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株式分割、単元株制度の採用及び定款一部変更に関するお知らせ株式分割、単元株制度の採用及び定款一部変更に関するお知らせ株式分割、単元株制度の採用及び定款一部変更に関するお知らせ株式分割、単元株制度の採用及び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、株式分割、単元株制度の採用ならびに定款の一

部変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

1.株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的 

全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を踏まえ、

当社株式の売買単位を 100 株とするため、平成 25 年 9 月 27 日開催予定の当社定時株主

総会での決議を前提として、当社株式を分割するとともに新たに単元株制度を導入する

こととし、これに係る定款上の所要の変更を行います。 

 

 

2.株式分割及び単元株制度導入の概要 

株式分割につきましては、平成 25 年 2 月 1 日付の「株式分割、単元株制度の採用及

び定款一部変更に関するお知らせ」で開示の通り、本年 2 月 1 日付で取締役会決議を

行い、その後、総会での承認の必要性の検討を行うため、本件の延期を、平成 25 年 3

月 4 日付の「株式分割、単元株制度の採用及び定款一部変更の延期に関するお知らせ」

で開示いたしましたが、本日、1株につき 100 株の割合をもって分割及び単元株制度を

導入することを取締役会におきまして平成25年9月27日開催の定時株主総会の議案と

して付議する旨を決議いたしました。 

(1)分割の方法 

平成 25 年 10 月 22 日（火）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録



された株主の所有する普通株式を、1株につき 100 株の割合をもって分割いたしま

す。 

今回の株式分割に際して、資本金の額の増加はありません。 

 

(2)分割により増加する株式数（平成 25年 6月 30 日現在） 

株式分割前の発行済株式総数 357,759 株 

今回の分割により増加する株式数      35,418,141 株 

株式分割後の発行済株式総数        35,775,900 株 

株式分割後の発行可能株式総数       140,000,000 株 

(注 1)発行済株式総数は、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間増

加する可能性があります。 

(注 2)株式分割後の発行可能株式総数は、平成 25 年 9 月 27 日開催予定の当社定

時株主総会での定款の一部変更の承認を前提としております。 

 

(3)分割の日程 

基準日          平成 25 年 10 月 22 日（火） 

効力発生日        平成 25 年 10 月 23 日（水） 

 

(4)その他 

   新株予約権の調整  

   今回の株式分割に伴い、平成 24 年 8 月 6 日に発行致しました新株予約権につい

て、平成 25 年 10 月 23 日以降、次のとおり調整いたします。 

 調整前 調整後 

1 株当たりの権利行使価額 2,930 円 29.3 円 

新株予約権 1個当たりの目的と 

なる株式の数 

100 株 10,000 株 

 

（5）単元株制度の導入 

単元株式の数 

 「2. 株式分割及び単元株制度導入の概要」の効力発生日である平成 25 年 10

月 23 日（水）をもって単元株制度を採用し、単元株式数を 100 株といたします。 

 

（6）単元株制度導入の日程 

効力発生日 平成 25年 10 月 23 日(水) 

（参考）平成 25 年 10 月 18 日（金）をもって、東京証券取引所における売買単位

も 100 株に変更されることになります。    



 

3. 定款の一部変更 

  定款の一部変更では、株式分割及び単元株制度の導入に伴う変更に加え、株式の発行枠

の拡大のほか、商号の変更並びに業容の変化に合わせ目的の追加・削除を行うことと致

しました。 

(1)株式分割に係る条文の変更 

上記の株式分割及び単元株制度の採用に伴い、株主総会の決議により、平成 25

年 10 月 23 日(水)をもって、当社定款の一部を変更いたします。 

①発行可能株式総数を株式分割の割合に応じて増加させるため、現行定款第 6

条を変更いたします。 

②株式分割と同時に単元株制度を導入し、単元株式数を 100 株とするため、第

7条を新設いたします。 

③単元未満株についての権利を定めるため、第 8条を新設いたします。 

③現行定款第 7条以下の条数を各 2条繰り下げいたします。 

④第 6条の変更及び第 7条、第 8条の新設の効力発生日を定めるため、附則を

新設いたします。 

 

(2) 商号の変更 

平成 25年 3 月 27 日に開示致しました「商号変更に伴う定款の一部変更に関する

お知らせ」のとおり、当社の主要株主であり筆頭株主である石山久男氏が有する

豊富な人脈を利用して当社グループの取り扱う商品やサービスを多方面に宣伝

することを目的に、商号を石山 Gateway Holdings 株式会社（英文：Ishiyama 

Gateway Holdings Inc.）に変更するため、平成 25 年 10 月１日(火)をもって、

第１条を修正いたします。 

 

(3) 目的の追加と削除による条文の整理 

近年の当社グループにおける業容の拡大と、今後の事業発展に対応するため、平

成 25 年 9月 27 日(金)をもって、目的の追加と削除を行い第 2条の条文整理を行

います。 

 

(4) 発行可能株式総数枠の拡大 

将来の事業展開に備えた機動的な資本政策に対応するため、発行可能株式総数の

枠を現行の 48 万株から 140 万株に拡大するため第 6条を変更いたします。 

なお、発行可能株式総数につきましては、株式の分割が承認された場合は、株式

分割に合わせ、１億 4,000 万株に変更いたします。 

 



(5) 日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 9月 27 日 

定款変更の効力発生日      平成 25 年 9月 27 日 

（但し、第１条の変更の効力発生日は、平成 25 年 10 月 1日とし、第６条の変更並びに第７条及び

第８条の新設の効力発生日は、平成 25 年 10 月 23 日と致します。） 

 

 定款新旧条文対照表は以下の通りです。（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総  則 
（商号） 
第１条 当会社は、株式会社ゲートウェイホー

ルディングスと称し、英文では
GATEWAY HOLDINGS INC と表示する。 

（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. 次の事業を営む会社の株式を所有するこ

とにより、当該会社の事業活動を支配・管
理すること｡  

（1）精密測定機器、試験機器、光学機器製品、
半導体製造関連装置、超精密加工機器の
開発、設計､ 製造販売、輸出入及び保守
サービス。  

（2）直流モーター機器の製造販売及び輸出入。 
（3）安全制御機器、自動車部品の開発、設計、

製造販売及び輸出入｡  
（4）機械安全工学、環境管理に関する教育研

修の企画並びに、実施、出版及びコンサ
ルティング業｡  

（5）アルミニウム、鉄鋼等を原料とする圧延
品、押出品等の加工、販売及び輸出入｡  

（6）写真機器製造、販売及び輸出入｡  
（7）写真機器のレンタル業｡  
（8）健康機器製造、販売及び輸出入｡  
（9）インターネット等を利用した各種情報提

供サービス｡ 
（10）インターネット等を利用したコンテンツ

の制作｡  
（11）インターネット等を利用する情報システ

ム及び通信ネットワークの企画、設計、
運用｡  

（12）アニメーション及びキャラクターの企
画、仕入、販売及び製作物に関わる原盤
権、出版権及び著作権の管理｡  

（13）遊戯機器の企画、製造、販売、輸出入及
び保守サービス｡  

2. 精密測定機器、試験機器、光学機器製品、
半導体製造関連装置、液晶製造関連装置、
超精密加工機器の開発、設計、製造販売、
輸出入及び保守サービス｡ 

3. 安全制御機器、自動車部品の開発、設計、

第１章 総  則 
（商号） 
第１条 当会社は、石山 Gateway Holdings 株

式会社と称し、英文では Ishiyama 
Gateway Holdings Inc.と表示する。 

（目的） 
第２条 当会社は､次の事業を営む会社の株

式または持分を所有し、もって当該
会社の事業活動を支配管理すること
を目的とする 

(1) 精密機器・部品の開発、設計､ 製造販
売、輸出入及び保守サービス事業 

(2) 照明部品、器具の開発、設計、製造、輸出
入及び保守サービス事業 

(3) 発電、発電機の販売・輸出入発電コンサル
タント及びこれに関連する事業 

(4) 医療／健康・美容関連事業な らびに医療
機器の販売及び輸出入事業 

(5) 飲料水事業 
(6) 不動産事業 
(7) 衣料品の卸・販売事業 
(8) 旅行事業 
(9) 総合リース事業 
(10)労働者派遣・紹介事業 
(11)インターネットを利用した 情報提供サ

ービス、通信インフラ関連事業 
(12)出版物、印刷物、映像物の製作、販売及び

著作権の管理事業 
(13)知的財産の取得、使用許諾及び売買事業 
(14)経営一般に関するコンサルティング事業 
(15)マーケティングリサーチ及 び各種情報

の収集分析と提供サービス事業 
(16)企業合併、企業買収及び事業提携の斡旋事

業 
(17)株式公開、株式上場に関するコンサルティ

ング事業 
(18)ベンチャー企業への投資及 びその育成

事業 
(19)匿名組合財産及び投資事業 組合財産及

び投資事業有限責任組合財産の運営管理
事業 

(20)投資顧問事業 
(21)有価証券の取得・保有及び売買事業 



製造販売及び輸出入｡ 
4. 医療機器及び付属品の製造、販売及び輸出

入｡ 
5. ガラスへのエッチング技術を用いた加工

業｡ 
6. エッチング技術により加工したハードデ

ィスク、バイオチップ、液晶ディスプレイ、
有機ELディスプレイ等のガラス製品の販
売｡ 

7. 不動産の賃貸借及び管理｡ 
8. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の

工業所有権及び著作権等の取得、使用許諾
及び売買｡ 

9．有価証券の取得・保有及び売買｡ 
10．経営一般に関するコンサルティング｡ 
11．企業合併、企業買収並びに技術、販売、製

造等の提携の斡旋｡ 
12．ベンチャー企業への投資及びその育成｡ 
13．匿名組合財産及び投資事業組合財産並びに

投資事業有限責任組合財産の運営管理業
務｡ 

14．株式公開、株式上場に関するコンサルティ
ング｡ 

15．企業の会計事務の代行、財務に関する調査
及び立案｡ 

16．マーケティングリサーチ及び各種情報の収
集分析｡ 

17．情報提供サービス業｡ 
18．総合リース業｡ 
19．投資顧問業｡ 
20．講演会、講習会、セミナー等の企画、運営

及び開催｡ 
21．融資、保証及び債権買取りを含めた信用供

与｡ 
22．出版物、印刷物、映像物の製作、販売業｡ 
23．労働者派遣事業｡ 
24．前各号に付帯する一切の業務｡ 
 

第 2 章 株式 
（発行可能株式総数） 
第６条  当会社の発行可能株式総数は、48

万株とする。 
 
 

－（新設）－ 
 
 

－（新設）－ 
 
 
 
 
 
 

(22)企業の会計事務の代行、財務に関する調査
及び立案事業 

(23)融資、保証及び債権買取りを含めた信用供
与事業 

(24)前各号に付帯する一切の業務 
 

2.当会社は、前項各号の事業または関連・付帯
する一切の業務を営むことができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2 章 株式 
（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

4,000 万株とする。 
 
（単元株式数） 
第７条  当会社の単元株式数は、100 株とす

る。 
（単元未満株式についての権利） 
第８条  当会社の単元未満株式を有する株

主は、その有する単元未満株式につ
いて、次に掲げる権利以外の権利を
行使することができない。 

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 
(2) 会社法第166条第１項の規定による請求を

する権利 



 
 
 
 
（株主名簿管理人） 
第７条  当会社は、株主名簿管理人を置く。 
 

－（条文省略）－ 
 
 
 
 
（配当金の除斥期間） 
第４０条 配当財産が金銭である場合には、そ

の支払開始の日から満３年を経過
してもなお受領されないときは、当
会社はその支払義務を免れる。 

 
－（新設）－ 

 

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の
割当ておよび募集新株予約権の割当てを
受ける権利 

 
（株主名簿管理人） 
第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 
 

－（条文省略）－ 
 
 
 
 
（配当金の除斥期間） 
第４２条 配当財産が金銭である場合には、そ

の支払開始の日から満３年を経過
してもなお受領されないときは、当
会社はその支払義務を免れる。 

 
（附則） 
第１条 第１条の変更の効力発生日は、平成

25 年 10 月 1 日とする。 
2．なお、本附則第１条は、前項の効力発

生日をもって削除されるものとす
る。 

第２条 第６条の変更並びに第７条及び第８
条の新設の効力発生日は、平成 25 年
10 月 23 日とする。 

2．なお、本附則第２条は、前項の効力発
生日をもって削除されるものとす
る。 

 


