上記のほか、条数の繰り上げ、語句の統一等、所要の変更を行うものであります。 

 

なお、現行定款第 5条（発行可能株式総数）及び第 7条の 2（単元株式数）につきましては、上記

(2)の株式分割の実施及び単元株制度の採用に伴い、会社法第 184 条及び第 191 条の規定に基づき、

平成 20年 9月 25日開催の取締役会において、決済合理化法施行日の前日（平成 21年 1月 4日）を

効力発生日として、定款の定めを変更する定款変更決議をしております。 

 

２．定款変更の内容 

定款変更の内容は、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 25日（予定） 

定款変更の効力発生日   平成 21年 6月 25日（予定） 

以 上 

  

本件に関するお問合せ先 

 株式会社札幌北洋ホールディングス 事務局 前田（Tel. 011-261-2417） 
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（別紙） 
（下線は変更部分） 

現行定款 変更案 

第１章 総則 第１章 総則 

（本社の所在地） 
第３条 当会社は、本社を札幌市中央区に置く。 
 

（本店の所在地） 
第３条 当会社は、本店を札幌市中央区に置く。 
 

第２章 株式 第２章 株式 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 
 

 
（削る） 

（単元株式数） 

第７条の２ 当会社の単元株式数は、100株とする。 
 

（単元株式数） 

第７条 （現行どおり） 

（端株の売渡請求） 
第８条 当会社の端株主は、株式取扱規則に定めるとこ

ろにより、その端株と併せて１株となる端株を自

己に売り渡すことを請求することができる。 
 

 

（削る） 

 

(新設) 

 

（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
及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  
 

 
(新設) 

 
 
 
 

（単元未満株式の売渡請求） 

第９条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところ

により、その有する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自己に売り渡すことを

請求することができる。 
 

（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. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役

会の決議により定め、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。）、株券喪失登録簿並びに新株予約権原簿の作

成及び備置き、その他の株式に関する事務は、株

主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においては取

り扱わない。 
 

（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、株主

名簿管理人に取り扱わせ、当会社においては取り

扱わない。 
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現行定款 変更案 

（名義書換代理人） 
第10条 当会社は、端株につき名義書換代理人を置く。

  2. 名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役
会の決議により定め、これを公告する。 

   3. 当会社の端株原簿の作成及び備置き、その他の端
株に関する事務は、名義書換代理人に取り扱わせ、

当会社においては取り扱わない。 
 

 

（削る） 

（株式取扱規則） 

第11条 当会社の株券の種類、株式の名義書換、実質株

主名簿への記載又は記録、端株原簿への記載又は

記録、端株の買取り及び売渡し、その他の株式及

び端株に関する取扱い並びに手数料は、法令又は

定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式

取扱規則による。 
 

（株式取扱規則） 

第11条 当会社の株主権の行使の手続きその他株式に関

する取扱いは、法令又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則による。 
 
 

（基準日） 

第12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株主（実質株主を含む。以下

同じ。）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． 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役

会の決議によってあらかじめ公告を行い、一定の

日における最終の株主名簿に記載又は記録された

株主、登録株式質権者又は端株原簿に記載又は記

録された端株主をもって、その権利を行使すべき

株主、登録株式質権者又は端株主とすることがで

きる。  
 

（基準日） 

第12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． 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役

会の決議によってあらかじめ公告を行い、一定の

日における最終の株主名簿に記載又は記録された

株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行

使すべき株主又は登録株式質権者とすることがで

きる。  
 

第７章 計算 第７章 計算 

（剰余金の配当） 

第49条 当会社の剰余金の配当は、毎年3月 31日の最
終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録

株式質権者及び端株原簿に記載又は記録された端

株主に対して行う。 
 

（剰余金の配当） 

第49条 当会社の剰余金の配当は、毎年3月 31日の最
終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録

株式質権者に対して行う。 
 

（中間配当） 

第50条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月
30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主
又は登録株式質権者及び端株原簿に記載又は記録

された端株主に対し、中間配当を行うことができ

る。 
 

（中間配当） 

第50条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月
30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主
又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うこと

ができる。 
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現行定款 変更案 

（剰余金の配当等の支払義務の免除） 

第51条 剰余金の配当及び中間配当について、その支払

開始の日から満5年を経過したときは、当会社は、
その支払義務を免れるものとする。 

  2. 未払いの期末配当金並びに未払いの中間配当金
については、利息は付さない。 

 

（剰余金の配当等の支払義務の免除） 

第51条 （現行どおり） 
 
 
  2. 未払いの剰余金の配当及び未払いの中間配当に

ついては、利息は付さない。  

附  則 附  則 

（施行期日） 
第１条 この定款は、当会社設立の日から施行する。 
 

 
（削る） 

（設立に際して発行する株式） 
第２条 当会社の設立は、商法第 364条の株式移転によ

る。 
  2． 当会社の設立に際して発行する株式の総数は、

333,734.53株とし、すべて額面株式とする。  
 

 
（削る） 

 

 

（新設） 

 

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、株主名簿

管理人に取り扱わせ、当会社においては取り扱わ

ない。 
 

 
（新設） 

第２条 前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効と
し、平成22年1月6日をもって前条及び本条を削
除するものとする。 

 
 


