
 

平成 21 年 5 月 15 日 

各 位 

 

 
会 社 名 セイノーホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 田口 義隆 

（コード番号 9076 東証・名証 第 1部） 

問合せ先 取締役経理部・財務 IR 部担当 

丸田 秀実 

                                （TEL 0584-82-5023） 

 

定款の一部変更について（お知らせ） 

 

 当社は、本日開催された当社取締役会において、本年 6 月 25 日開催予定の当社定時株主

総会（以下「本定時株主総会」という。）において、下記のとおり「定款一部変更の件」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) 「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７条（株券の発行）および第８条（単

元株式数および単元未満株券の不発行）第２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

（単元未満株式についての権利）中の「（実質株主を含む。以下同じ。）」、および第

11 条（株主名簿管理人）第３項中の「（実質株主名簿を含む。以下同じ。）」の文言

を削除するものであります。 

③ 株券喪失登録簿につきましては、会社法第 221 条の規定により、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（株主名簿管理人）第３項中の株券喪失登録簿に関する

定めを変更案附則第１条に移すとともに、その有効期間ならびに期限経過後の削除

の定めを変更案附則第２条に設けるものであります。 

(2) 当社事業の現状および今後の事業拡大に対応するために、第２条（目的）に定める事

業目的を追加し、これに伴う所要の変更を行うものであります。 

(3) 株主の皆様へのサービス拡充の観点から、単元未満株式の買増制度を導入するため、

第８条を新設し、これに伴う所要の変更を行うものであります。 



 

 
2. 変更の内容 

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 20 年 6 月 25 日（木） 
定款変更の効力発生日  平成 20 年 6 月 25 日（木） 

以 上 



 

 （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) 貨物自動車運送事業 
(2) 貨物利用運送事業 
(3) 倉庫業 
【新設】  

 
 
 
 
 
 

(4) 海上運送事業  
(5) 国際複合一貫輸送事業並びにその代理業  
(6) 陸送業  
(7) 港湾運送事業  
(8) 通関業  
(9) 保税貨物および保税手荷物の一時保管 

業務の受託  
(10) 航空運送・海上運送の代理店業  
(11) 荷造包装事業  
(12) 旅行業  
(13) 旅客携帯品・別送品の取扱および保管業  
(14) 損害保険代理業  
(15) 生命保険の募集に関する業務  
(16) 不動産の売買、賃貸借、仲介、鑑定お 
  よび管理  
(17) 醸造原料の製造、加工および集荷  
(18) 次の物品の製造、解体、販売、修理、 
  斡旋、レンタル並びにリース、輸出入  

イ．～ ヘ． 
   （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)  （現行どおり） 
(2)  （現行どおり） 
(3)  （現行どおり） 
(4) 物流システム構築、情報管理、在庫管 
  理、受発注管理、流通加工、物流セン 
  ター運営、工場内物流作業、輸配送な 
  ど物流業務の包括的受託  

 
 
 

(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)  （現行どおり）  
(12)  （現行どおり）  
(13)  （現行どおり）  
(14)  （現行どおり）  
(15)  （現行どおり）  
(16)  （現行どおり）  
(17)  （現行どおり）  

 
(18)  （現行どおり）  
(19)  （現行どおり） 

 
イ．～ ヘ． 

   （現行どおり） 

別 紙 



 

 
現行定款 変更案 

(19) コンピューターおよびその関連機器に 
よる情報処理、ソフトウエアの開発お 
よび販売、付加価値データ通信サービ 
スの提供  

【新設】  
 
(20) 警備業  
(21) 住宅、建材の販売、電気工事、管工事､ 

内装工事、および住宅設備機器の販売 
並びにその取付工事の請負  

(22) 建築工事の設計、施工、請負および監理  
(23) 造園および土地の造成売買、賃貸、所有  
(24) 各種企業、団体に対する経営合理化に 

関する業務研修、および情報提供業  
(25) スポーツ施設、文化施設および宿泊施 

設の経営、保有、利用および賃貸借業  
(26) 旅館業  
(27) 飲食店の経営  
(28) リネンサプライ業  
(29) レクリエーション、スポーツクラブ、 

カルチャーセンターおよび語学教育施 
設の経営および経営指導の請負  

(30) 特別管理産業廃棄物、産業廃棄物並び 
に一般廃棄物の処理、収集、運搬、お 
よび業務に関するコンサルタント業  

(31) 物流に関する経営コンサルタント  
(32) 市場調査またはその整理・分析業務要 

員の派遣  
(33) 他の事業に対する投資  
(34) 上記各号の業務を営む会社およびこれ 

に相当する業務を営む外国会社の株式 
を所有することによる当該会社の事業 
活動の支配・管理  

(35) 防災、消防施設工事  

(20)  （現行どおり） 
 
 
 
(21) 情報機器の調達、製造、検査、納入、 

 設置、回収、保管サービスの提供  
(22)  （現行どおり）  
(23)  （現行どおり）  

 
 
(24)  （現行どおり）  
(25)  （現行どおり）  
(26)  （現行どおり）  

 
(27)  （現行どおり）  

 
(28)  （現行どおり）  
(29)  （現行どおり）  
(30)  （現行どおり）  
(31)  （現行どおり）  

 
 
(32)  （現行どおり）  

 
 
(33)  （現行どおり）  
(34)  （現行どおり）  

 
(35)  （現行どおり）  
(36)  （現行どおり）  

 
 
 
(37)  （現行どおり）  



 

 
現行定款 変更案 

(36) 商品案内パンフレットの陳列、製版、 
印刷、製本、および新聞社、放送局の 
広報活動代理店業務 

(37) クレジットカード・プリペイドカード 
の発行  

(38) 写真の現像・焼付け・引き伸ばし  
(39) 労働者派遣および訪問介護の居宅サー 

ビス事業  
(40) 集金代行業務  
(41) 各種の代理業  
(42) 自家用自動車の貸渡および管理  
(43) 一般乗用旅客自動車運送事業  
(44) 一般貸切旅客自動車運送事業  
(45) 自動車運転代理業  
(46) 有料駐車場並びにガソリンスタンドの 

経営  
(47) 催物の入場券、ゴルフ会員権などの販 

売および仲介  
(48) 前各号に付帯する一切の事業  

 
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。 
 
（単元株式数および単元未満株券の不発行） 
第８条 

当会社の単元株式数は、1,000 株とする。 
2. 当会社は、前条の規定にかかわらず、単 

元未満株式に係る株券を発行しない。た 
だし、株式取扱規程に定めるところにつ 

(38)   （現行どおり） 
 
 
(39)   （現行どおり）  

 
(40)  （現行どおり）  
(41)  （現行どおり）  

 
(42)  （現行どおり） 
(43)  （現行どおり） 
(44)  （現行どおり） 
(45)  （現行どおり） 
(46)  （現行どおり） 
(47)  （現行どおり） 
(48)  （現行どおり） 

 
(49)  （現行どおり）  

 
(50)  （現行どおり） 

 
第３条～第６条 
   （現行どおり） 
 
【削除】 
 
 
 
 
（単元株式数） 
第７条 
   （現行どおり）  
【削除】 
 

 



 

 
現行定款 変更案 

いてはこの限りではない。 
 
【新設】 
 
 
 
 
 
 
（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、次に掲げる権利以外の権利を行使 
することができない。 
（1）～（3） 

   （条文省略） 
 
第 10 条 （条文省略） 
 
（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選定し、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。）、新株予約権原簿および株 
券喪失登録簿の作成ならびに備置きその 
他の株主名簿、新株予約権原簿および株 
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 
は取扱わない。 

 

 
 
（単元未満株式の買増し） 
第８条 

当会社の株主は、株式取扱規程に定める 
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 
を売り渡すことを請求することができ 
る。 

（単元未満株式についての権利） 
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、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）～（3） 

   （現行どおり） 
 
第 10 条 （現行どおり） 
 
（株主名簿管理人） 
第 11 条 
   （現行どおり） 
   （現行どおり） 
 
 

3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿 
の作成ならびに備置きその他の株主名簿 
および新株予約権原簿に関する事務は、 
これを株主名簿管理人に委託し、当会社 
においては取扱わない。 

 
 

 



 

 
現行定款 変更案 

（条文省略） 
 
【新設】 
【新設】 
 
 
 
 
 
【新設】 

（現行どおり） 
 
（附則） 
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、株主名簿管理人に委託し、当会社 
においてはこれを取扱わない。 

 
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。 

 


