
 

平成 21年 5月 25日 
 
各位 

 
会 社 名 セイコーホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役社長 村野 晃一 
(コード番号 8050 東証第 1 部) 
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定款一部変更に関するお知らせ 
 
 
当社は、平成 21年 5月 8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 29日開催予定の第 148回定時株主総会（以下、本株主総会といいます）に付議することを決
議し、本日、その具体的な変更内容を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 
 

１．変更の理由 
（１）本株主総会に付議する「株式交換契約承認の件」が承認されることを前提に、この

株式交換（以下、本株式交換といいます）の効力発生日（平成 21年 10月 1日）を
もってセイコーインスツル株式会社が完全子会社となりますが、これに伴い、第２

条（目的）の定めに同社関連事業を追加するものであります。 
（２）本株主総会にて本株式交換が承認されることを前提に、同契約の効力発生日（平成

21 年 10 月 1 日）をもって当社株式を新たに発行することとなりますが、これによ
る発行済株式総数の増加に従い、発行可能株式総数を法定上限まで引き上げるため、

第６条（発行可能株式総数）の定めを変更するものであります。 
（３）平成 21年 1月 5日実施の株券電子化により、「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）附則第６条第１項の定めに従い、当社定款第７条の定めは実質的に無効とな
っておりますが、所定の手続きに従い定款第７条を削除するものであります。 

（４）前項のほか、株券電子化による株券、実質株主名簿の廃止に伴い、当社定款の定め

が実質的に変更となっている箇所について、所定の手続きに従い定款の定めを変更

するものであります。（変更案第９条、第１０条、第１１条、第１２条、附則第１条、

附則第２条） 
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２．定款変更の内容 
変更内容は、次のとおりであります。 

（下線は変更部分） 
現行定款 変更後 

 

第１章 総 則 

 

第１条（条文省略） 

 

（目的） 

第２条 当会社は、下記事業を行う会社の株式

または持分を所有することによってその会社

の事業活動を支配、管理することを目的としま

す。 

①各種時計類、写真機械器具、電子応用機械器

具、電気機械器具、電気通信機械器具、事務

用機械器具、測定機械器具、光学機械器具・

レンズ、産業機械器具、防災用機械器具、医

療機械器具、眼鏡類、楽器および演奏補助品、

これらの部品および附属品の製造、販売、修

理ならびに輸出入 

 

②服飾品、身辺細貨雑貨、衣類・寝具等の繊維

製品、かばん･袋物、靴・履物、化粧品、医

薬品および医薬部外品、家具、室内外装飾品、

宝石および貴金属、美術工芸品、硝子・陶磁

器製品、各種家庭用品、厨房機器、調理用品、

各種金属製品、情報記録磁気プリントカー

ド、これらの部品、附属品および材料の製造、

販売ならびに輸出入 

③書籍、文具･事務用品、玩具、スポーツ用品･

用具の製造、販売ならびに輸出入 

（新  設） 

 

④教育用機械器具および教材、福祉介護用品、

視聴覚機器の媒体（ソフトウェア）、健康器具、

補聴器、コンピューターを利用したシステム、

ソフトウェアおよびデータ通信システムに係

る装置の開発、製造、販売、輸出入、保守の受

託ならびにこれらに関するコンサルティング

の受託 

 

（以下省略） 

 

 

第１章 総 則 

 

第１条（現行どおり） 

 

（目的） 

第２条 当会社は、下記事業を行う会社の株式

または持分を所有することによってその会社

の事業活動を支配、管理することを目的としま

す。 

①各種時計類、写真機械器具、電子応用機械器

具、電気機械器具、電気通信機械器具、事務

用機械器具、測定機械器具、光学機械器具・

レンズ、産業機械器具、防災用機械器具、医

療機械器具、眼鏡類、計量機械器具、分析機

械器具、理化学機械器具、音楽機械器具、楽

器および演奏補助品、これらの部品および附

属品の製造、販売、修理ならびに輸出入 

②服飾品、身辺細貨雑貨、衣類・寝具等の繊維

製品、かばん･袋物、靴・履物、化粧品、医

薬品および医薬部外品、家具、室内外装飾品、

宝石および貴金属、美術工芸品、硝子・陶磁

器製品、各種家庭用品、厨房機器、調理用品、

各種金属製品、情報記録磁気プリントカー

ド、これらの部品、附属品および材料の製造、

販売ならびに輸出入 

③書籍、文具･事務用品、玩具、スポーツ用品･

用具の製造、販売ならびに輸出入 

④電気通信事業および情報処理サービス、情報

提供サービス等の情報サービス業 

⑤教育用機械器具および教材、福祉介護用品、

視聴覚機器の媒体（ソフトウェア）、健康器具、

補聴器、コンピューターを利用したシステム、

ソフトウェアおよびデータ通信システムに係

る装置の開発、製造、販売、輸出入、保守の受

託ならびにこれらに関するコンサルティング

の受託 

 

（以下項数繰り下げ、現行どおり） 
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現行定款 変更後 
 

第３条～第５条（条文省略） 

 

第２章 株 式 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、４億６

千５百万株とします。 

 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行しま

す。

 

（自己の株式の取得） 

第８条 （条文省略） 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第９条 （条文省略） 

２．当会社は、第７条の定めにかかわらず、単

元株式数に満たない株式（以下「単元未満株式」

といいます。）に係る株券を発行しません。た

だし、株券の再発行の場合など、当会社が必要

と認めた場合は、この限りではありません。 

 

（単元未満株式についての権利） 

第１０条 当会社の株主（実質株主を含みま

す。以下同じです。）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

使することができません。（以下省略） 

 

（単元未満株式の買増し） 

第１１条 当会社の単元未満株式を有する株

主（実質株主を含みます。以下同じです。）は、

「株式取扱規則」に定めるところにより、その

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り渡すべき旨（以下「買増

し」といいます。）を請求することができます。

 

（株主名簿管理人） 

第１２条 当会社は、株主名簿管理人を置きま

す。 

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り選定し、これを公告

します。 

 

 

第３条～第５条（現行どおり） 

 

第２章 株 式 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、７億４

千６百万株とします。 

 

 

（削 除） 

 

 

（自己の株式の取得） 

第７条 （現行どおり） 

 

（単元株式数） 

第８条 （現行どおり） 

 

（削 除） 

 

 

 

 

（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

使することができません。（以下現行どおり）

 

 

（単元未満株式の買増し） 

第１０条 当会社の単元未満株式を有する株

主は、「株式取扱規則」に定めるところにより、

その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り渡すべき旨（以下

「買増し」といいます。）を請求することがで

きます。 

 

（株主名簿管理人） 

第１１条 当会社は、株主名簿管理人を置きま

す。 

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り選定し、これを公告

します。 

3 



 

現行定款 変更後 
 

３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含みま

す。以下同じです。）、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いません。 

 

（株式取扱規則） 

第１３条 当会社の株券の種類、株式の名義書

換、実質株主名簿への記載または記録、単元未

満株式の買取りおよび買増し、その他株式に関

する事項は、この定款に定めるもののほか取締

役会が定める「株式取扱規則」によります。 

 

第１４条～第４５条（条文省略） 

 

 

（新  設） 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

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い

ません。 

 

 

（株式取扱規則） 

第１２条 当会社の株式の名義書換、単元未満

株式の買取りおよび買増し、その他株式に関す

る事項は、この定款に定めるもののほか取締役

会が定める「株式取扱規則」によります。 

 

 

第１３条～第４４条（現行どおり） 

 

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

においては取り扱いません。 

第２条 前条および本条は、２０１０年１月５

日まで有効とし、同日をもって前条および本条

を削除します。 

 

 

３．日程 
定款変更のための株主総会開催日 平成 21年 6月 29日（月） 
定款変更効力発生日 
第２条、第６条        平成 21年 10月 1日（木） 

     それ以外           平成 21年 6月 29日（月） 
     
なお、第２条、第６条の内容につきましては、平成 21年 6月 29日開催予定の当社第 148回

定時株主総会にて本株式交換が承認可決されることを条件としております。 
 

 
以 上 
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