
 

 

平成21年5月15日 

各 位 

会社名    株式会社紀陽ホールディングス 

代表者    取締役社長 片山 博臣 

（コード番号  8415 東証・大証第一部） 

 問合せ先    常務取締役グループ企画部長 米坂 享 

         （TEL 073-426-7133 ） 

 

 

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４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）が、平成２１年１月５日に施行されたこと、および同日をもって、

「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和５９年法律第３０号）が廃止されたことに対応するた

め、株券の存在を前提とした規定の削除および経過的な措置を定めた付則を設けるなど所要の変更

を行うものであります。 

（２）公告方法を効果的かつ継続性のある電子公告に変更するため、所要の変更を行うものであります。 

（３）その他、条文の削除に伴う条数の変更、表現の平仄を統一するため所要の変更を行うものでありま

す。 

 

２．変更の内容 

   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２６日（金） 

   定款変更の効力発生日        平成２１年６月２６日（金） 

以上 

 

                          ＜本件に関するお問合せ先＞     

                                グループ管理部 岡本 

                                 TEL 073-426-7111 
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別 紙 
(下線は変更部分であります｡) 

 
現 行 定 款 定 款 変 更 案 

 
第１章 総 則 

 
第１章 総 則 

 
第１条～第４条（条文省略） 

 
第１条～第４条（現行定款どおり） 

  
（公告方法） 
第５条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載し

て行う。 
 
 

（公告方法） 
第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする｡ 

ただし、事故その他のやむを得ない事由
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
して行う。 

 
 

 

第２章 株 式 第２章 株 式 
（発行可能株式総数） 
第６条（条文省略） 

（発行可能株式総数） 
第６条（現行定款どおり） 

 
 (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  除) 

 
 
第８条～第９条（条文省略） 

 
 
第７条～第８条（現行定款どおり） 

 
 

 

 (単元未満株券の不発行) 
第10条 当会社は、第７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
ついてはこの限りでない｡ 

 
     (削  除) 

 
（単元未満株式についての権利） 
第11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) 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

式の割当ておよ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 
 

（単元未満株式の買増し） 
第12条（条文省略） 

 
（株主名簿管理人） 
第13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 当会社の株主名簿および実質株主名簿 
(以下「株主名簿等」という)､ 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り扱わない。 
 

（株式取扱規程） 
第14条（条文省略） 

 
 
 

 
（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) 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

式の割当ておよ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 
 

（単元未満株式の買増し） 
第10条（現行定款どおり） 

 
（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
においては取り扱わない。 

 
 
 
（株式取扱規程） 
第12条（現行定款どおり） 
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現 行 定 款 定 款 変 更 案 

  
第３章 優先株式 第３章 優先株式 

（優先配当金） 
第15条 当会社は第49条に定める期末配当金を支

払うときは、優先株式を有する株主（以
下「優先株主」という）または優先株式
の登録株式質権者（以下「優先登録株式
質権者」という）に対し、普通株式を有
する株主（以下「普通株主」という）ま
たは普通株式の登録株式質権者（以下 
｢普通登録株式質権者」という）に先立ち、
それぞれ次に定める額の期末配当金 (以
下「優先配当金」という）を支払う。た
だし当該期末配当の基準日の属する事業
年度において第16条に定める優先中間配
当金を支払ったときは、当該優先中間配
当金を控除した額とする。 

    （以下条文省略） 

（優先配当金） 
第13条 当会社は第47条に定める期末配当金を支

払うときは、優先株式を有する株主（以
下「優先株主」という）または優先株式
の登録株式質権者（以下「優先登録株式
質権者」という）に対し、普通株式を有
する株主（以下「普通株主」という）ま
たは普通株式の登録株式質権者（以下 
｢普通登録株式質権者」という）に先立ち、
それぞれ次に定める額の期末配当金 (以
下「優先配当金」という）を支払う。た
だし当該期末配当の基準日の属する事業
年度において第14条に定める優先中間配
当金を支払ったときは、当該優先中間配
当金を控除した額とする。 

    （以下条文現行定款どおり） 
 
（優先中間配当金） 
第16条 当会社は第50条に定める中間配当を行う

ときは、優先株主または優先登録株式質
権者に対し、普通株主または普通登録株
式質権者に先立ち、優先株式１株につき
前条に定める優先配当金の２分の１を上
限として、完全子会社における旧商法第
365条の規定による株主総会の決議また
は発行に際しての取締役会の決議で定め
る額の金銭（本定款において「優先中間
配当金」という）を支払う。 

 
 
第17条～第23条（条文省略） 
 
 
（優先配当金の除斥期間） 
第24条 第51条の規定は、優先配当金および優先

中間配当金の支払いについてこれを準用
する。 

 
 

第４章 株主総会 
 
第25条～第32条（条文省略） 
 
（種類株主総会） 
第33条 第28条、第29条および第32条の規定は､ 

種類株主総会にこれを準用する 
２ 第27条の規定は、定時株主総会と同日に

開催される種類株主総会にこれを準用す
る。 

３ 会社法第324条第２項に定める種類株主
総会の決議は、当該種類株主総会におい
て議決権を行使することができる株主の
議決権の３分の１を有する株主が出席
し、その議決権の３分の２をもって行う。

 
 
 

第５章 取締役および取締役会 
 

第34条～第40条（条文省略） 
 
第６章 監査役および監査役会 
 

 第41条～第47条（条文省略） 
 

 
（優先中間配当金） 
第14条 当会社は第48条に定める中間配当を行

うときは、優先株主または優先登録株式
質権者に対し、普通株主または普通登録
株式質権者に先立ち、優先株式１株につ
き前条に定める優先配当金の２分の１
を上限として、完全子会社における旧商
法第365条の規定による株主総会の決議
または発行に際しての取締役会の決議
で定める額の金銭（本定款において「優
先中間配当金」という）を支払う。 

 
 

第15条～第21条（現行定款どおり） 
 
     
 （優先配当金の除斥期間） 
第22条 第49条の規定は、優先配当金および優

先中間配当金の支払いについてこれを
準用する。  

 
 

第４章 株主総会 
 
第23条～第30条（現行定款どおり） 
 
（種類株主総会） 
第31条 第26条、第27条および第30条の規定は､ 

種類株主総会にこれを準用する。 
２ 第25条の規定は、定時株主総会と同日に

開催される種類株主総会にこれを準用す
る。 

３ 会社法第324条第２項に定める種類株主
総会の決議は、当該種類株主総会におい
て議決権を行使することができる株主
の議決権の３分の１以上を有する株主
が出席し、その議決権の３分の２以上を
もって行う。 

 
 

第５章 取締役および取締役会 
 

第32条～第38条（現行定款どおり） 
 
第６章 監査役および監査役会 
 

 第39条～第45条（現行定款どおり） 
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現 行 定 款 定 款 変 更 案 

 
第７章  計  算 

 
 （事業年度） 
第48条（条文省略） 
 
（期末配当金） 
第49条 当会社は、株主総会の決議によって、毎

年３月31日の最終の株主名簿等に記載ま
たは記録された株主または登録株式質権
者に対し金銭による剰余金の配当（以下 
｢期末配当金」という）を行う。 

 
第７章  計  算 
 

 （事業年度） 
第46条（現行定款どおり） 
 
（期末配当金） 
第47条 当会社は、株主総会の決議によって、毎

年３月31日の最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
に対し金銭による剰余金の配当（以下 
｢期末配当金」という）を行う。 

 
（中間配当金） 
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等に記載ま
たは記録された株主または登録株式質権
者に対し、会社法第454条第５項に定める
剰余金の配当（以下「中間配当金」とい
う）を行うことができる。 

 
（除斥期間） 
第51条（条文省略） 
 
 
 
 
(新 設) 
 
 
 
 
 
(新 設) 
 
 
 
 
(新 設) 
 

 
（中間配当金） 
第48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また
は記録された株主または登録株式質権者
に対し、会社法第454条第５項に定める剰
余金の配当（以下「中間配当金」という）
を行うことができる。 

 
（除斥期間） 
第49条（現行定款どおり） 

 
 

付 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り扱わせ、当会社

においては取り扱わない｡ 
 
第２条 当会社の株券喪失登録簿への記載または

記録は、法令または定款に定めるものの

ほか、取締役会において定める株式取扱

規程による｡ 
 

第３条 本付則第１条から本条までの規定は、平
成22年１月６日をもってこれを削除す
る｡ 

 
 

以 上 
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