
平成２１年５月１５日 
 
各     位 

東京都渋谷区東二丁目 23 番 10 号 
北 沢 産 業 株 式 会 社 
代表取締役社長 尾 崎 光 行 

（ｺｰﾄﾞ番号９９３０ 東証第１部） 
（問い合わせ先） 
常務取締役管理本部長 佐竹 隆司 
TEL（03）5485－5020 

 

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２６日開催予定の第６２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．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条第1項の定めにより、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6条2項における株券を発行する旨の文言を削除し、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、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。 

（２）株主の皆様の権利行使に関する手続きを株式取扱規程の中で定めることを明らかにするため、   

現行定款11条に所要の変更を行うものであります。  

（３）社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、その責任を限定する契約を締結する

ことができる旨の規定として、現行定款29条2項に社外取締役の責任免除に関する文言の追

加を行うものであります。 

なお、この規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。 

 （４）社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、その責任を限定する契約を締結する

ことができる旨の規定として、現行定款39条2項に社外監査役の責任免除に関する文言の追

加を行うものであります。 
  （５）その他、必要な文言の加除、修正等、所要の変更を行うものであります。 
 
２．定款変更の内容 
  変更の内容は、別紙のとおりであります。 
                               
３．日程（予定） 
  定款変更のための定時株主総会開催日  平成２１年６月２６日（金） 
  定款変更の効力発生日         平成２１年６月２６日（金） 

以 上 



別紙 
（下線は変更箇所を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 
（目  的） 

第２条 当会社は下記の事業を営むことを目的と

する。 

1. 揚物調理機の製造ならびに販売 

2.  厨房器具の製造ならびに販売および厨房設備

の工事請負 

3. 調理機械器具の製造ならびに販売 

4. 冷凍ケース・冷蔵庫および保温ケースの製造

ならびに販売 

5.  プロパンガスおよびその他燃料の販売 

6. 生鮮および加工食品の販売 

7. 油脂および洗剤の製造ならびに販売 

8. 製缶および板金加工請負・左記を主体とする

製品の販売 

9. 不動産の賃貸 

10.  科学器機の製造ならびに販売 

11.  レジャー用品の製造ならびに販売 

12． 家具の販売 

13． 内装仕上げ工事の設計、施工請負および監理 

 

14． 前各号に附帯する一切の業務 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、電子公告により行なう。

ただし、事故その他やむを得ない事由に

よって、電子公告による公告をすること

ができない場合は、東京都で発行する日

本経済新聞に掲載する。 
   

 

（発行可能株式総数および株券の発行） 

第６条 当社の発行可能株式総数は、7,200 万株と

する。 

    2.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 （条文省略） 

    2.当会社は、単元株式数に満たない株式

（以下「単元未満株式」という。）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いてはこ

の限りではない。 

 

（単元未満株式の権利） 

第 ９ 条 当会社の株主（実質株主を含む。以下

（目  的） 

第２条 当会社は下記の事業を営むことを目的と

する。 

(1) 揚物調理機の製造ならびに販売 

(2) 厨房器具の製造ならびに販売および厨房設

備の工事請負 

(3) 調理機械器具の製造ならびに販売 

(4) 冷凍ケース･冷蔵庫および保温ケースの製造

ならびに販売 

(5)  プロパンガスおよびその他燃料の販売 

(6) 生鮮および加工食品の販売 

(7) 油脂および洗剤の製造ならびに販売 

(8) 製缶および板金加工請負・左記を主体とする

製品の販売 

(9) 不動産の賃貸 

(10) 科学器機の製造ならびに販売 

(11) レジャー用品の製造ならびに販売 

(12) 家具の販売 

(13) 内装仕上げ工事の設計、施工請負および監

理 

(14) 前各号に附帯する一切の業務 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、電子公告により行なう。

ただし、事故その他やむを得ない事由に

よって、電子公告による公告をすること

ができない場合は、日本経済新聞に掲載

する。 

 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、7,200 万株

とする。 

   （削除） 

 

（単元株式数） 

第８条（現行どおり） 

   （削除） 

 

 

 

 

 

（単元未満株式の権利） 

第９条 当会社の株主は、その有する単元未満株式



同じ。）は、その有する単元未満株式

について、次に掲げる権利および本定

款に定める権利以外の権利を行使する

ことができない。   

  （１）（条文省略） 

  （２）（条文省略） 

（３）（条文省略） 

 

（株式取扱規程） 

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程による。            

 

 

（株主名簿管理人） 

第 12条   （条文省略） 

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、株券喪失登

録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。 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第 22条 取締役会は、その決議によって取締役会

長、取締役社長各１名、専務取締役およ

び常務取締役各若干名を選定することが

できる。 

       2.取締役社長は、会社を代表する。 

     

 

 

3.取締役会は、その決議によって第１項の

役付取締役のなかから会社を代表する取

締役を選定することができる。 

 

（取締役の責任免除） 

第 29条 （条文省略） 

    （新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

について、次に掲げる権利および本定款に

定める権利以外の権利を行使することがで

きない。   

  

（１）(現行どおり） 

（２）（現行どおり） 

（３）（現行どおり） 

 

（株式取扱規程） 

第11条 当会社の株主権行使の手続きその他株式

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

める株式取扱規程による。 

 

（株主名簿管理人） 

第 12条   （現行どおり） 

2.（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。 

 

 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第22条 取締役会は、その決議によって代表取締

役を選定する。 

 

 

2.取締役会は、その決議によって取締役会

長、取締役社長各１名、専務取締役、常

務取締役各若干名を定めることができ

る。 

3.（削除） 

 

 

 

（取締役の責任免除） 

第 29 条（現行どおり） 

    2.当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、社外取締役との間に、会社法

第423条第１項の賠償責任を限定する

契約を締結することができる。ただし、

当該契約に基づく賠償責任の限度額

は、法令の定める 低責任限度額とす

る。 

 



（監査役の責任免除） 

第 39 条 （条文省略） 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

（会計監査人の責任免除） 

第 42条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定

により、取締役会の決議によって、同法

第 423 条第１項に規定する会計監査人

（会計監査人であった者を含む。）の損

害賠償責任を法令の限度において免除す

ることができる。 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

（監査役の責任免除） 

第 39条（現行どおり） 

2.当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、社外監査役との間に、会社法

第423条第１項の賠償責任を限定する

契約を締結することができる。ただし、

当該契約に基づく賠償責任の限度額

は、法令の定める 低責任限度額とす

る。 

 

（会計監査人との責任限定契約） 

第42条 当会社は、会社法第427条第１項の規定に

より、会計監査人との間に任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を法令の定める額に

限定する契約を締結することができる。 

 

 

 

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、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。 

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。 
 

以 上 
 
 

 


