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平成１８年５月１１日 
各 位 

会社名   セーレン株式会社 
代表者名  取締役社長 川田達男 

（コード番号３５６９ 東証第１部）  
問合せ先  経理・総務・購買統括  

執行役員  坪田敏郎 
（ＴＥＬ０７７６－３５－２１１１） 

 
           定款の一部変更に関するお知らせ 
 
当社は、平成１８年５月１１日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成１８

年６月２２日開催予定の第１３４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．定款変更の目的 

平成１８年５月１日「会社法」（平成１７年法律第８６号）が施行され、定款自治にも

とづいて企業の経営政策を定める範囲が拡がることになりました。 
  当社といたしましては、内外の状況を見極め、広範に渡る多様な選択肢の中から、     

今後とも当社の企業価値向上に資する選択を行って参りたいと考えております。 
    以下の定款一部変更は、それらいくつかの選択肢の中から、現時点での当社の経営政

策に適合するものと判断したものであります。 
   ① 第２条（目的） 
  当社の新規事業（１９号：広告業）および一部当社子会社の事業（１７号：コンピュ

ータソフトウエアの開発および販売）（１８号：労働者派遣業および有料職業紹介業）

（２０号：産業廃棄物および産業排水の収集、運搬、処理業）を新たに事業目的とし

て追加するものであります。 
   ② 第６条（発行可能株式総数） 

発行可能株式総数の再利用を可能とするため、消却の場合に相当株式数を減ずる規定

（現行ただし書以下）を削除するものであります。 
  ③第 17 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 
    「株主総会招集ご通知」でお知らせすべき情報が増大してまいりますので、これら 

の情報の一部を法務省令の定めにもとづき、インターネット上の当社ホームページ 
をもってお知らせすることを可能とするために新設するものであります。 
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  ④第 18 条（決議の方法および議決権の代理行使）第３項 
    株主総会における議決権の行使に混乱を来さないよう、議決権の代理行使は複数名   

ではなく１名の株主様に限られることを明確にするための変更であります。 
   ⑤ 第 25 条（取締役会の決議）第２項 
   取締役会の機動的、効率的運営を目的として、書面による決議を可能とするため    

新設するものであります。 
   ⑥ 第 29 条（取締役の責任免除） 
    取締役の経営判断の萎縮を防止し積極的な経営参画が図れるよう、また社外取締役  

については有用な人材を迎えられるよう、「会社法」第４２６条および第４２７条  

にもとづき、取締役・社外取締役の会社に対する損害賠償責任を法令の定める限度  

額の範囲内で免除いただくことを可能とするため新設するものであります。なお、  

当該規定新設の提案につきましては、監査役会の同意を得ております。 
   ⑦第 38 条（監査役の責任免除） 
   監査役および社外監査役の責任を合理的な範囲に止め、その期待される役割を十分   

果たし得るよう、「会社法」第４２６条および第４２７条 にもとづき、監査役・社外

監査役の会社に対する損害賠償責任を法令の定める限度額の範囲内で免除いた   

だくことを可能とするため新設するものであります。 
   ⑧ 第 41 条（会計監査人の責任免除） 
   会計監査人の責任を合理的な範囲に止め、その期待される役割を十分果たし得るよ  

う、「会社法」第４２７条にもとづき、 会計監査人の会社に対する損害賠償責任を  

法令の定める限度額の範囲内で免除いただくことを可能とするため新設するもので  

あります。 
   ⑨ 上記①乃至⑧以外の新設・変更につきましては、「会社法の施行に伴う関係法  

律の整備等に関する法律」（平成１７年法律第８７号）にもとづき、定款に定めがある

ものとみなされた事項の新設、および「会社法」の施行にあわせた文言・引用条文等

の変更ならびに「会社法」の定めをあらためて明確にするためのものであります。 
   なお、第９条の単元株式数につきましては、平成１８年３月１５日開催の取締役   

会において、商法第 221 条第２項にもとづき、平成１８年５月１日をもって、 
  単元株式数を 1,000 株から 100 株に引き下げる変更を行っております。 
   ⑩ 以上の新設・変更によりまして、条項数の整備を行います。 
 
 ２．定款変更の内容 
      変更の内容は、別紙のとおりであります。      
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３．日程 
定款変更のための株主総会開催日   平成１８年６月２２日（木曜日） 

  定款変更の効力の発生          平成１８年６月２２日（木曜日） 
以上 
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別紙 
      変更の内容は次のとおりであります。       （ 下線が変更部分です。） 

 
        現 行 定 款 

 
           変 更 案 

 第１章 総則 
  （目的）   

 第２条 
         ＊別紙（後添付） 
 
 
 
         （新設） 
 
 
 
 
 
  第４条 （条文省略）    
 
   第２章 株式   

 

 （株式の総数） 
  第５条 当会社の発行する株式の総数は、

１億 6,000 万株とする。ただし、 
株式の消却が行われた場合には、 
これに相当する株式数を減ずる。 

  

 

           （新設） 
 
  

  （自己株式の取得） 
 第６条 当会社は、商法第 211 条ノ 3 

 第１項第２号の規定により、取締役会の決

議をもって自己株式を買受けることがで

きる。 

  第１章 総則 
（目的） 
 第２条 
        ＊別紙（後添付） 
 
  （機関） 
  第４条  当会社は株主総会および取締役

のほか次の機関を置く。 
  1.  取締役会 
  2.  監査役 
  3.  監査役会 
  4.  会計監査人 
 
    第５条 （条数の繰下げ）    
 
  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 6,000 万株とする。 
 
 
 
  （株券の発行）   

  第７条 当会社は株式に係る株券を発行 
 する。 
      

   （自己の株式の取得） 
 第８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

自己の株式を取得することができる。 
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 （１単元の株式数および単元未満株券 
  の不発行） 
 第７条  当会社の１単元の株式の数は 
  100 株とする。 
  ②当会社は、１単元の株式の数に満たない

株式（以下「単元未満株式」という）に係

わる株券を発行しない。ただし、株式取扱

規則に定めるところについてはこの限り

でない。 
 
  （単元未満株式の買増し） 
  第８条 当会社の単元未満株式を有す

る株主（実質株主を含む。以下同じ）は、

株式取扱規則に定めるところにより、その

単元未満株式の数と併せて１単元の株式

の数となるべき数の株式を売り渡すべき

旨を請求することができる。 
 
   （株式取扱規則） 
  第９条 株券の種類、株式の名義書換、

質権の登録、信託財産の表示、株券の不所

持、株主としての諸届、株券の再発行、株

券喪失登録の手続き、単元未満株式の買取

りおよび買増し、実質株主通知の受理その

他株式に関する手続きおよび手数料は取

締役会で定める株式取扱規則による。 
 
   （名義書換代理人）             

  第 10 条  当会社は株式につき名義書換

代理人を置く。 
  

  ②当会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ）および株券喪失登録簿は名

義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、

株式の名義書換、質権の登録、信託財産の

  

 （単元株式数および単元未満株券 
  の不発行） 
 第９条  当会社の単元株式数は 100 株と

する。 
  ②当会社は、第７条の規定にかかわらず、

単元株式数に満たない数の株式（以下「単

元未満株式」という）に係わる株券を発行

しない。ただし、株式取扱規則に定めると

ころについてはこの限りでない。 
  

 （単元未満株式の買増し） 
  第 10 条  当会社の単元未満株式を有する

株主（実質株主を含む。以下同じ）は、株

式取扱規則に定めるところにより、その有

する単元未満株式の数と併せて単元株式数

となる数の株式を売り渡すことを請求する

ことができる。 
 
  （株式取扱規則） 
  第 11 条 当会社の株式に関する手続き 
および手数料は取締役会で定める株式取扱

規則による。 
 
 
 
 
 
  （株主名簿管理人）             

  第 12 条  当会社は株主名簿管理人を置

く。 
 
 ②当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ）、新株予約権原簿および株券喪失

登録簿の作成ならびにこれらの備置き、そ

の他の株主名簿、新株予約権原簿および株
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表示、株券の再発行、株券喪失登録の手続

き、単元未満株式の買取りおよび買増し、

届出の受理その他株式に関する事務は名

義書換代理人に取り扱わせる。 
 
    （基準日） 
  第 11 条 当会社は毎年 3 月 31 日最終の株

主名簿に記載または記録された株主をも

って、その決算期に関する定時株主総会に

おいて議決権を行使すべき株主とみなす。 
 
 ②本定款に定めるもののほか、必要が

あるときは、取締役会の決議により、あら

かじめ公告して臨時に基準日を定めるこ

とができる。 
    

 

    第３章 株主総会 
 
  第 12 条 （条文省略） 
 
 
 
           （新設） 
 
 
  第 13 条   （条文省略） 
 
 
  

   

   

    

         （新設） 
 
 

券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理

人に委託する。 
 
 
 
 （基準日）  
 第 13 条 
 
        （削除） 
 
 
  当会社は、本定款に定めるもののほか、 必

要があるときは、取締役会の決議により、

あらかじめ公告して臨時に基準日を定める

ことができる。 
     

 

        第３章 株主総会 
 
  第 14 条 （条数の繰下げ） 
 
  （定時株主総会の基準日） 
  第 15 条 当会社の定時株主総会におけ 
  る議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日と 
する。 

   

  第 16 条 （条数の繰下げ） 
 
 
（株主総会参考書類等のインターネット

開示とみなし提供） 
 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計算書類お

よび連結計算書類に記載または表示すべき

事項に係る情報を、法務省令に定めるとこ

ろに従いインターネットを利用する方法で
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 （決議の方法および議決権の代理行使） 
  第 14 条  

 株主総会の決議は法令または定款に

別段の定めある場合を除き、出席した株主

の議決権の過半数をもって行なう。 
 
  ②商法第 343 条に定める特別決議は、総株

主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の３分の２以上で行

なう。 
 
  ③株主は当会社の議決権を有する他の株

主に委任してその議決権を行使すること

ができる。この場合においては株主または

代理人は当会社に委任状を提出するもの

とする。 
 
  （議事録） 
  第 15 条 株主総会の議事はその経過の要

領および結果を議事録に記載し、議長お

よび出席した取締役がこれに記名捺印

して当会社に保存する。 
 
 
      第４章 取締役および取締役会 
 
    第 16 条 （条文省略） 
 
    （選任） 
  第 17 条   取締役の選任は株主総会に

おいて行ない、総株主の議決権の３分の１

以上を有する株主の出席を要する。 
 

開示することにより、株主に対して提供し

たものとみなすことができる。  

 

 （決議の方法および議決権の代理行使） 
  第 18 条 
  株主総会の決議は法令または本定款に別段

の定めある場合を除き、出席した議決権を

行使することができる株主の議決権の過半

数をもって行なう。 
  ②会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、

議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の３分の２以上をもって行な

う。 
  ③株主は当会社の議決権を有する他の

株主１名に委任してその議決権を行使

することができる。この場合において

は株主または代理人は当会社に委任状

を提出するものとする。 
 
  （議事録） 
  第 19 条  株主総会の議事はその経過の

要領および結果ならびにその他法令に定

める事項を議事録に記載または記録し、

当会社に保存する。 
 
 
     第４章 取締役および取締役会 
 
    第 20 条 （条数の繰下げ） 
 
   （選任） 
  第 21 条  取締役の選任は株主総会に 
  おいて行ない、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主の出席を要する。 
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 （任期） 
 第 18 条  取締役の任期は就任後２年内

の最終の決算期に関する定時株主総会

終結のときまでとする。 
 
 ②補欠または増員により就任した取締

役の任期は、他の在任取締役の任期の

満了すべきときまでとする。 
 
    第 19 条 （条文省略） 
 
 （取締役会の招集）  

  第 20 条  

 ③取締役会は取締役および監査役の

全員の同意あるときは、招集の手続

きを経ないで開くことができる。 
 
 （取締役会の決議） 
  第 21 条  取締役会の決議は取締役の

過半数が出席し、その出席取締役の 
 過半数をもって行なう。 
 
 
           （新設） 
 
 
 
 （議事録） 
  第 22 条   取締役会の議事はその経過

の要領および結果を議事録に記載し、

出席した取締役および監査役がこれに

記名捺印して当会社に保存する。 
 
  

 

 
   （任期） 
 第 22 条 取締役の任期は選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結のときまでとする。 
 

  ②補欠または増員により選任された取締役

の任期は、他の在任取締役の任期の満了

するときまでとする。 
  

     第 23 条 （条数の繰下げ） 
 
（取締役会の招集）  

  第 24 条  

 ③取締役会は取締役および監査役の全

員の同意あるときは、招集の手続きを

経ないで開催することができる。 
 
   （取締役会の決議） 
第25条  取締役会の決議は議決に加わる 
ことができる取締役の過半数が出席し、 
その出席取締役の過半数をもって行なう。 
 

  ②当会社は、会社法第 370 条の要件を満た

す場合は、取締役会の決議の目的である事

項につき、取締役会の決議があったものと

みなす。 
 
  （議事録） 
  第 26 条  取締役会の議事はその経過の要

領および結果ならびにその他法令に定める

事項を議事録に記載し、出席した取締役お

よび監査役がこれに記名捺印して当会社に

保存する。 
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（役付取締役） 
  第 23 条  取締役会はその決議により

取締役会長および取締役社長各１名、 取

締役副社長、専務取締役および常務取締役

各若干名を選任することができる。 
  

 （代表取締役）         

  第 24 条   取締役会はその決議により

前条の役付取締役のなかから、会社を代表

する取締役若干名を定める。 
 
 
  

 

 

           （新設） 
 
 
 
 
 
 
            （新設） 
 
 
 
 
 
 
 
   第５章 監査役および監査役会 
 
 第 25 条 （条文省略） 
 
 

   

（役付取締役） 
  第 27 条   取締役会はその決議により

取締役会長および取締役社長各１名、

取締役副社長、専務取締役および常務取締

役各若干名を定めることができる。 
  

 （代表取締役）         

  第 28 条  取締役会はその決議により 
 前条の役付取締役のなかから、会社を

代表する取締役若干名を選定する。 
 
   

  （取締役の責任免除） 
 第 29 条 当会社は、取締役（取締役であっ

た者を含む）の会社法第４２３条 第１項の

責任につき、善意でかつ重大な過失がない

ときは、取締役会の決議によって、法令の

定める限度額の範囲内でその責任を免除す

ることができる。 
 
 ②当会社は、社外取締役との間で、当該社外

取締役の会社法第４２３条第１項の責任に

つき、善意でかつ重大な過失がないときは、

金２００万円以上であらかじめ定める金額

または法令が定める額のいずれか高い額を

限度として責任を負担する契約を締結する

ことができる。 
 
 
 
    第５章 監査役および監査役会 
 
 第 30 条 （条数の繰下げ）  
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  （定員および常勤監査役） 
  第 26 条  

 ②監査役はその互選により常勤の監査役

を定める。 
 
   （選任） 
  第 27 条   監査役の選任は株主総会に

おいて行ない、総株主の議決権の３分の１

以上を有する株主の出席を要する。 
 
 
 （任期） 
  第 28 条 監査役の任期は就任後４年内の

最終の決算期に関する定時株主総会終結

のときまでとする。 
 
 ②任期満了前に退任した監査役の補欠と

して選任された監査役の任期は、退任した

監査役の任期の満了すべきときまでとす

る。 
  

  第 29 条 （条文省略） 
 
  （監査役会の招集） 
  第 30 条 
  ③監査役会は監査役全員の同意があると

きは、招集の手続きを経ないで開くことが

できる。 
 
    第 31 条  （条文省略） 
 
 
 
 
 

 

 （定員および常勤監査役） 
  第 31 条  

 ②監査役会はその決議により常勤の監

査役を選定する。 
  

   （選任） 
  第 32 条   監査役の選任は株主総会に

おいて行ない、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主の出席を要する。 
 
 （任期） 
 第 33 条 監査役の任期は選任後４年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結のときまでとす

る。 
 ②任期満了前に退任した監査役の補欠と

して選任された監査役の任期は、退任し

た監査役の任期の満了するときまでとす

る。 
 
  第 34 条 （条数の繰下げ） 
 
  （監査役会の招集） 
  第 35 条 
  ③監査役会は監査役全員の同意がある

ときは、招集の手続きを経ないで開催

することができる。 
 
    第 36 条 （条数の繰下げ） 
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 （議事録）  

  第 32 条 監査役会の議事はその経過

の要領および結果を議事録に記載し、出席

した監査役がこれに記名捺印する。 
 
 
  

 

 

 

        （新設） 
 
          

 

 

 

 

      （新設） 
 
 
 
 
    

 

            （新設） 
 
 
            （新設） 
 
 
 
 
            （新設） 
 
 

 
 （議事録）  

  第 37 条 監査役会の議事はその経過

の要領および結果ならびにその他法令

に定める事項を議事録に記載し、出席

した監査役がこれに記名捺印して当会

社に保存する。 
 
  （監査役の責任免除） 
 第 38 条 当会社は、監査役（監査役であっ

た者を含む）の会社法第４２３条第１項の

責任につき、善意でかつ重大な過失がない

ときは、取締役会の決議によって、法令の

定める限度額の範囲内でその責任を免除す

ることができる。 
 
 ②当会社は、社外監査役との間で、当該社外

監査役の会社法第４２３条第１項の責任に

つき、善意でかつ重大な過失がないときは、

金２００万円以上であらかじめ定める金額

または法令が定める額のいずれか高い額を

限度として責任を負担する契約を締結する

ことができる。 
 
 
   第６章 会計監査人 
 
（選任方法）   

 第 39 条   会計監査人の選任は株主総会

において行なう。 
 
  （任期） 
 第 40 条 会計監査人の任期は選任後１年

以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結のときまでと

する。 
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             （新設） 
 
 
 
 
 
            （新設） 
 
 
 
 
 
  

  第６章 相談役、顧問および参与  
 
   第 33 条 （条文省略） 
 
 
     第７章 計算 
  

 （営業年度） 
  第 34 条 当会社の営業年度は１年とし、

毎年４月１日から翌年３月３１日まで

とする。 
 
  （利益配当金） 
  第 35 条  利益配当金は毎年３月３１日

最終の株主名簿に記載または記録され

た株主または質権者に支払う。 
 
           （新設） 
 
 

 

 

 ②前項の定時株主総会において別段の

決議がなされないときは、当該定時株

主総会において再任されたものとする。 
 
    （会計監査人の責任免除） 
  第 41 条  当会社は、会計監査人との間で、

当該会計監査人の会社法第４２３条第１項

の責任につき、善意でかつ重大な過失がな

いときは、金３，０００万円以上であらか

じめ定める金額または法令が定める額のい

ずれか高い額を限度として責任を負担する

契約を締結することができる。 
 
 
    第７章 相談役、顧問および参与  
 
     第 42 条 （条数の繰下げ） 
 
 
      第８章 計算 
 
 （事業年度） 
  第 43 条 当会社の事業年度は１年とし、

毎年４月１日から翌年３月３１日までとす

る。 
 
   （剰余金の配当の基準日）  

 第 44 条 当会社の期末配当の基準日は、

毎年３月３１日とする。 
 
 ②前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当

をすることができる。 
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 （中間配当） 
 第 36 条  当会社は取締役会の決議により、

毎年９月３０日最終の株主名簿に記載ま

たは記録された株主または質権者に対し、

中間配当（商法第 293 条ノ５の規定による

金銭の分配をいう。以下同じ）をすること

ができる。 
 
 （配当金の除斥期間） 
 第 37 条 利益配当金および定款第 36 条

による中間配当金が支払開始の日から

満３年を経過しても受領されないとき

は、当会社はその支払の義務を免れるもの

とする。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    （中間配当） 
第45条 当会社は取締役会の決議によ 
 り、毎年９月３０日 を基準日として 

  中間配当をすることができる。 
 
 
  

 

 （配当の除斥期間） 
 第 46 条 配当財産が金銭である場合は、 
 支払開始の日から満３年を経過しても 
 受領されないときは、当会社はその支払

の義務を免れるものとする。 
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第２条（目的）

現行定款 変更案

（目的） （目的）

第２条 当会社は次の事業を営むこと 第２条 当会社は次の事業を営むことを

を目的とする。 目的とする。

１．各種繊維製品ならびにその原料の精 １．各種繊維製品ならびにその原料の精

練、染色、捺染およびその他加工 練、染色、捺染およびその他加工

２．各種繊維品の企画、製造、販売およ ２．各種繊維品の企画、製造、販売およ

び輸出入 び輸出入

３．染料、薬品その他各種化学工業品の ３．染料、薬品その他各種化学工業品の

製造および販売 製造および販売

４．染色加工機械その他各種産業機器の ４．染色加工機械その他各種産業機器の

設計、製造および販売 設計、製造および販売

５．電子制御機器、電子部品ならびに電 ５．電子制御機器、電子部品ならびに電

子回路の設計、製造および販売 子回路の設計、製造および販売

６．倉庫業 ６．倉庫業

７．住宅事業および不動産取引に関する ７．住宅事業および不動産取引に関する

事業 事業

８．文化、体育、厚生施設およびレクリ ８．文化、体育、厚生施設およびレクリ

エーション施設に関する事業 エーション施設に関する事業

９．繊維、紙、木材、金属ならびに合成 ９．繊維、紙、木材、金属ならびに合成

樹脂を材料とする、建築資材・家庭用 樹脂を材料とする、建築資材・家庭用

雑貨の製造、販売および輸出入 雑貨の製造、販売および輸出入

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療10. 10.
用具、医療用機械器具ならびに医療用 用具、医療用機械器具ならびに医療用

材料の製造、販売および輸出入 材料の製造、販売および輸出入

工作・輸送機械器具、各種工具、窒 工作・輸送機械器具、各種工具、窒11. 11.
業製品、各種燃料、石油製品、ゴム・ 業製品、各種燃料、石油製品、ゴム・

皮革製品、防災機器、公害防止機器、 皮革製品、防災機器、公害防止機器、

、 、 、 、 、 、理化学機器 電気器具用品 自動車用品 理化学機器 電気器具用品 自動車用品

自動車用附属品、荷造梱包用器材、事 自動車用附属品、荷造梱包用器材、事

務用品、事務用機器・什器備品、教育機 務用品、事務用機器・什器備品、教育機

器、スポーツ・娯楽用品、食料品、たば 器、スポーツ・娯楽用品、食料品、たば

こ、酒類、アルコール含有飲料、清涼飲 こ、酒類、アルコール含有飲料、清涼飲

料水ならびに冠婚葬祭用贈答品の販売お 料水ならびに冠婚葬祭用贈答品の販売お

よび輸出入 よび輸出入
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有価証券の保有、運用、売買、金銭 有価証券の保有、運用、売買、金銭12. 12.
の貸付および債権の売買 債務の保証 の貸付および債権の売買、債務の保証、、 、

引受等の金融業 引受等の金融業

旅行業法にもとづく一般旅行業 旅行業法にもとづく一般旅行業13. 13.
各種動産、不動産のリースおよびレ 各種動産、不動産のリースおよびレ14. 14.

ンタル業 ンタル業

印刷業 印刷業15. 15.
貨物取扱業および運送代理業 貨物取扱業および運送代理業16. 16.
前各号に関する技術および情報の販 コンピュータソフトウエアの開発17. 17.

売 および販売

前各号に附随関連する一切の事業 労働者派遣業および有料職業紹介業18. 18.
19. 19 .前各号の事業に直接または間接に必 広告業

要な事業に対する投資 産業廃棄物および産業排水の収集、20.
運搬、処理業

前各号に関する技術および情報の販21.
売

前各号に附随関連する一切の事業22.
前各号の事業に直接または間接に必23.

要な事業に対する投資


