
平成 21 年 6 月 22 日 
各 位 

会 社 名  株式会社 ケ ー ヒ ン   
代 表 者 名   代表取締役社長 小田垣 邦道 
（コード番号    7251 東証第一部） 
問い合わせ先  取締役総務部長 三ッ堀 徹 

                                    （Tel 03-3345-3413） 
 

定款一部変更に関するお知らせ 
 
当社は、平成 21 年 5 月 19 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

19 日開催の第 68 回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において決議いたしまし

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）が平成 21 年 1 月 5 日に施行され、上場会社

の株式が一斉に株式振替制度（いわゆる「株券の電子化」）に移行されたことに伴い、

当社定款規定のうち、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除し、併せ

てその他の文言の修正等所要の変更を行うものであります。 
 また、本変更に係る経過的な措置を定めるため、附則を設けるものであります。 

（２）インターネットの普及率が高まっていること、また公告掲載費用の削減等に鑑み、当 
社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による

公告をすることが出来ない場合の公告方法を定めるものであります。 
（３）その他、規定の削除に伴う条数の繰上げ及び一部字句の修正など、所要の変更を行う

ものであります。 
 
２．変更日 

平成 21 年 6 月 19 日（金曜日） 
 



３．定款変更の内容                          
変更の内容は次のとおりであります。              （下線部分は変更箇所） 

変   更   前 変   更   後 

第１章 総 則 

第１条～第４条 （省 略） 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、東京都におい

て発行される日本経済新聞に掲

載する方法によりこれを行う。 

 

 

 

 

第２章 株 式 

第６条     （省 略） 

 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発

行する。 

（自己株式の取得） 

第８条 当会社は、会社法第165条2項、

取締役会の決議によって市場取

引等により自己の株式を取得す

ることができる。 

 

第９条     （省 略） 

（株券の種類） 

第10条 当会社の発行する株券の種類

は、取締役会の定める株式取扱

規程による。 

（株主名簿管理人） 

第11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。 

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

第１章 総 則 

第１条～第４条 ＜変更なし＞ 

（公告方法） 

第５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

告をすることが出来ない場合の

公告は、日本経済新聞に掲載す

る方法によりこれを行う。 

 

第２章 株 式 

第６条    ＜変更なし＞ 

 

 

＜削  除＞ 

 

（自己の株式の取得） 

第７条 当会社は、会社法第165条第2項

の規定により、取締役会の決議

によって市場取引等により自己

の株式を取得することができ

る。 

第８条  ＜変更なし＞ 

 

＜削  除＞ 

 

 

（株主名簿管理人） 

第９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。 

＜削  除＞ 

 

 

 



場所に備え置き、株主名簿、株

主喪失登録簿及び新株予約権原

簿への記載または記録、質権の

登録又はその抹消、信託財産の

表示又はその抹消、株券の交付、

単元未満株式の買い取り、諸届

出管理等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。 

（株式取扱規程） 

第12条 当会社の株式に関する取扱いに

ついては、取締役会の定める株

式取扱規程による。 

 

 

（基準日） 

第13条 毎事業年度の末日における 終

の株主名簿に記載又は記録され

ている株主（実質株主を含む。以

下同じ。）をもって、その事業年

度に関する定時株主総会におい

て権利を行使することができる

株主とする。 

2.前項のほか必要がある場合は、

取締役会の決議によって予め公

告の上、一定の日における株主名

簿に記載又は記録されている株

主又は登録株式質権者をもって

その権利を行使することができ

る株主又は登録株式質権者とす

ることができる。 

 

第３章 株主総会 

（招集及び招集者並びに招集地） 

第14条     （省 略） 

第15条～第18条 （省 略） 

 

第４章 取締役及び取締役会 

第19条～第27条 （省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株式取扱規程） 

第10条 当会社の株式又は新株予約権に

関する取扱い、株主の権利行使

の手続及び手数料については、

取締役会の定める株式取扱規程

による。 

（基準日） 

第11条 毎事業年度の末日における 終

の株主名簿に記載又は記録され

ている株主をもって、その事業

年度に関する定時株主総会にお

いて権利を行使することができ

る株主とする。 

 

2.前項のほか必要がある場合は、取

締役会の決議によって予め公告

の上、一定の日における株主名簿

に記載又は記録されている株主

又は登録株式質権者をもってそ

の権利を行使することができる

株主又は登録株式質権者とする

ことができる。 

 

第３章 株主総会 

（招集及び招集者） 

第12条      ＜変更なし＞ 

第13条～第16条 ＜変更なし＞ 

  

第４章 取締役及び取締役会 

第17条～第25条 ＜変更なし＞ 



第５章 監査役及び監査役会 

第28条～第34条 （省 略） 

  

第６章 計 算 

第35条～第39条 （省 略） 

 

（新 設） 

 

 

 

第５章 監査役及び監査役会 

第26条～第32条 ＜変更なし＞ 

  

第６章 計 算 

第33条～第37条 ＜変更なし＞ 

  

附 則 

第１条 当会社の株券喪失登録簿は、株

主名簿管理人の事務取扱場所に

備え置き、株券喪失登録簿への

記載又は記録に関する事務は株

主名簿管理人に取扱わせ、当会

社においては取扱わない。 

第２条 当会社の株券喪失登録簿への記

載又は記録は、法令又は定款に

定めるもののほか、取締役会に

おいて定める株式取扱規程によ

る。 

第３条 本附則第1条乃至本条は、平成22

年1月6日をもってこれを削除す

る。 

 

 
以上 


