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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成 19 年 3 月 8日開催の取締役会において、定款の一部変更について承認を求める

議案を、平成 19 年 3 月 29 日開催予定の当社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 

当社は、平成 18 年 7 月 3日をもって純粋持株会社へ移行しておりますが、グループの経営機

構として、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条について目的事項を追加すると

ともに、併せて構成の整理および項数の調整等を行うものであります。 

 

 
 ２．定款変更の内容 

変更の内容は以下のとおりです。 
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（下線＿は変更部分を示す） 
現行定款 変更定款案 

（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することによって、

その会社の事業活動を支配、管理すること

を目的とする。 

(1)電子応用機器の開発、製造、販売、賃貸

および輸出入ならびにこれらの受託 

(2)航空機、船舶、各種車両運搬具、建物、

事務所およびスタジオならびにこれらに関

連する機材等の賃貸 

(3)コンピュータおよびコンピュータの周

辺装置および端末機器ならびにコンピュー

タのソフトウェアの開発、製造、販売、賃

貸および輸出入ならびにコンピュータによ

る情報処理ならびにこれらの受託 

(4)コンピュータ・ゲーム等の娯楽に関する

機器、周辺装置および器具ならびにコンピ

ュータ・ゲーム等の娯楽に関するソフトウ

ェアの開発、製造、販売、賃貸および輸出

入ならびにこれらの受託 

(5)コンピュータ・ゲーム等の娯楽用品、運

動機具、玩具、楽器等の企画・開発・製造・

販売・輸出入 

(6)スポーツ施設、遊技施設、ホテルの経営

(7)愛玩動植物飼育器具の開発・製造・販

売・輸出入 

(8)愛玩動物の医薬品及び飼料の開発・製

造・販売・輸出入 

(9)愛玩植物の農薬及び肥料の開発・製造・

販売・輸出入 

(10)家庭用、業務用ロボットの開発・製造・

販売・輸出入 

(11)電気音響機械の開発・製造・販売・輸

出入 

(12)音楽、映像およびデータ等のコンテン

ツおよび映画ならびにこれらが固定記録さ

れたコンパクトディスク、音楽テープ、ビ

デオテープ、レーザーディスクおよび印刷

物等の媒体の開発、製作、販売、賃貸およ

び輸出入ならびにこれらの受託 

(13)インターネット等のネットワークを利

用したゲーム、音楽、映像等のコンテンツ

の配信、情報処理サービス、有料広告掲載、

通信販売および電子商取引に関する事業 

（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することによって、

その会社の事業活動を支配、管理すること

を目的とする。 

(1)電子応用機器の開発、製造、販売、賃貸

および輸出入ならびにこれらの受託 

(2)航空機、船舶、各種車両運搬具、建物、

事務所およびスタジオならびにこれらに関

連する機材等の賃貸 

(3)コンピュータおよびコンピュータの周

辺装置および端末機器ならびにコンピュー

タのソフトウェアの開発、製造、販売、賃

貸および輸出入ならびにコンピュータによ

る情報処理ならびにこれらの受託 

(4)コンピュータ・ゲーム等の娯楽に関する

機器、周辺装置および器具ならびにコンピ

ュータ・ゲーム等の娯楽に関するソフトウ

ェアの開発、製造、販売、賃貸および輸出

入ならびにこれらの受託 

(5)コンピュータ・ゲーム等の娯楽用品、運

動機具、玩具、楽器等の企画・開発・製造・

販売・輸出入 

(6)スポーツ施設、遊技施設、ホテルの経営 

(7)愛玩動植物飼育器具の開発・製造・販

売・輸出入 

(8)愛玩動物の医薬品および飼料の開発・製

造・販売・輸出入 

(9)愛玩植物の農薬および肥料の開発・製

造・販売・輸出入 

(10)家庭用、業務用ロボットの開発・製造・

販売・輸出入 

(11)電気音響機械の開発・製造・販売・輸

出入 

(12)音楽、映像およびデータ等のコンテン

ツおよび映画ならびにこれらが固定記録さ

れたコンパクトディスク、音楽テープ、ビ

デオテープ、レーザーディスクおよび印刷

物等の媒体の開発、製作、販売、賃貸およ

び輸出入ならびにこれらの受託 

(13)インターネット等のネットワークを利

用したゲーム、音楽、映像等のコンテンツ

の配信、情報処理サービス、有料広告掲載、

通信販売および電子商取引に関する事業  
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(14)ケーブルテレビ、ブロードバンド（大

容量通信回線）テレビ、電話回線、通信衛

星等の有線・無線通信手段を利用した娯楽

その他音楽、映像およびデータ等の情報の

提供、有料広告掲載、通信販売および電子

商取引に関する事業 

(15)電気通信事業法による第一種・第二種

電気通信事業および放送法によるテレビジ

ョンその他一般放送事業 

(16)事務用機器および教育機材の開発、製

造、販売、賃貸および輸出入ならびにこれ

らの受託 

(17)印刷・出版の事業 

(18)紙類及び加工紙の販売 

(19)紙の加工 

(20)日用雑貨品の販売・輸出入 

(21)和洋菓子の製造・販売・輸出入 

(22)食料品及び飲料品の販売・輸出入並び

に食料品及び飲料品の容器の製造・販売・

輸出入 

（新設） 

(23)ファーストフードの製造、加工及び販

売 

（新設） 

 

(24)建築工事の請負・設計・施工・監理 

(25)配送業務の請負 

(26)倉庫業 

(27)通信販売事業 

(28)金融業、投資業及び有価証券の売買 

(29)古物の売買 

(30)百貨小売業その他商業及びこれに関連

する商品の製造・加工・卸売業 

(31)家具、インテリア製品、文具、履物お

よび時計の企画、製造、販売および輸出入

(32)高級浴槽及び浴槽周りの製造、販売、

輸出入 

(33)洋裁繊維用品、スポーツ用品及び装身

具の企画、製造、販売及び輸出入 

(34)医薬品、医薬部外品、医療用具及び化

粧品の企画、製造、販売及び輸出入 

(35)自動販売機の企画、製造、販売、設置、

賃貸、管理及び斡旋 

(36)運動施設及びレジャー施設の企画、設

計、製作、販売、輸出入、経営及び賃貸 

 

(37)広告用品及び広告設備の企画、設計、

(14)ケーブルテレビ、ブロードバンド（大

容量通信回線）テレビ、電話回線、通信衛

星等の有線・無線通信手段を利用した娯楽

その他音楽、映像およびデータ等の情報の

提供、有料広告掲載、通信販売および電子

商取引に関する事業 

(15)電気通信事業法による第一種・第二種

電気通信事業および放送法によるテレビジ

ョンその他一般放送事業 

(16)事務用機器および教育機材の開発、製

造、販売、賃貸および輸出入ならびにこれ

らの受託 

(17)印刷・出版の事業 

(18)紙類および加工紙の販売 

(19)紙の加工 

(20)日用雑貨品の販売・輸出入 

(21)和洋菓子の製造・販売・輸出入 

(22)食料品および飲料品の販売・輸出入な

らびに食料品および飲料品の容器の製造・

販売・輸出入 

(23)飲食店の経営

(24)ファーストフードの製造、加工および

販売 

(25)フランチャイズ店に対する経営および

技術指導

(26)建築工事の請負・設計・施工・監理 

(27)配送業務の請負 

(28)倉庫業 

(29)通信販売事業 

(30)金融業、投資業および有価証券の売買 

(31)古物の売買 

(32)百貨小売業その他商業およびこれに関

連する商品の製造・加工・卸売業 

(33)家具、インテリア製品、文具、履物お

よび時計の企画、製造、販売および輸出入 

(34)高級浴槽および浴槽周りの製造、販売、

輸出入 

(35)洋裁繊維用品、スポーツ用品および装

身具の企画、製造、販売および輸出入 

(36)医薬品、医薬部外品、医療用具および化

粧品の企画、製造、販売および輸出入 

(37)自動販売機の企画、製造、販売、設置、

賃貸、管理および斡旋 

(38)運動施設およびレジャー施設の企画、

設計、製作、販売、輸出入、経営および賃

貸 

(39)広告用品および広告設備の企画、設計、
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製作、販売、輸出入並びに広告代理業 

(38) スポーツ・文化事業等の興行並びにイ

ベントの企画、運営 

(39)コンピュータネットワークに関する企

画、設計、管理、運用及びコンサルティン

グ 

(40)インターネットホームページの企画、

制作、運営及びコンサルティング 

(41)インターネット決済システムの開発、

管理、運用及びコンサルティング 

（新設） 

 

（新設） 

 

(42)介護保険法に定める指定居宅介護支援

事業による居宅介護サービス計画の作成 

(43)介護保険法に定める指定居宅サービス

事業による訪問介護、訪問入浴介護、通所

介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、

痴呆対応型共同生活介護および特定施設入

所者生活介護 

(44)一般廃棄物および産業廃棄物の収集、

運搬、再生および処理 

(45)一般廃棄物および産業廃棄物処理機器

の製造および販売 

(46)一般および特定労働者派遣事業 

（新設） 

（新設） 

(47)経営コンサルタント業務 

(48)不動産の鑑定 

(49)不動産の所有、売買並びに賃貸 

(50)不動産の管理、売買の仲介並びに鑑定

 

(51)不動産担保の貸付その他金銭の貸付及

びその仲介、保証 

(52)信託受益権の取得、保有並びに売買及

び仲介 

(53)投資信託及び投資法人に関する法律 

に基づく投資法人運用業務及び投資信託業

務 

(54)不動産特定共同事業法に基づく事業 

(55)特定目的会社、特別目的会社（財務 

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則に定める会社）及び不動産投資信託に

対する出資並びに出資持分の売買、仲介及

び管理 

（新設） 

製作、販売、輸出入ならびに広告代理業 

(40) スポーツ・文化事業等の興行ならびに

イベントの企画、運営 

(41)コンピュータネットワークに関する企

画、設計、管理、運用およびコンサルティ

ング 

(42)インターネットホームページの企画、

制作、運営およびコンサルティング 

(43)インターネット決済システムの開発、

管理、運用およびコンサルティング 

(44)インターネットを通じた金融サービス

の開発および提供 

(45)金融サービス全般の開発受託およびコ

ンサルティング

(46)介護保険法に定める指定居宅介護支援

事業による居宅介護サービス計画の作成 

(47)介護保険法に定める指定居宅サービス

事業による訪問介護、訪問入浴介護、通所

介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、

痴呆対応型共同生活介護および特定施設入

所者生活介護 

(48)一般廃棄物および産業廃棄物の収集、

運搬、再生および処理 

(49)一般廃棄物および産業廃棄物処理機器

の製造および販売 

(50)一般および特定労働者派遣事業 

(51)有料職業紹介業

(52)独立起業者に対するコンサルティング 

(53)経営コンサルタント業務 

(54)不動産の鑑定 

(55)不動産の所有、売買ならびに賃貸 

(56)不動産の管理、売買の仲介ならびに鑑

定 

(57)不動産担保の貸付その他金銭の貸付お

よびその仲介、保証 

(58)信託受益権の取得、保有ならびに売買

および仲介 

(59)投資信託および投資法人に関する法律 

に基づく投資法人運用業務および投資信託 

業務 

(60)不動産特定共同事業法に基づく事業 

(61)特定目的会社、特別目的会社（財務 

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する 

規則に定める会社）および不動産投資信託 

に対する出資ならびに出資持分の売買、仲 

介および管理 

(62)投資事業組合財産の運用および管理
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(56)不動産、有価証券、その他金融資産に

関する投資顧問業務 

(57)クレジットカード会員の募集代行業 

(58)クレジットカード業 

(59)損害保険代理業及び自動車損害賠償保

障法に基づく保険代理業 

(60)生命保険の募集に関する業務 

(61)ホテル、旅館、食堂、浴場並びに遊技

場等観光事業の経営 

(62)煙草、郵便切手、収入印紙、酒類の販

売 

(63)有価証券の売買、有価証券指数等先物

取引、有価証券オプション取引または外国

市場証券先物取引 

(64)有価証券の売買、有価証券指数等先物

取引、有価証券オプション取引または外国

市場証券先物取引の媒介、取次および代理

(65)取引所有価証券市場における有価証券

の売買、有価証券等先物取引または有価証

券オプション取引及び外国有価証券市場

（取引所有価証券市場に類似する市場で外

国に所在するものをいう）における有価証

券の売買又は外国市場証券先物取引 

(66)有価証券先渡取引、有価証券店頭指数

等先渡取引、有価証券店頭オプション取引

もしくは有価証券店頭指数等スワップ取引

またはこれらの取引の媒介、取次もしくは

代理 

(67)有価証券の募集もしくは売出しの取扱

いまたは私募の取扱い 

(68)保護預かり有価証券を担保として金銭

を貸し付ける業務 

（新設） 

 

(69)投資情報提供・投資コンサルタント業

務 

(70)M&Aに関するアドバイザリー業務 

（新設） 

 

（新設） 

(71)証券投資信託受益証券の収益金、償還

金及び一部解約金支払いの代理業務 

(72)有価証券に係る投資顧問業の規則等に

関する法律に基づく投資顧問業務及び投資

一任契約に関する業務 

(73)商品取引所法の適用を受ける商品取引

所の商品市場における上場商品の売買及び

(63)不動産、有価証券、その他金融資産に 

関する投資顧問業務 

(64)クレジットカード会員の募集代行業 

(65)クレジットカード業 

(66)損害保険代理業および自動車損害賠償

保障法に基づく保険代理業 

(67)生命保険の募集に関する業務 

(68)ホテル、旅館、食堂、浴場ならびに遊

技場等観光事業の経営 

(69)煙草、郵便切手、収入印紙、酒類の販

売 

(70)有価証券の売買、有価証券指数等先物

取引、有価証券オプション取引または外国

市場証券先物取引 

(71)有価証券の売買、有価証券指数等先物

取引、有価証券オプション取引または外国

市場証券先物取引の媒介、取次および代理 

(72)取引所有価証券市場における有価証券

の売買、有価証券等先物取引又は有価証券

オプション取引および外国有価証券市場

（取引所有価証券市場に類似する市場で外

国に所在するものをいう）における有価証

券の売買又は外国市場証券先物取引 

(73)有価証券先渡取引、有価証券店頭指数

等先渡取引、有価証券店頭オプション取引

もしくは有価証券店頭指数等スワップ取引

またはこれらの取引の媒介、取次もしくは

代理 

(74)有価証券の募集もしくは売出しの取扱

いまたは私募の取扱い 

(75)保護預かり有価証券を担保として金銭

を貸し付ける業務 

(76)融資、保証および債権買取を含めた信

用供与

(77)投資情報提供・投資コンサルタント業

務 

(78)M&Aに関するアドバイザリー業務 

(79)投融資業務の経理事務および審査業務

の受諾 

(80)経理事務の受諾

(81)証券投資信託受益証券の収益金、償還

金および一部解約金支払いの代理業務 

(82)有価証券に係る投資顧問業の規則等に

関する法律に基づく投資顧問業務および投

資一任契約に関する業務 

(83)商品取引所法の適用を受ける商品取引

所の商品市場における上場商品の売買およ
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売買取引の受託業務 

(74)商品取引所法の適用を受ける商品に係

る売買、売買の媒介、取次もしくは代理業

務及び輸出入並びに海外における投資 

(75)商品投資に係る事業の規制に関する法

律に基づく、商品投資事業に係る金融商品

の設定、運用、管理、顧問及び販売業務 

(76)商品取引所法の適用を受ける、商品取

引所の市場における、上場商品指数、オプ

ション取引の受託、委託の媒介、取次及び代

理業務 

(77)非鉄金属及び各種農産物、水産物の現

物取引、先物取引に関する売買、取次、媒

介及び受託 

(78)外国為替取引又はその媒介、取次若し

くは代理に関わる業務 

(79)金融先物取引法に基づく金融先物取引

市場（外国金融先物市場を含む）における

上場商品の金融先物取引等並びに当該取引

等の委託の媒介、取次及び代理 

(80)上記各号に関する要員の派遣 

(81)上記各号に附帯関連する一切の業務 

２ 当会社は、商標権、特許権、実用新案

権、意匠権の取得およびその管理運用を目

的とする。 

３ 当会社は、前各項に附帯または関連す

る事業を行うことができる。 

 

び売買取引の受託業務 

(84)商品取引所法の適用を受ける商品に係

る売買、売買の媒介、取次もしくは代理業

務および輸出入ならびに海外における投資 

(85)商品投資に係る事業の規制に関する法

律に基づく、商品投資事業に係る金融商品

の設定、運用、管理、顧問および販売業務 

(86)商品取引所法の適用を受ける、商品取

引所の市場における、上場商品指数、オプ

ション取引の受託、委託の媒介、取次およ

び代理業務 

(87)非鉄金属および各種農産物、水産物の

現物取引、先物取引に関する売買、取次、

媒介および受託 

(88)外国為替取引またはその媒介、取次も

しくは代理に関わる業務 

(89)金融先物取引法に基づく金融先物取引

市場（外国金融先物市場を含む）における

上場商品の金融先物取引等ならびに当該取

引等の委託の媒介、取次および代理 

(90)上記各号に関する要員の派遣 

(91)上記各号に附帯関連する一切の業務 

２ 当会社は、商標権、特許権、実用新案

権、意匠権の取得およびその管理運用を目

的とする。 

３ 当会社は、前各項に附帯または関連す

る事業を行うことができる。 

 
 
（注）上記の内容については、平成 19 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会において付議する「定款一部変更の

件」が承認可決されることを条件とします。 

 

 ３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 19 年 3 月 29 日 

定款変更の効力発生日   平成 19 年 3 月 29 日 

 
        以上 
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