
平成 21年 6月 1日 
各   位 

会 社 名  科  研  製  薬  株 式 会 社 
代表者名  代表取締役社長   乾 四朗 

（コード番号 ４５２１  東証１部） 
問合せ先 取締役総務部長 遠藤 孝雄 

（℡．０３－５９７７－５００２） 
 

定款一部変更に関するお知らせ 
当社は、平成 21年 5月 12日開催の取締役会において、平成 21年 6月 26日開催予定の第

89回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の

通りお知らせいたします。 

記 
定款一部変更の件 
1.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」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、以下のとおり変更を行うものであります。 
① 決済合理化法附則第 6 条第 1 項により、同法の施行日をもって当社の株券を発行す
る旨の定めを廃止する定款変更決議をしたものとみなされておりますので、当該定

めを削除するとともに、単元未満株式に係る株券に関する定め及び株券喪失登録簿

に関する定めについても削除するものであります。（現行定款第 7条、第 9条第 2項、
第 12条、第 13条第 3項）ただし、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 1 年間は株主名簿管理人が株券喪失登録に係る事務を取り扱います
ので、経過措置として、その旨附則を設けるものであります。 

② 決済合理化法附則第 2条により、「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伴い、「実質株主」及び「実質株主名簿」に関す
る定めを削除するものであります。（現行定款第 10条、第 13条第 3項） 

（2） 株主総会の適正かつ円滑な運営のため、会社法の規定により、代理人の人数を定め
るものであります。 

（3） 上記のほか、字句の修正、不要な規定の削除、その他全般に亘り所要の変更を行う
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 

soumu
新規スタンプ



【別紙】

2 当会社は第７条の規定にかかわらず、単元株式数に

満たない数の株式（以下「単元未満株式」という。）に

かかわる株券を発行しない。ただし、株式取扱規定に

定めるところについてはこの限りではない。

を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式に る単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権

ついて、次に掲げる権利以外の権利を行使すること 利を行使することが出来ない。

が出来ない。 （１）会社法第１８９条第２項各号の規定に掲げる権利

（１）会社法第１８９条第２項各号の規定に掲げる権利 （２）会社法第１６６条第１項の規定による請求をする

（２）会社法第１６６条第１項の規定による請求をする 　　権利

　　権利 （３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て

（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

　　及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

（４）次条に定める請求をする権利

規定に定めるところにより、その有する単元未満株式 規程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 の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡す

ことを請求することが出来る。ただし、買増請求がある ことを請求することが出来る。ただし、買増請求がある

ときは、当会社がその請求により譲り渡す数の自己株 ときは、当会社がその請求により譲り渡す数の自己株

式を所有していない場合は、この限りではない。 式を所有していない場合は、この限りではない。

株式取扱規定による。

2 　 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役 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。 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（実質株主名簿を含む。以下同 3 　 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並び

じ。）、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並 にこれらの備置き、その他の株主名簿及び新株予約権原

びにこれらの備置き、その他の株主名簿、新株予約権 簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社に

原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管 おいてはこれを取り扱わない。

理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。

　当社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款 　当社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款

のほか、取締役会において定める株式取扱規定による。 のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

人として、その議決権を行使することが出来る。 代理人として、その議決権を行使することが出来る。

2 　　株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明す 2 　株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明す

る書面を当会社に提出しなければならない。 る書面を当会社に提出しなければならない。

は、取締役会の決議により別に定める取締役会規定 は、取締役会の決議により別に定める取締役会規程

による。 による。

は監査役会の決議により、別に定める監査役会規定 は、監査役会の決議により別に定める監査役会規程

による。 による。

第３４条　監査役会に関する事項は、本定款の定めによるほか

（株券の発行）

第７条　　当会社の株式については、株券を発行する。

第８条 第７条

（削除）

（単元未満株式についての権利）

第１０条　当会社の単元未満株式を有する株主（実質株主

（単元株式数及び単元未満株券の不発行）

現行定款 変更後

第１条～第６条

（条文省略）

第１条～第６条

（現行どおり）

第９条　　当会社の単元株式数は、1000株とする。

（単元株式数）

第８条　　当会社の単元株式数は、1000株とする。

（単元未満株式についての権利）

第９条　　当会社の単元未満株式を有する株主は、その有す

（削除）

（株主名簿管理人）

（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は、株式取扱

（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

第１４条

（削除）

第１２条

第１３条　　当会社は、株主名簿管理人を置く。

（株主名簿管理人）

第１１条　　当会社は、株主名簿管理人を置く。

（株式取扱規定） （株式取扱規程）

（株式の種類）

第１２条　　当会社の株券の種類は、取締役会において定める

第１５条～第１８条

（条文省略）

第１３条～第１６条

（現行どおり）

(議決権の代理行使） (議決権の代理行使）

第１９条　 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理

第２０条～第２８条

第１７条　 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を

第２８条～第3３条

（現行どおり）

（監査役会規程）

第２９条　取締役会に関する事項は、本定款の定めによるほか 第２７条　取締役会に関する事項は、本定款の定めによるほか

第30条～第35条

（条文省略）

（監査役会規定）

第３６条　監査役会に関する事項は、本定款の定めによるほか

（現行どおり）（条文省略）

（条文省略）

第１８条～第２６条

（現行どおり）

（取締役会規定） （取締役会規程）



として、会社法第454条第5項の規定による中間配当（以下「中間 として、会社法第454条第5項の規定による中間配当をすること

配当」という。）をすることが出来る。 が出来る。

第４３条

配当又は中間配当は、転換の請求が4月1日から9月30日まで

になされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までに

なされたときは10月1日にそれぞれ転換があったものとみなし

て、これを支払う。ただし、既に発行されている転換社債の全

部転換又は全額償還が行われた場合には、本条を削除する

ものとする。

８．この規定は、平成１年　６月 29日　一部改訂。

９．この規定は、平成３年　６月 27日　一部改訂。

10．この規定は、平成４年　６月 26日　一部改訂。

11．この規定は、平成６年　６月 29日　一部改訂。

12．この規定は、平成８年　６月 27日　一部改訂。

13．この規定は、平成11年　６月 29日　一部改訂。

14．この規定は、平成14年　６月 27日　一部改訂。

15．この規定は、平成15年　６月 27日　一部改訂。

16．この規定は、平成16年　６月 29日　一部改訂。

17．この規定は、平成17年　６月 29日　一部改訂。

18．この規定は、平成18年　６月 29日　一部改訂。

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、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。

第2条　前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、

     同日の経過をもって前条および本条を削除する。

以　上

変更後

６．この規定は、昭和59年　６月 29日　一部改訂。

７．この規定は、昭和62年　６月 26日　一部改訂。

２．この規定は、昭和47年　５月 29日　一部改訂。

３．この規定は、昭和50年　５月 29日　一部改訂。

４．この規定は、昭和52年　６月 29日　一部改訂。

５．この規定は、昭和57年　６月 29日　一部改訂。

第４２条　当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月３０日を基準日

（中間配当）

第４４条　当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月３０日を基準日

附則

第3５条～第４1条

（現行どおり）

（削除）

（削除）

（中間配当）

（新設）

（新設）

第3７条～第４3条

（条文省略）

第47条    この規定は、  昭和23年　   ３月　１日　  制定。

（付則）

（転換社債の転換の時期）

第46条　転換社債の転換により発行された株式に対する最初の期末

現行定款

第４５条

（条文省略） （現行どおり）


