
 
平成 21 年 9 月 15 日 

 
各      位 

長野県上田市住吉 36 番地 
株式会社 ミヤノ 

代表取締役社長 齊藤 佳春 
（コード番号：6162 東証二部） 

問い合わせ先 取締役管理本部長 宮澤 才治 
TEL 0268-22-2700 

 
 

決算期（事業年度の末日）の変更および本店移転に伴う定款一部変更に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 21 年９月 15 日開催の取締役会において、平成 21 年 11 月 25 日開催予定の臨時

株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、下記のとおり決算期変更と本

店移転を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．決算期変更の内容 

  

現 在  毎年 12 月 31 日 

変更案  毎年 ３月 31 日 

 

（注）決算期変更の経過期間となる第 67 期は、平成 21 年１月１日から平成 22 年３月 31 日まで

の 15 か月の変則決算となる予定であります。 

 

２．本店移転の内容 

（１）移転先 
福島県西白河郡矢吹町赤沢 500 番地 

（２）移転登記日（予定） 

   平成 21 年 11 月 25 日 

 

３．定款変更の理由  

（１）当社の事業年度は、毎年１月１日から 12 月 31 日までとしておりますが、親会社であるシ

チズンホールディングス株式会社（以下、併せて単に「親会社」といいます）の決算期（事

業年度の末日）が毎年３月 31 日であるため、シチズングループにおける連結決算等の経営

情報に適切かつ的確に対応し、効率的な業務執行が可能になるよう、現行定款第 43 条を変

更して当社の事業年度を毎年４月１日から３月 31 日までにするものであります。 

（２）現在進行中の第 67 期事業年度を、平成 21 年１月１日から平成 22 年３月 31 日までの 15 ヶ

月間とする旨の附則第３条を現行定款に新設するものであります。 

 

 



（３）上記（１）に伴い、現行定款第 10 条に定める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の基準日を毎年３月 31 日に変更するものであります。 

（４）上記（１）に伴い、現行定款第 45 条第１項に定める当社の期末配当の基準日を毎年３月

31 日に、第２項に定める中間配当の基準日を毎年９月 30 日にそれぞれ変更するものであ

ります。 

（５）事業年度の変更に伴う経過措置として、第 66 期定時株主総会において選任された取締役及

び会計監査人の任期は、第 67 期事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする旨の

附則第４条および第５条を現行定款に新設するものであります。 

（６）業務の効率化、経費削減を目的として現在の長野県上田市にある本社機能を移転し、組織

の抜本的な見直しにより経営体制の効率化が可能になるよう、現行定款第３条を変更して

福島県西白河郡矢吹町を本社とするものであります。 

 

４．定款変更の内容 

  変更案の内容は、次のとおりです。 

（変更箇所は、下線の部分であります。） 

現   行 変 更 案 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の各号の事業を営むこ

とを目的とする。 

１．自動旋盤ならびに各種工作機械および

機械器具の製造販売 

２．自動旋盤ならびに各種工作機械および

機械器具の補修・メンテナンス 

３．自動旋盤ならびに各種工作機械および

機械器具のオーバーホール 

４．前号の受託ならびに委託 

５．不動産売買と賃貸仲介、および動産賃

貸仲介管理、別荘ならびに貸しビルの

経営 

６．前各号に関連する事業への投資および

有価証券の保有（官庁の許可を要する

ものを除く） 

７．前各号に付帯関連する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を長野県上田市に置

く。 

 

第２章 株 式 

 

（基準日） 

第 10 条 当会社は、毎年12 月 31 日の最終の

株主名簿に記録された議決権を有

する株主をもって、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。 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の各号の事業を営むこ

とを目的とする。 

１．自動旋盤ならびに各種工作機械および

機械器具の製造販売 

２．自動旋盤ならびに各種工作機械および

機械器具の補修・メンテナンス 

３．自動旋盤ならびに各種工作機械および

機械器具のオーバーホール 

４．前各号の受託ならびに委託 

５．不動産売買と賃貸仲介、および動産賃

貸仲介管理、別荘ならびに貸しビルの

経営 

６．前各号に関連する事業への投資および

有価証券の保有（官庁の許可を要する

ものを除く） 

７．前各号に付帯関連する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を福島県西白河郡矢

吹町に置く。 

 

第２章 株 式 

 

（基準日） 

第 10 条 当会社は、毎年３月 31 日の最終の

株主名簿に記録された議決権を有

する株主をもって、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。 

 



 

第７章 計 算 

 

（事業年度） 

第43条 当会社の事業年度は、毎年１月１日

から 

12 月 31 日までの１年とする。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第 45 条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の

株主名簿に記録された株主または

登録株式質権者に対して、剰余金

の配当をすることができる。 

② 当会社は毎年６月 30 日の最終の株

主名簿に記録された株主または登

録株式質権者に対して、剰余金の配

当をすることができる。 

③ 当会社は、前二項のほか、基準日を

定めて剰余金の配当をすることが

できる。 

 

附 則 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

第７章 計 算 

 

（事業年度） 

第43条 当会社の事業年度は、毎年４月１日

から 

３月 31 日までの１年とする。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第 45 条 当会社は、毎年３月 31 日の最終の

株主名簿に記録された株主または

登録株式質権者に対して、剰余金

の配当をすることができる。 

② 当会社は毎年９月 30 日の最終の株

主名簿に記録された株主または登

録株式質権者に対して、剰余金の配

当をすることができる。 

③ 当会社は、前二項のほか、基準日を

定めて剰余金の配当をすることが

できる。 

 

附 則 

 

（事業年度） 

第３条 定款第 43 条（事業年度）の規定にか

かわらず、平成 21 年１月 1 日から始

まる第 67 期事業年度は、平成 22 年３

月31日までの15ヶ月間とする。なお、

本附則は、平成 22 年 3月 31 日の経過

をもってこれを削るものとする。 

 

（取締役の任期） 

第４条 定款第 22 条（任期）の規定にかかわ

らず、平成 21 年３月 25 日開催の第

66 期定時株主総会において選任され

た取締役の任期は、第 67 期事業年度

に関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。なお、本附則は、第 67 期

事業年度に関する定時株主総会終結

後、これを削るものとする。 

 

（会計監査人の任期） 

第５条 定款第 42 条（任期）第 1 項の規定に

かかわらず、平成 21 年３月 25 日開催

の第 66 期定時株主総会において選任

された会計監査人の任期は、第 67 期

事業年度に関する定時株主総会の終

結までとする。なお、本附則は、第

67 期事業年度に関する定時株主総会

終結後、これを削るものとする。 

 

 



５．今後の見通し 
第 67 期（平成 21 年１月１日から平成 22 年３月 31 日）の連結業績見通しにつきましては、以

下の通りになります。詳細につきましては、平成 21 年９月 15 日発表しております、「決算期変

更に伴う第４四半期累計期間および通期業績予想の修正等ならびに配当予想の修正に関するお知

らせ」を御参照下さい。 
また、配当金支払に関しましては、決算期変更により基準日は３月 31 日となります。第 67 期

期末配当予想に関しては、今回、無配とさせて頂きます。詳細につきましては、「決算期変更に伴

う第４四半期累計期間および通期業績予想の修正等ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」

を御参照下さい。 
 

（単位：百万円） 
 

連 結 
売上高 

連  結 
営業利益 

連  結 
経常利益 

連   結 
当期純利益 

1 株当たり 
配当金（円）

基準日 3 月 31 日

第４四半期 
累計期間 6,800 △2,800 △2,660 △3,270  

通期 9,200    △3,080 △2,940 △3,560 ０円 00 銭 

 

 
 

以  上 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


