
 
平成 21 年 5 月 25 日 

各  位 

 

 上場会社名 NOK 株式会社 

 代表者 取締役社長 鶴 正登 

 (コード番号 7240) 

 問合せ先責任者 企画部部長 富永 利夫 

 (TEL 03-3434-1736) 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成 21 年５月 25 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 25 日に開催予

定の当社第 103 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)当社事業の見直しに即し、現行定款第２条（目的）に所要の変更を行うものであります。 
(2)インターネットの普及を考慮し、利便性の向上および公告手続きの合理化のため、当社の公告方法を日本

経済新聞への掲載から電子公告に変更し、併せて、やむを得ない事由により電子公告をすることができない

ときの措置を定めるため、現行定款第４条（公告方法）に所要の変更を行うものであります。 
(3)「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」といいます。）が、平成 21 年１月５日に施行されたことに伴

い、現行定款に次のとおり所要の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、当社は決済合理化法（株券電子化）の施行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８条

（株券の発行）を削除し、併せて、現行定款第 10 条（株主名簿管理人）および現行定款第 11 条（株式

取扱規則）の株券に関する文言を削除および修正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）および現行定款第 10 条（株主名簿管理人）の実質株主および実質株主名簿に関する文言を削

除するものであります。 
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、現行定款第 10 条（株主名簿管理人）の株券喪失登録簿に関する規定を附則に

移し、平成 22 年１月６日をもって削除する旨を定めるものであります。 
(4)経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を導入し、

取締役の員数を 25 名以内から 15 名以内に減員するとともに、取締役の任期を２年から１年に変更するこ

ととし、現行定款第 20 条（取締役の員数及び選任）および現行定款第 22 条（取締役の任期）に所要の変

更を行うものであります。併せて、現行定款第 14 条（総会の招集権者及び議長）および現行定款第 28 条

（取締役会の招集権者及び議長）に所要の変更を行うとともに、現行定款第 23 条（取締役の補欠選挙の留

保）および現行定款第 36 条（監査役の補欠選挙の留保）を削除するものであります。 
(5)その他、一部表現の変更等所要の変更ならびに上記各変更に伴う条数の変更を行うものであります。 

２．定款変更の内容 
  定款変更の内容は、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 21 年６月 25 日（木） 
  定款変更の効力発生日        平成 21 年６月 25 日（木） 

 
以 上 

 



（別紙）定款変更の内容 
  （下線は変更部分を示します。）

現   行   定   款 変   更   案 

（目 的） （目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．密封装置類、工業用ゴム製品の製造・販売 １． 

２．合成樹脂、合成ゴム、潤滑剤及び化学合成品の製造・

加工・販売 

２． 

３．輸送用、建設用、農業用、鉄鋼用、製紙用、公害防止

用、化学工業用、鉱業用等の機械・機器及び装置並び

に部品の製造・販売 

３． 

４．油圧・空圧機器及び部品並びにシステムの設計・製作・

販売 

４． 

     （現行どおり） 

５．粉末冶金、鋳造、炭素、特殊窯業製品の製造・販売 ５．       

６．電気・通信・電子・計測・音響機器及び部品の製造・

販売 

６． 

７．医薬品及び医療用機械・機器・装置・用具並びに部品

の製造・加工・販売 

７． 

８．密封装置類、製紙機械、原子力発電機器、油圧・空圧

機器及び公害防止機器等の設置工事並びにその附帯工

事の請負 

８． 

９．ビタミン等の栄養素を補給した栄養補助食品の製造・

加工・販売 

（削除） 

10．前記各号に附帯又は関連する一切の業務 ９． （現行10号どおり）  

  

（公告方法） （公告方法） 

第４条 当会社の公告は、東京都において発行する日本経済新

聞に掲載する。

第４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。

 

 

  

（株券の発行）  

第８条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

② 前項の規定にかかわらず、当会社は、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。 

第８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)   （現行どおり） 

(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) 

  

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 

第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

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。 

第９条  （現行どおり） 

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。）、

株券喪失登録簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理

人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登

録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、その他株式並びに新株予約権に関する

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。 

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

え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

これを取扱わない。 

  



現   行   定   款 変   更   案 

（株式取扱規則） （株式取扱規則） 

第11条 当会社の株券の種類、株主名簿への記載又は記録、質

権の登録、信託財産の表示、株券の再発行、株券喪失

登録、単元未満株式の買取り、その他株式に関する事

項、株主の権利行使に際しての手続き等及び手数料に

ついては、取締役会で定める株式取扱規則による。 

第10条 当会社の株主名簿への記載又は記録、単元未満株式の

買取り、その他株式に関する事項、株主の権利行使に

際しての手続き等及び手数料については、取締役会で

定める株式取扱規則による。 

  

第12条 ～第13条 （条文省略） 第11条 ～第12条 （現行どおり）「条数のみ順次繰り上げ」 

  

（総会の招集権者及び議長） （総会の招集権者及び議長） 

第14条 株主総会は、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社長が招集し議長となる。 

 

② 社長に差支えがあるときは、予め取締役会において定

めた順序により他の取締役が招集し議長となる。 

第13条 株主総会は、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会長又は社長が招集し議長とな

る。 

② 会長及び社長に差支えがあるときは、予め取締役会に

おいて定めた順序により他の取締役が招集し議長とな

る。 

  

第15条 ～第19条 （条文省略） 第14条 ～第18条 （現行どおり）「条数のみ順次繰り上げ」 

  

（取締役の員数及び選任） （取締役の員数及び選任） 

第20条 当会社の取締役は、25名以内とする。 第19条 当会社の取締役は、15名以内とする。 

② 取締役の選任決議は、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、

その議決権の過半数をもって行う。 

②  （現行どおり） 

③ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 ③  （現行どおり） 

  

第21条 （条文省略） 第20条 （現行どおり） 

  

（取締役の任期） （取締役の任期） 

第22条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度

のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 

第21条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度

のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 

② 補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、他の

在任取締役の任期の満了する時までとする。 

②  （現行どおり） 

  

（取締役の補欠選挙の留保）  

第23条 取締役に欠員を生じても法定の員数を欠かないとき

は、その補欠選挙を留保することができる。 

（削除） 

  

第24条 ～第27条 （条文省略） 第22条 ～第25条 （現行どおり）「条数のみ順次繰り上げ」 

  

（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長） 

第28条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社

長が招集し、会長が議長となる。 

第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会

長又は社長が招集し、議長となる。 

② 会長又は社長に事故があるときは、予め取締役会にお

いて定めた順序により他の取締役が招集し、又は議長

となる。 

② 会長及び社長に事故があるときは、予め取締役会にお

いて定めた順序により他の取締役が招集し、議長とな

る。 

  

第29条 ～第35条 （条文省略） 第27条 ～第33条 （現行どおり）「条数のみ順次繰り上げ」 

  

（監査役の補欠選挙の留保）  

第36条 監査役に欠員を生じても法定の員数を欠かないとき

は、その補欠選挙を留保することができる。 

（削除） 

  

第37条 ～第44条 （条文省略） 第34条 ～第41条 （現行どおり）「条数のみ順次繰り上げ」 

  

（選任方法） （会計監査人の選任） 

第45条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第42条  （現行どおり） 

  



現   行   定   款 変   更   案 

第46条 ～第51条 （条文省略） 第43条 ～第48条 （現行どおり）「条数のみ順次繰り上げ」 

  

（新設） 附  則 

  

（新設） 第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成並びに備え置きその他

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。 

  

（新設） 第２条 本附則第１条及び本条は、平成22年１月６日をもって

削除する。 

  

 
以 上 

 


