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平成２１年５月２０日 
各  位 
 

会 社 名 ： 株 式 会 社  日 本 航 空 
代表者：代表取締役社長 西松 遙  
(コード番号 9205 東・大・名各第１部) 
問い合わせ先：ＩＲ部長  日岡 裕之 
電話番号：（TEL（03）5460-6600） 

 
 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、本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２３日開催

予定の当社第７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、下記のとおりお知ら

せいたします。 
 

記 

 
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」）が平成２１年１月５日に施 

行され、上場会社の株式は株式振替制度に一斉に移行されるとともに、『株券等の保管及 

び振替等に関する法律』（昭和59年法律第30号）は廃止されました。 

これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定

の削除などの所要の変更を行うものであり、また株券喪失登録簿については、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おかなければなら

ないことから、附則に所定の規定を設けるものであります。 

②会社法第459条第１項第１号に定める自己株式の取得に関する事項について、取締役会決議

により定めることを可能とするため、現行定款第８条に所要の規定を新設するものであり

ます。 

③会社法の施行により、株主総会の開催場所の制限がなくなり、開催場所の選択肢拡大の観

点から株主総会の招集地に関する現行定款第14条第３項の規定を削除するものであります。 

④会社法第324条の規定により、種類株主総会における定足数を緩和するために、現行定款第

18条の２（種類株主総会）の規定につき、所要の変更を行うものであります。 

⑤上記の変更に伴い、条数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、次のとおりであります。 

 



（下線は変更部分）

現行定款 変更案

第２章　株　　式 第２章　株　　式

（株券の発行）

第７条　当会社は、全部の種類の

株式に係る株券を発行する｡

《削　　　除》

（株式） （株式）

第８条  当会社の単元株式数は、

普通株式、A種株式とも

1,000株とする。

第７条  《現行のとおり》

　　2.　当会社は単元未満株式に

係る株券を発行しない。但

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》

　　3.　当会社の株主（実質株主

を含む。以下同じ。）は、

その所有する単元未満株式

の数と併せて単元株式数と

なる数の株式を売渡すこと

を当会社に請求（以下「買

増請求」という。）するこ

とができる。但し、買増請

求があるときに、当会社が

その請求により譲渡すべき

数の自己株式を所有してい

ない場合は、この限りでは

ない。

　　2.　当会社の株主は、その所

有する単元未満株式の数と

併せて単元株式数となる数

の株式を売渡すことを当会

社に請求（以下「買増請

求」という。）することが

できる。但し、買増請求が

あるときに、当会社がその

請求により譲渡すべき数の

自己株式を所有していない

場合は、この限りではな

い。

　　4.　当会社は、会社法第165条

第2項の規定により、取締役

会の決議をもって同条第1項

に定める市場取引等により

自己の株式を取得すること

ができる。

　　3.　《現行のとおり》

《新　　　設》 　　4.　当会社は、会社法第459条

第1項第1号に定める自己株

式の取得に関する事項につ

いては、法令に別段の定め

がある場合を除き、取締役

会の決議によって定めるこ

とができる。

第８条の２

　～　　　《記載省略》

第８条の８

第８条

　～　　　《現行のとおり》

第８条の７  
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現行定款 変更案

（外国人等の株主名簿及び実質株

主名簿への記載の制限）

（外国人等の株主名簿への記載の

制限）

第９条  当会社は、次の各号のい

ずれかに掲げる者からその

氏名及び住所を株主名簿

（実質株主名簿を含む。以

下同じ。）に記載又は記録

することの請求を受けた場

合において、その請求に応

ずることにより次の各号に

掲げる者の有する議決権の

総数が当会社の議決権の3分

の1以上を占めることとなる

ときは、その氏名及び住所

を株主名簿に記載又は記録

することを拒むものとす

る。

第９条  当会社は、次の各号のい

ずれかに掲げる者からその

氏名及び住所を株主名簿に

記載又は記録することの請

求を受けた場合において、

その請求に応ずることによ

り次の各号に掲げる者の有

する議決権の総数が当会社

の議決権の3分の1以上を占

めることとなるときは、そ

の氏名及び住所を株主名簿

に記載又は記録することを

拒むものとする。

(1)日本の国籍を有しない人 (1)日本の国籍を有しない人

(2)外国又は外国の公共団体

若しくはこれに準ずるもの

(2)外国又は外国の公共団体

若しくはこれに準ずるもの

(3)外国の法令に基づいて設

立された法人その他の団体

(3)外国の法令に基づいて設

立された法人その他の団体

（株式取扱規則） （株式取扱規則）

第10条  当会社の電磁的方法によ

る議決権その他の株主権の

行使等に関する取扱、株券

の種類、株式及び新株予約

権の名義書換、実質株主名

簿及び株券喪失登録簿への

記載又は記録、単元未満株

式の買取り及び売渡し、質

権の登録及び抹消、株券の

再発行、信託財産の表示及

び抹消その他株式及び新株

予約権に関する取扱い及び

手数料は、この定款のほか､

取締役会において定める株

式取扱規則による。

第10条  当会社の電磁的方法によ

る議決権その他の株主権の

行使等に関する取扱、株主

名簿及び新株予約権原簿へ

の記載又は記録、単元未満

株式の買取り及び買増し、

その他株式及び新株予約権

に関する取扱い及び手数料

は、この定款のほか、取締

役会において定める株式取

扱規則による。

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人）

第13条　当会社は、株主名簿管理

人を置く。

第13条  《現行のとおり》
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現行定款 変更案

    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。

    2.　《現行のとおり》

    3.　当会社の株主名簿、新株

予約権原簿及び株券喪失登

録簿の作成並びに備置きそ

の他の株主名簿、新株予約

権原簿及び株券喪失登録簿

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。

    3.　当会社の株主名簿及び新

株予約権原簿の作成並びに

備置きその他の株主名簿及

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。

第３章　株主総会 第３章　株主総会

（株主総会の招集） （株主総会の招集）

第14条　当会社の定時株主総会

は、毎年4月1日から3ヶ月以

内に、臨時株主総会は、必

要がある場合に随時、取締

役会の決議に基づいて、社

長がこれを招集する。

第14条　《現行のとおり》

2.  社長に事故があるときは､

あらかじめ取締役会の定め

た順序により、他の取締役

がこれを招集する。

    2.　《現行のとおり》

    3.  株主総会は、東京都各区

内において招集する。

《削　　　除》

（種類株主総会） （種類株主総会）

第18条の２　第14条、第15条、並

びに第18条の規定は、種類

株主総会に準用する。

第18条の２　第14条、第15条、第

17条第1項並びに第18条の規

定は、種類株主総会に準用

する。

2.　第12条第1項の規定は、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。

　  2.   《現行のとおり》
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現行定款 変更案

《新　　　設》     3.　会社法第324条第2項の規

定によるべき種類株主総会

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以上をもってこれを

行う。

《新　　　設》 附則

第１条  当会社の株券喪失登録簿

への記載又は記録は、この

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。

    2.　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、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  前条及び本条は、平成２

２年１月５日まで有効とし､

同日の経過をもって前条及

び本条を削除する。
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３．日程 
  定款変更のための株主総会開催日   平成２１年６月２３日 
  定款変更の効力発生日        平成２１年６月２３日 
 
 

以 上 
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