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各 位 

会 社 名 花 王 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役 社長執行役員 

尾 﨑 元 規 

(コード番号 ４４５２ 東証第一部) 

 

定款一部変更に関するお知らせ 
 

 当社は、本日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成２１年６月２６日

開催予定の第１０３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、お知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

(1) 当社子会社が行う衛生管理サポート事業、エステティックスクール事業及び健康ソ

リューションサービス事業と、現行定款第２条第３号及び第４号に定める事業内容

とを包括的に表現する事業目的を、第２条第２号として新設し、現行定款第２条第

３号及び第４号を削除するものであります。 

(2) 「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。）が平

成21年１月５日に施行されたことにより、株券を発行する旨の当社定款の規定は廃

止されたものとみなされております。これに伴い、現行定款第８条及び第９条第２

項が不要になったため、削除するとともに、現行定款第10条及び第13条に所要の変

更を行うものであります。また、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行

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かなければなら

ないことから、所要の規定を附則に設けるものであります。 

(3) 上記の変更に伴い、必要な条数及び号数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 

定款変更のための株主総会開催予定日     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） 

 

以 上 

 

 本件についてのお問い合せ先：  

 花王株式会社 広報部 電話03-3660-7041～7042  

 



 
 
 
 

別紙 

変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 

 （下線部は変更箇所を示しております。）
 

現 行 定 款（抜 粋） 変 更 案 

〔目的〕 〔目的〕 

第２条 当会社は下記の業務を営むことを目的

とする。 

第２条 当会社は下記の業務を営むことを目的

とする。 

１．下記の製品の製造及び販売 １． 

(1) 石けん、シャンプー、歯みがき及び入

浴剤等のパーソナルケア製品 

(1) 

(2) クリーム、口紅及びファンデーション

等の化粧品 

(2) 

(3) 洗剤、漂白剤、柔軟剤、糊剤及び掃除

用具等のハウスホールド製品 

(3) 

 

(4) 生理用品及び紙おむつ等のサニタリー

製品 

(4) 

(5) 食品、食品添加物及び飲料 (5) 

(6) 紙類、包装資材、日用雑貨品及び衣料

品 

(6) 

(7) ペットフード及びペットケア用品 (7) 

(8) 医薬品、医薬部外品、医療機器、動物

用医薬品、動物用医薬部外品、農薬、

肥料、飼料、試薬品及び化学薬品 

(8) 

(9) 油脂、油脂誘導体、界面活性剤、高分

子化合物、酵素及び香料等の化学製品

(9) 

(10) 情報電子機器及び家庭用電器製品 (10) 

（新  設） ２. 衛生、美容及び健康に関する情報提供、

サービスの実施及び指導並びにそれらの

技術者の養成及び施設の経営 

２．情報システムの開発及び販売並びに情報

処理及び情報通信に関するサービス 

３．  （現行第２号どおり） 

３. 出版物の刊行及び情報提供サービス （削  除） 

４. ヘアサロン、エステティックサロン及び

スパ等の経営及びこれらに関するサービ

ス 

（削  除） 

５．一般貨物自動車運送業、貨物利用運送業

及び倉庫業 

４．  （現行第５号どおり） 

６．不動産の売買、賃貸及び管理、保険代理

業並びに旅行業 

５．  （現行第６号どおり） 

７．研修所及び宿泊施設の運営 ６．  （現行第７号どおり） 

８．労働者派遣事業 ７．  （現行第８号どおり） 

９．当会社及び当会社関係会社から発生する

不要品の処理 

８．  （現行第９号どおり） 

10．前各号の事業に附帯する装置、システム

及びソフトウェアの設計及び製作並びに

その技術の販売及び指導 

９．  （現行第10号どおり） 

11．前各号の原料、製品及び副産物の輸出入 10．  （現行第11号どおり） 

12．前各号に附帯または関連する一切の事業 11．  （現行第12号どおり） 

  

〔株券の発行〕  

第８条 当会社は株式に係る株券を発行する。 （削  除） 

（現行どおり） 



 
 
 
 

現 行 定 款（抜 粋） 変 更 案 

〔単元株式数及び単元未満株券の不発行〕 〔単元株式数〕 

第９条 当会社の単元株式数は100株とする。 第８条  （現行どおり） 

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） 

  

〔単元未満株式についての権利〕 〔単元未満株式についての権利〕 

第10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。 

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 １. 

２. 会社法第166条第１項の規定による請求

をする権利 

２. 

３. 株主の有する株式数に応じて募集株式の

割当て及び募集新株予約権の割当てを受け

る権利 

３. 

 

 

４. 単元未満株式の売り渡しを請求する権利 ４. 

  

 現行定款第11条及び第12条の条数を各１条ず

つ繰り上げる。 

 

〔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12条  （現行どおり） 

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って定め、これを公告

する。 

②   （現行どおり） 

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株主名簿管理人に委託

し、当会社においてはこれを取り扱わな

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株主名簿管理

人に委託し、当会社においてはこれを取り

扱わない。 

  

 現行定款第14条から第33条までの条数を各１

条ずつ繰り上げる。 

  

附  則 附  則 

〔単元株式数に関する経過措置〕 〔単元株式数に関する経過措置〕 

第９条第１項の変更は、平成21年８月３日を

もってその効力を生じるものとし、効力発生ま

では従前どおり次のとおりとする。 

第１条 第８条の変更は、平成21年８月３日を

もってその効力を生じるものとし、効力発生

までは従前どおり次のとおりとする。 

〔単元株式数及び単元未満株券の不発行〕 〔単元株式数〕 

第９条 当会社の単元株式数は1,000株と

する。 

第８条 当会社の単元株式数は1,000株と

する。 

なお、本附則は、第９条第１項の変更の効力発

生後これを削除する。 

なお、本条は、第８条の変更の効力発生後こ

れを削除し、本条の削除に伴い、次条におけ

る条数を示す「第２条」の記載を削除すると

ともに、次条なお書きにおける「本条」の記

載を「本附則」に変更する。 

（現行どおり） 

(                    )

(                    )



 
 
 
 

現 行 定 款（抜 粋） 変 更 案 

 〔株券喪失登録簿〕 

（新  設） 第２条 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

株主名簿管理人に委託し、当会社においては

これを取り扱わない。なお、本条は、平成22

年１月５日の経過をもってこれを削除する。

以 上 


