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平成 21 年６月３日 

 

各   位 

 

会 社 名 黒川木徳ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 間 瀬 博 行 

（コード ８７３７ 大証第２部） 

問合せ先 執行役員管理副本部長兼IR・広報部長兼財務副部長 川中 雅浩  

（ T E L  0 3－ 6 8 2 1－ 0 6 0 6） 

 

定款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、平成 21 年６月 25 日開催予定の第 59 回定時株主総会

に、下記のとおり「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お知らせいたし

ます。 

記 

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」という。）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移行（いわゆる株券の電子化）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、実質株主及び実質株主名簿に関する規

定の削除等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の間これを作成して備置かなけれ

ばならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。 

なお、現行定款第７条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則第６条第１項に

基づき、平成 21 年１月５日の同法施行日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款

変更の決議をしたものとみなされております。 

(2)金融商品取引法の施行により、事業目的の一部につき、同法と関係する事業目的の記載に

ついて削除等の所要の変更を行うものであります。また、当社事業の現状に則し、事業内

容の明確化を図るため、事業目的の一部を削除するものであります。 

(3)将来の機動的な資本政策を可能とするため、現行定款第６条（発行可能株式総数）に定め

る当社の発行可能株式総数を 4,000 万株から 10,000 万株に増加させるものであります。 

(4)当社の役付取締役の構成に基づき、取締役会の招集権者及び議長について見直すものであ

ります。 
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２．変更の内容 

 変更の内容は、次のとおりです。 

（下線部は変更箇所） 

現行定款 変更案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の業務を営む会社及びこ

れに相当する業務を営む国内外の会

社株式を所有することにより当該会

社の事業活動を支配･管理することを

目的とする。 

（１）～（４） （条文省略） 

（５）投資信託及び投資法人に関する法律に

規定する投資信託委託業並びに有価

証券に係る投資顧問業の規制等に関

する法律に規定する投資顧問業及び

投資一任契約に関する業務 

（６）貴金属製品、金貨及び宝飾品の販売に

係る業務 

（７）商品投資に係る事業の規制に関する法

律に規定する商品投資信託に関する

調査、研究並びに商品投資販売業、商

品投資顧問業 

（８）金融先物取引法に規定する金融先物取

引並びに金融先物取引業 

（９）通貨の売買並びにその媒介、取次ぎ及

び代理業務（前号に掲げる業務を除

く。） 

（10）投資業 

（11）～（20） （条文省略） 

（21）国語及び外国語教室の経営 

（22）介護保険法に規定する居宅サービス事

業、居宅介護支援事業並びに介護施設

の運営 

（23）鍼灸、マッサージ等の施術所の経営 

（24）健康機器、健康食品の仕入、販売、リ

ース及び輸出入業務 

（25）前各号の業務に附帯または関連する業

務 

（目的） 

第２条 当会社は、次の業務を営む会社及びこ

れに相当する業務を営む国内外の会

社株式を所有することにより当該会

社の事業活動を支配･管理することを

目的とする。 

（１）～（４） （現行どおり） 

（削除） 

 

 

 

 

（５）貴金属製品、金貨及び宝飾品の販売に

係る業務 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

（６）～（15） （現行どおり） 

（削除） 

（削除） 

 

 

（削除） 

（削除） 

 

（16） （現行どおり） 

 

２． (条文省略） ２．(現行どおり） 

３． (条文省略） ３．(現行どおり） 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、4,000

万株とする 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１億株

とする 
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現行定款 変更案 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行す

る。 

（削 除） 

第８条 （条文省略） 第７条 （現行どおり） 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第９条 当会社の単元株式数は、1,000株とす

る。 

２．当会社は、第７条の規定にかかわらず、

単元未満株式に係る株券については、

株式取扱規則に定める場合を除き、発

行しない。 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は、1,000株とす

る。 

（削除） 

（株主名簿管理人） 

第10条 （条文省略） 

２． (条文省略） 

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、こ

れを株主名簿管理人に委託し、当会社

においては取扱わない。 

（株主名簿管理人） 

第９条 （現行どおり） 

２． (現行どおり） 

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扱わない。 

（株式取扱規則） 

第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手

数料は、法令または本定款のほか、取

締役会において定める株式取扱規則

による。 

（株式取扱規則） 

第10条 当会社の株主権行使の手続きその他

株式に関する取扱いは、法令または本

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12条～第14条 （条文省略） 第11条～第13条 （現行どおり） 

（株主総会参考書類等のインターネット開示

とみなし提供） 

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類、事業報告、計算書類

及び連結計算書類に記載または表示

をすべき事項に係る情報を、法務省令

に定めるところに従いインターネッ

トを利用する方法で開示することに

より、株主（実質株主を含む。以下同

じ。）に対して提供したものとみなす

ことができる。 

（株主総会参考書類等のインターネット開示

とみなし提供） 

第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類、事業報告、計算書類

及び連結計算書類に記載または表示

をすべき事項に係る情報を、法務省令

に定めるところに従いインターネッ

トを利用する方法で開示することに

より、株主に対して提供したものとみ

なすことができる。 

第16条～第22条 （条文省略） 第15条～第21条 （現行どおり） 
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現行定款 変更案 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、取締役会長がこれを招集

し、議長となる。 

２．取締役会長に欠員または事故があると

きは、取締役会においてあらかじめ定

めた順序に従い、他の取締役が取締役

会を招集し、議長となる。 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、取締役社長がこれを招集

し、議長となる。 

２．取締役社長に事故があるときは、取締

役会においてあらかじめ定めた順序

に従い、他の取締役が取締役会を招集

し、議長となる。 

第24条～第45条（条文省略） 第23条～第44条（現行どおり） 

（新設） 附則 

（新設） 第１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、これを株主名簿管理人に

委託し、当会社においては取扱わな

い。 

（新設） 第２条 本附則は、平成22年１月５日まで有効

とし、平成22年１月６日をもってこれ

を削除する。 

 

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 

定款変更の効力発生日 平成 21 年６月 25 日 

 

以 上 


