
各　位
会 社 名　東邦アセチレン株式会社
代表者名　取締役社長　櫻井　琢平

　（コード番号　４０９３　東証第２部）
問合せ先　総務・購買部長　小西　国温
　　ＴＥＬ　０３－５６８７－５２００

                   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、定款の一部変更について平成21年6月26日
開催予定の第７５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、お知らせいたします。

１．定款変更の理由

（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。）の施行を機に現行

　　　定款規定の見直しを行い、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７条を削除するものであります。

　　　　上記みなし定款変更に伴い、単元未満株券について定める現行定款第８条第２項および現

　　　行定款第１２条の「当社が発行する株券の種類」の文言を削除し、また、原則株式に関する

　　　手続きについて株主名簿管理人が直接取り扱うことはなくなることから現行定款第１１条第

　　　３項を削除するものであります。

　　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、現行定款第９条および現

　　　行定款第１３条の「実質株主」、「実質株主名簿」の文言を削除するものであります。

　　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、現行定款第１１条第３項を附則に移し、平成２２年

　　　１月６日をもって削除する旨を定めるものであります。

 　 ④補欠監査役の選任に係る規定を追加するものであります。

　　⑤その他、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。

２．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）

３．変更の内容

　　　変更内容は次のとおりであります。

（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。

現　　行
（下線は変更部分を示します。）

変　　更　　案

平成２１年５月１５日
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（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 （略） 第７条 (現行とおり）

② 当会社は、単元未満株式に係る株
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
この限りではない。

(削除）

（単元未満株式の権利の制限） （単元未満株式についての権利）

第９条 当会社の単元未満株式を有する株
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、次に掲げる権利以外の権利
を行使することができない。

１．（略） １．（現行とおり）

２．第10条に定める請求する権利 ２．第9条に定める請求する権利

第10条 （略） 第９条 （現行とおり）

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人）

第11条 （略） 第10条 （現行とおり）

② （略） ② （現行とおり）

③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿
を含む。以下同じ。）および株券
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、株式の
名義書換、単元未満株式の買取
り、その他株式に関する事務は、
株主名簿管理人に取り扱わせ、当
会社においてはこれを取り扱わな
い。

（削除）

（株式取扱規則） （株式取扱規則）
第12条 当会社の発行する株券の種類、株

式の名義書換、単元未満株式の売
り渡し、その他株式に関する手続
きおよびその手数料については、
取締役会で定める株式取扱規則に
よる。

第11条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数
料は、法令または本定款のほか、取締役
会において定める株式取扱規則による。

（基準日） （基準日）

第13条 当会社は、毎年３月31日現在の
終の株主名簿（実質株主を含む。
以下同じ。）に記載または記録さ
れた議決権を有する株主をもっ
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12条 当会社は、毎年３月31日現在の 終の株
主名簿に記載または記録された議決権を
有する株主をもって、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 （略） ② （現行とおり）

第３章　株主総会 第３章　株主総会

第14条～第20条　（略） 第13条～第19条　　（現行とおり）

（選任決議） （選任方法）

第21条 取締役は、株主総会の決議によっ
て選任する。

第20条 取締役は、株主総会において選任する。

現　　行 変　　更　　案
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② (略） ② （現行とおり）

③ (略） ③ （現行とおり）

第22条～第23条　（略） 第21条～第22条　　（現行とおり）

（取締役会および招集） （取締役会および議長）

第24条 （略） 第23条 （現行とおり）

② （略） ② （現行とおり）

③ 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
日前までにこれを通知するものと
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２４条第１項へ移設）

④ 取締役会は、取締役および監査役
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。

（第２４条第２項へ移設）

（取締役会の招集通知）

（新設） 第24条 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日前までにこ
れを通知するものとする。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。

（新設） ② 取締役会は、取締役および監査役の全員
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。

第25条～第31条　　（略） 第25条～第31条　　（現行とおり）

(選任決議） （選任方法）

第32条 （略） 第32条 （現行とおり）

② （略） ② （現行とおり）

第33条～第34条　　（略） 第33条～第34条　　（現行とおり）

（監査役会および招集） （監査役会および議長）

第35条 （略） 第35条 （現行とおり）

② 監査役会は、監査役の互選によっ
て議長を定める。

② 監査役会は、その決議によって監査役の
中から議長を定める。

③ 監査役会の招集は前項の議長がこ
れにあたる。ただし、他の監査役
が招集することを妨げない。

（第３６条第１項へ移設）

現　　行 変　　更　　案
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④ 監査役会の招集は前項の議長がこ
れにあたる。ただし、他の監査役
が招集することを妨げない。招集
通知は、各監査役に対し、会日の
３日前までにこれを通知するもの
とする。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３６条第２項へ移設）

⑤ 監査役会は、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。

（第３６条第３項へ移設）

（新設） （監査役会の招集通知）

（第３５条第３項より移設） 第36条 監査役会の招集は前項の議長がこれにあ
たる。ただし、他の監査役が招集するこ
とを妨げない。

（第３５条第４項より移設） ② 監査役会の招集は前項の議長がこれにあ
たる。ただし、他の監査役が招集するこ
とを妨げない。招集通知は、各監査役に
対し、会日の３日前までにこれを通知す
るものとする。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３５条第５項より移設） ③ 監査役会は、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。

（補欠監査役）

（新設） 第37条 法令または本定款に定める監査役の員数
を欠くことになる場合に備え、あらかじ
め株主総会において補欠の監査役（以下
「補欠監査役」という。）を選任するこ
とができる。

（新設） ② 補欠監査役の選任決議の定足数は、第３
２条の規定を準用する。

（新設） ③ 第１項により選任された補欠監査役が監
査役に就任した場合の任期は、前任者の
残任期間とする。

（補欠監査役の予選の効力）

（新設） 第38条 補欠監査役の予選の効力は、当該選任の
あった株主総会後、４年以内に終了する
事業年度のうち 終のものに関する定時
株主総会の開始の時までとする。

第36条～第44条　　（略） 第39条～第47条　　（現行とおり）

（剰余金の配当） （剰余金の配当の基準日）

第45条 当会社の剰余金の配当は、毎年３
月31日の 終の株主名簿に記載ま
たは記録された株主または登録株
式質権者に対し行う。

第48条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月
31日とする。

現　　行 変　　更　　案
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（中間配当） （中間配当）

第46条 当会社は、取締役会の決議によっ
て、毎年９月30日の 終の株主名
簿に記載または記録された株主ま
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49条 当会社は、取締役会の決議によって、毎
年９月30日を基準日として、中間配当を
することができる。

（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47条 （略） 第50条 （現行とおり）

② （略） ② （現行とおり）

（新設） 　　附則

（新設） 第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備
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委託し、
当会社においては取り扱わない。

（新設） 第２条 前条および本条は、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
前条および本条を削るものとする。

現　　行 変　　更　　案
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