
       2013 年 05 月 17 日 

 

  各位 

 会社名： ノーリツ鋼機株式会社 

 代表者： 代表取締役社長ＣＥＯ 西本 博嗣 

 （コード番号 7744 東証・大証第 1 部） 

 問い合わせ先： IR・PR・ER 室 

 （TEL 073-406-5678） 

 

 

                    〒640-8550 和歌山県和歌山市梅原 579-1 http://www.noritsu.co.jp 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年 5 月 17 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 27 日開催

予定の第 58 期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. 変更の理由  

   業容拡大のため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するとともに、条項の整備を行うも

のであります。 

 

2. 変更の内容  

変更の内容は、次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  後 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

１ 以下の事業を営むこと、並びに以下の事

業を営む会社及びこれに相当する事業を営

む外国会社の株式又は持分を保有すること

により、当該会社の事業活動を支配及び管理

すること。 

 

（１） 写真処理機器、映像処理機器、周辺

関連機器の開発、製造、販売及びレンタル 

（２） 情報機器、光学用機械器具及び事務

用機器の開発、製造及び販売 

（３） 電子機器のハードウェア、ソフトウ

ェアの開発、製造及び販売 

（４） 写真機材、写真感光材、写真用品、

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

１ 以下の事業を営むこと、並びに以下の事

業を営む会社及びこれに相当する事業を営

む外国会社の株式又は持分を保有すること

により、当該会社の事業活動を支配及び管理

すること。 

 

（写真・映像・印刷関連） 

（１） 写真処理機器、映像処理機器、印刷

機器、周辺関連機器、写真機材、写真感光材、

写真用品等並びにこれらに関連する機器及

び製品の研究開発、設計、製造、販売、加工、

輸出入、リース、メンテナンス、技術指導及

びこれらの受託 
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電気機械器具、事務用品、電子機器、食料品、

衣料品の販売 

（５） プラスチック製品の成形及び加工販

売 

（６） 各種機械部品の板金、切削、研削加

工 

（７） 金型の設計、製造及び販売 

（８） 理化学機械器具、科学研究用機械器

具、医療機械器具、医薬等の調剤装置及び周

辺装置並びに美容用品・機器等の研究、開発、

製造、販売、輸出入、修理、メンテナンス及

び賃貸 

（９） 遠隔医療に関する診断システム及び

情報管理システムの開発、設計、販売並びに

運用支援サービス 

（10） 医療用画像センターの運営受託、運

営コンサルタント業務及びその売買業務 

（11） 医薬品、医薬部外品、化粧品、健康

補助食品、特定保健用食品、診断薬、工業薬

品、食料品、食品添加物、酵素、微生物工業

製品及び機能性材料・応用製品等の研究、開

発、化学分析、製造、販売及び輸出入に関す

る業務 

（12） 再生医療、臨床検査、健康の保持増

進等に関連する研究機関、医療機関等の経

営・運営の支援に関する業務 

（13） 医療用品及び衛生用品の販売・在宅

介護支援、在宅サービス事業及びデイサービ

ス事業 

（14） 水処理設備・機器の開発、製造、販

売及びメンテナンス 

（15） 生ゴミ処理機の設計、製造、販売及

びメンテナンス 

（16） 電磁波測定業務 

（17） 電磁波測定機器の賃貸 

（18） 写真の現像焼付の加工及び写場の経

営 

（19） インターネットコンテンツの制作、

（エネルギー関連） 

（２） 自然エネルギー、省資源、省エネル

ギーその他エネルギーによる発電事業並び

にその管理・運営及び電気の供給、販売等に

関する業務 

（３） 自然エネルギー、省資源、省エネル

ギーの管理・運営に関連する製品・機器の研

究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、

リース、メンテナンス、管理、技術指導及び

これらの受託 

（食関連） 

（４） 食料品、酒類、飲料品及び食品添加

物等の食に関連する製品の販売、輸出入並び

に研究開発、製造、技術指導、調査及びこれ

らの受託 

（５） 厨房機器等の研究開発、設計、製造、

販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、

技術指導、調査及びこれらの受託 

（６） 食堂、喫茶店、貸会場及び宿泊施設

の経営 

（農畜水産業・種苗・園芸・植物関連） 

（７） 農畜水産物及び種苗の生産、加工及

び販売 

（８） 園芸、植物、農畜水産業用資材、設

備機器、機材及びこれらに関連する製品の研

究開発、製造、販売、加工、輸出入、リース、

修理、管理、技術指導及びこれらの受託 

（９） 園芸サービス事業 

（医療・美容・健康関連） 

（10） 医薬品、医薬部外品、化粧品、衛生

用品、診断薬、美容品、健康補助食品、特定

保健用食品、医療機器、美容機器、調剤装置、

健康器具等、医療、臨床検査、美容及び健康

に関連する製品及び機器の研究開発、設計、

製造、販売、加工、輸出入、リース、メンテ

ナンス、技術指導、調査及びこれらの受託 

（11） 遠隔医療に関する診断システム及び

情報管理システムの開発、設計、販売並びに
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運営及びこれらを利用した各種情報提供サ

ービス並びにインターネット上の写真プリ

ントシステムの提供及び写真プリントサー

ビス 

（20） コンピューターによる情報処理及び

データベース・サービスの提供業務並びに情

報処理システムの管理及び運営受託業務 

（21） 食堂、喫茶店、貸会場、宿泊施設の

経営 

（22） 不動産の売買及び賃貸並びに管理 

（23） 園芸サービス業 

（24） 農水産物及び種苗の生産、加工及び

販売 

（25） 農水産物及び種苗の生産、加工及び

販売に関するコンサルティング及び研究開

発 

（26） 農水産業資材、設備機器及び器材の

製造、加工、販売及び輸出入 

（27） 農水産業体験施設の運営 

（28） 建築及び土木工事業 

（29） 広告、看板、ポスター等の画像取り

扱い業務 

（30） 半導体・フラットパネルディスプレ

イ等の電子応用機器とその製造装置ならび

に関連機器の開発、製造、販売及びメンテナ

ンス 

（31） 商業・産業用印刷機器の開発、製造、

販売、賃貸、輸出入、修理及びメンテナンス

（32） 事業を営む会社の発行する有価証券

の取得及び保有、その他金融及び投資業務 

（33） 金融商品取引法に規定する投資助

言・代理業務、第二種金融商品取引業務 

（34） 経営コンサルティング及び技術コン

サルティング業務 

（35） 人材紹介業務及び派遣業務 

（36） 情報通信サービス及び情報提供サー

ビスに関連して使用される機械装置、付属品

などの販売及びレンタル 

運用支援サービス 

（12） 医療情報、医薬関係情報の収集、提

供サービス業務、それらの情報システム、プ

ログラムの設計及び販売 

（13） メディカルクラブ、エステティック

サロン、スポーツクラブ、マッサージ・按摩・

指圧・はり・きゅう施術所等医療、美容及び

健康事業に関連する施設の経営、運営及び管

理 

（通信販売関連） 

（14） 通信販売業務 

（介護・福祉関連） 

（15） 介護保険法に基づく在宅介護支援、

在宅サービス事業、デイサービス事業並びに

その他介護及び福祉に関連する事業 

（16） 介護及び福祉に関連する製品の研究

開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、リ

ース、メンテナンス、管理、技術指導及びこ

れらの受託 

（金融・保険関連） 

（17） 金融商品取引法に規定する投資助

言・代理業務、第二種金融商品取引業務 

（18） 債権の売買及び管理業 

（19） 保険募集事業、保険代理業等の保険

に関する業務 

（20） 事業を営む会社の発行する有価証券

の取得及び保有、その他金融及び投資業務 

（放送事業関連） 

（21） 有線テレビジョン放送法に基づく有

線テレビジョン放送事業 

（22） 電気通信事業法に基づく電気通信事

業 

（23） 有線テレビジョン放送施設設計・施

工・管理 

（24） 放送番組の制作及び販売 

（工業製品の研究開発・生産等の受託・支援）

（25） 情報機器、電子機器、情報通信機器、

光学用機器、事務用機器、照明機器及びプラ
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 (37)  教育、研修、出版業務 

（38） 医療情報、医薬関係情報の収集、提

供サービス業務、それらの情報システム、プ

ログラムの設計及び販売 

（39） 厨房機器等の研究、開発、製造、販

売、輸出入、賃貸、設置工事、修理及びメン

テナンス業務 

（40） 照明機器等の研究、開発、製造、販

売、輸出入、賃貸、設置工事、修理及びメン

テナンス業務 

（41） 自然エネルギー等による発電事業及

びその管理・運営並びに電気の供給、販売等

に関する業務 

（42） 省資源及び省エネルギーに関するコ

ンサルティング業務並びにエネルギー管理

システム、関連機器の開発、製造、販売、輸

出入、賃貸、修理、メンテナンス及び管理支

援業務 

（43） 開発受託及び生産受託業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スチック製品等の工業製品の研究開発、設

計、製造、販売、加工、輸出入、リース、メ

ンテナンス、管理、技術指導及びこれらの受

託 

（26） 試験薬、工業用薬品、理化学機械器

具、科学研究用機械器具、金型、工業部品等

の研究開発、設計、製造、販売、加工、輸出

入、リース、メンテナンス、技術指導及びこ

れらの受託 

（水関連） 

（27） 水、水処理設備・機器等の水に関連

する製品の研究開発、設計、製造、販売、加

工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、

技術指導及びこれらの受託 

（電磁波関連） 

（28） 電磁波に関連する製品の研究開発、

設計、製造、販売、加工、輸出入、リース、

メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの

受託 

（原材料・機能性材料・資源関連） 

（29） 原材料、機能性材料及び資源の研究

開発、設計、生産、販売、加工、輸出入、リ

ース、メンテナンス、管理、技術指導及びこ

れらの受託 

（無体財産権関連） 

（30） キャラクター商品（個性的な名称や

特徴を有している人物、動物の画像を付けた

もの）の企画及び著作権、商標権、意匠権の

管理業務 

（31） 国内、海外の楽曲の著作権、著作隣

接権の取得、使用許諾、売買、賃貸及び管理

（32） 特許権、実用新案権、意匠権、商標

権等の無体財産権の取得、使用許諾、売買、

賃貸及び管理 

（33） 無体財産権（著作権、著作隣接権、

特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）を

利用した製品の研究開発、設計、生産、販売、

加工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、
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技術指導及びこれらの受託 

（インターネット関連） 

（34） インターネットコンテンツ及びイン

ターネットウェブサイトの研究開発、設計、

製造、提供、販売、加工、輸出入、リース、

メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの

受託 

（コンピュータ及びソフトウェアの開発業

務） 

（35） コンピュータ及びソフトウェアの研

究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、

リース、メンテナンス、管理、技術指導及び

これらの受託 

（コンサルティング業務） 

（36） 企業、機関、施設、団体等の技術指

導、調査受託、運営受託、運営支援及びコン

サルティング 

（教育・留学・研修関連） 

（37） 教育、留学並びに研修事業及びこれ

らの支援事業 

（38） 教育、留学及び研修に関連する商品

の研究開発、生産、販売、輸出入、レンタル、

リース、技術指導及びこれらの受託 

（汚染処理関連） 

（39） 汚染処理並びに洗浄に関する研究・

調査及び汚染処理・洗浄に関連する製品の研

究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、

リース、メンテナンス、管理、技術指導及び

これらの受託 

（不動産・建築関連） 

（40） 不動産の売買、賃貸、管理及び仲介

等の不動産事業 

（41） 建築及び土木工事業 

（その他） 

（42） 広告制作、広告宣伝、販売促進、広

告代理店業等の広告宣伝及び販売促進に関

する事業 

（43） 倉庫業 
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（44） 前各号に附帯関連する一切の業務 

 

２ 前項に附帯関連する一切の業務 

 

この定款は、平成２４年６月２７日より施行

する。 

（44） 労働者派遣法に基づく人材紹介業務

及び派遣業務 

（45） 出版業務 

（46） 旅行業法に基づく旅行業 

（47） 古物売買及びその受託 

（48） 研究開発受託、試験・実験受託業務

及び生産受託業務 

（49） 衣料品その他の繊維製品、宝石その

他の高級品、雑貨等の研究開発、設計、生産、

販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、

技術指導及びこれらの受託 

（50） ペットの販売、輸出入並びにレンタ

ル及びこれらの受託 

（51） ペットの医療、繁殖、訓練、検査及

び研究 

（52） ペット用品、ペットフード等、ペッ

トに関連する製品の研究開発、設計、生産、

販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、

管理、技術指導及びこれらの受託 

（53）ゴルフ場等の施設、企業、機関、団体

等の再生事業 

（54） 前各号に附帯関連する一切の業務 

 

２ 前項に附帯関連する一切の業務 

 

この定款は、平成２５年６月２７日より施行

する。 

 

 

3. 日程 

定款変更承認のための定時株主総会開催日          平成 25 年 6 月 27 日（予定） 

定款変更の効力発生日                            平成 25 年 6 月 27 日（予定） 

 

 

以上 


