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平成 23 年５月 30 日 

各  位 

              会 社 名 ユニ・チャーム株式会社 

                代表者名  代表取締役 社長執行役員 高原 豪久 

                （コード番号 8113 東証第一部） 

                問合せ先 取締役 常務執行役員   髙井 正勝 

                （電話 ０３－３４５１－５１１１） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

  

 当社は、平成 23 年５月 30 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 23

年６月 24 日開催予定の第 51 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

(１) 当社および子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を

含めた今後の事業展開に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、所要

の変更を行うものであります。 

(２) 経営環境の変化に対応した経営体制を構築し、機動的な取締役会運営を図るため、現

行定款第 13 条、第 19 条および第 21 条につきまして、所要の変更を行うものでありま

す。 

  

２．変更の内容 

  変更の内容は以下のとおりであります。                 （下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変  更  案 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

（新  設） 

  １．パルプの加工および販売 

  ２．紙の製造、加工および販売 

  ３．ゴムの製造、加工および販売 

  ４．繊維の製造、加工および販売 

  ５．化学工業製品の製造および販売 

６．ポリフィルム等の合成フィルムおよび綿の加工およ

び販売 

（新  設） 

 

（新  設） 

 
 

（目 的） 

第２条         （現行どおり） 

１．下記の製品の製造および販売 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

 

(1)ベビー用紙おむつ、ウェットティッシュ、母乳用パッド等

のベビーケア製品 

 (2)生理用ナプキン、パンティライナー、尿吸収ライナー、生

理用ショーツ、タンポン等のフェミニンケア製品 
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現 行 定 款 変  更  案 

 （新  設） 

 

（新  設） 

（新  設） 

（新  設） 

７．医薬品、医薬部外品、医療用具、医療機器の製造、加

工および販売 

  

８．化粧品の製造、加工および販売 

９．装身具ならびに化粧用器具の製造、加工および販売

１０．日用品雑貨の製造、加工および販売 

１１．玩具および育児用品の製造および販売 

１２．飲食品の製造、加工および販売 

１３．農業および農業用製品の製造、加工および販売 

１４．樹木等林産物の栽培その他の緑化、造園事業 

１５．木材の製造、加工および販売 

１６．建築材料の製造、加工および販売 

１７．室内装飾品の製造、加工および販売 

１８．愛玩動物用の食品、医薬品、医薬部外品、医療用具、

医療機器および飼育用品の製造、加工および販売 

（新  設） 

 

（新  設） 

（新  設） 

（新  設） 

 

（新  設） 

 

１９．情報処理および通信業務受託ならびにソフトウェア

の開発および販売 

（新  設） 

２０．在宅介護サービス事業 

２１．前各号に関する機械装置および機器の製造、販売な

らびに技術指導 

２２．建設業法による各種建設工事の請負、設計、監督 

２３．不動産の管理および賃貸業ならびに総合リース業 

２４．スポーツ、娯楽、観光、宿泊、売店等の施設および

これらに関するその他施設の経営 

２５．損害保険代理業および生命保険募集業 

（新  設） 

２６．倉庫業、道路運送事業、貨物自動車運送事業、貨物

運送取扱事業および旅行業 

（新  設） 

２７．教育機材および教材の製作、売買ならびに学習塾そ
の他各種教室の開設、指導、援助およびこれらの経
営 

２８．広告事業、出版事業および各種催物の企画、実施 
２９．レコード、録音テープ、ビデオテープ、ビデオディ

スク等の音楽および映像を録画した商品の企画、製
造、販売、賃貸および輸出入に関する業務 

３０．金融業 
３１．労働派遣法による労働者派遣事業 
３２．各種材料および商品の卸売業務 
３３．各種材料および商品の輸出入業務 
３４．前各号に関する技術、情報の売買およびコンサルタ

ント業務 
（新  設） 

３５．前各号に附帯する一切の業務 

 

 
  

(3)シートクリーナー、一般用ウェットティッシュ、化粧パフ

および掃除用品等のクリーン＆フレッシュ製品 

(4)大人用紙おむつ、介護用品、マスク等のヘルスケア製品 

(5)ペットフードおよびペットケア用品 

(6)紙類、包装資材、日用雑貨品および衣料品 

(7)化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器、医療用具、動物

用医薬品、動物用医薬部外品、肥料、飼料、試薬品、化学

薬品および化学工業製品 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

（削  除） 

 

２．下記原材料、副資材の加工および印刷、ならびに製造、販

売 

(1)紙類、パルプ類、綿類、不織布類およびその副産物  

(2)フィルム類およびその副産物 

３．前各号に関連するプラント、機械装置、機器の設計、製造、

据付および売買ならびに技術指導 

４．衛生、健康、介護に関する情報提供、サービスの実施およ

び指導ならびにそれらの技術者の養成 

５．      （現行どおり） 

 

６．広告事業、出版事業および各種催物の企画、実施 

（削  除） 

（削  除） 

 

（削  除） 

７．          （現行どおり） 

（削  除） 

 

８．          （現行どおり） 

９．金融業 

10．          （現行どおり） 

 

11．研修所等の施設の運営 

（削  除） 
 
 

（削  除） 
（削  除） 

 
 

（削  除） 
12．          （現行どおり） 

（削  除） 
（削  除） 
（削  除） 

 
13．前各号の製品、原材料および副産物の輸出入 

14．          （現行どおり） 
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現 行 定 款 変  更  案 

（招集者および議長） 
第13条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取

締役会の決議に基づきあらかじめ取締役会で定め
られた代表取締役がこれを招集し、その議長とな
る。 

  ２．当該代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締
役会で定めた順序により、他の取締役がこれにかわ
る。 

 

（招集者および議長） 
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除いてあ

らかじめ取締役会で定めた代表取締役が招集し、議長
となる。 

 
        （現行どおり） 
         

（取締役会会長、名誉会長、会長および副会長） 
第19条 取締役会は、その決議によって、執行役員を兼務し

ない取締役の中から取締役会会長を１名選定する
ことができる。 

２．取締役会は、その決議によって名誉会長、会長およ
び副会長を定めることができる。 

 

（名誉会長、会長および副会長） 
第19条      （削  除） 

 
 

        （現行どおり） 
 

(取締役会の招集および議長） 
第21条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取

締役会会長がこれを招集し、その議長となる。 
 
２．取締役会会長に事故あるときは、あらかじめ取締役

会の決議をもって定められた順序により、他の取締
役がこれにかわる。 

３．取締役会の招集通知は、会日の５日前までに各取締
役および各監査役に対して発する。ただし、緊急に
招集の必要があるときは、この期間を短縮すること
ができる。 

４．取締役会は、取締役および監査役の全員の同意があ
るときは、招集の手続を経ないで開催することがで
きる。 

  

(取締役会の招集および議長） 
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除いてあ

らかじめ取締役会で定めた取締役が招集し、議長とな
る。 

（削  除） 
 
 

  ２．    （現行どおり） 
 
 
 

３． （現行どおり） 
 

 
３．日 程 
  定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年６月 24 日（金曜日） 
  定款変更の効力発生日      平成 23 年６月 24 日（金曜日） 
 

  以 上 


