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定款の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、「定款一部変更の件」を平成 19 年５月 30 日開催予定の第

６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． 定款変更の理由 

  （１）当社グループの事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化

に対応するため、事業目的の変更を行うものであります。 

（２）当社は、第６期（平成 19 年２月期）において資本金が５億円を超えましたので、会社法第

328 条第１項の規定により監査役会並びに会計監査人の設置会社となります。これに対応す

るため、所要の変更を行うとともに、併せて条数を繰り下げるものであります。 

  （３）会社法施行規則第 94 条の規定に従い、株主総会参考書類への記載事項の一部をインター 

ネットにより開示することを可能にするため定款第 12 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）を新設するものであります。 

 

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。 

 

３． 日 程 

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 19 年５月 30 日（予定） 

定款変更の効力発生日        平成 19 年５月 30 日（予定） 

 

以 上 



（別紙） 

（下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

第１章  総  則 

 

（目的） 

第２条     ＜記載省略＞ 

 １．     ＜記載省略＞ 

 ２．     ＜記載省略＞ 

＜新設＞ 

 ３．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結婚式の企画運営 

  ②衣料品、装身具及び貴金属製品の賃貸及び

販売 

  ③ブライダルコーディネーター育成のための

教室の経営 

  ④広告代理業 

  ⑤各種イベント、キャンペーン等販売促進に

関する行事の企画及び主催並びに運営 

  ⑥店舗、事務所の内装工事の企画及び設計 

  ⑦不動産の売買、仲介及び賃貸並びに管理 

  ⑧マーケティングリサーチの請負 

  ⑨書籍、文房具、日用品雑貨、衣料品及び家

庭用電化製品の販売 

  ⑩情報処理サービス業及び情報提供サービス

   業 

⑪旅行業法に基づく国内旅行業及び海外旅行

業 

  ⑫生命保険の募集に関する業務 

  ⑬損害保険代理店業 

 

 

第２章  株  式 

 

（株主名簿管理人） 

第８条     ＜記載省略＞ 

  ②     ＜記載省略＞ 

  ③当会社の株主名簿、株券喪失登録簿および

新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務

取扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失

登録簿、および新株予約権原簿への記載ま

たは記録、その他株式ならびに新株予約権

原簿に関する事務は株主名簿管理人におい

て取扱わせ、当会社においてはこれを取扱

わない。 

 

（株式取扱規程） 

第９条 ＜記載省略＞ 

 

第１章  総  則 

 

（目的） 

第２条    ＜現行どおり＞ 

 １．        ＜現行どおり＞ 

 ２．    ＜現行どおり＞ 

 ３．不動産の売買及び賃貸並びに管理

 ４．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結婚式の企画運営 

  ②衣料品、装身具及び貴金属製品の賃貸及び

販売 

  ③ブライダルコーディネーター育成のための

教室の経営 

  ④広告代理業 

  ⑤各種イベント、キャンペーン等販売促進に

関する行事の企画及び主催並びに運営 

  ⑥店舗、事務所の内装工事の企画及び設計 

  ⑦不動産の売買及び賃貸並びに管理 

  ⑧マーケティングリサーチの請負 

  ⑨書籍、文房具、日用品雑貨、衣料品及び家

庭用電化製品の販売 

  ⑩情報処理サービス業及び情報提供サービス

   業 

⑪旅行業法に基づく国内旅行業及び海外旅行

業 

  ⑫生命保険の募集に関する業務 

  ⑬損害保険代理店業 

 

 

第２章  株  式 

 

（株主名簿管理人） 

第８条    ＜現行どおり＞ 

   ②    ＜現行どおり＞ 

  ③当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）、株券喪失登録簿及び新株予

約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場

所に備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿、

及び新株予約権原簿への記載または記録、

その他株式並びに新株予約権原簿に関する

事務は株主名簿管理人において取扱わせ、

当会社においてはこれを取扱わない。 

 

（株式取扱規程） 

第９条 ＜現行どおり＞ 

 



現行定款 変更案 

（基準日） 

第 10 条 当会社は、毎年２月末日の最終の株主名

簿に記載または記録された議決権を有

する株主をもって、その事業年度に関す

る定時株主総会において権利を行使す

ることができる株主とする。 

 

  ②     ＜記載省略＞ 

 

（招集時期） 

第 11 条     ＜記載省略＞ 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

第12条～第26条 

 

 

第５章  監査役 

 

（監査役の設置） 

第27条 当会社は、監査役を置く。 

 

（監査役の員数） 

第28条    ＜記載省略＞ 

 

（監査役の選任方法） 

第29条    ＜記載省略＞ 

 

（監査役の任期） 

第30条 監査役の任期は、選任後４以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会終結の時までとする。 

②   ＜記載省略＞ 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

（基準日） 

第 10 条 当会社は、毎年２月末日の最終の株主名

簿に記載または記録された議決権を有

する株主（実質株主を含む。以下同じ。）

をもって、その事業年度に関する定時株

主総会において権利を行使することが

できる株主とする。 

  ②     ＜現行どおり＞ 

 

（招集時期） 

第 11 条    ＜現行どおり＞ 

 

（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 12 条 当会社は株主総会の招集に関し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書

類に記載または表示を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。

 

第13条～第27条 

 

 

第５章  監査役及び監査役会

 
（監査役及び監査役会の設置）  

第28条 当会社は、監査役及び監査役会を置く。

 

（監査役の員数）  

第29条    ＜現行どおり＞ 

 

（監査役の選任）  

第30条    ＜現行どおり＞ 

 

（監査役の任期）  

第31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

る定時株主総会終結の時までとする。 

    ②  ＜現行どおり＞ 

 

（常勤の監査役） 

第 32 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査

役を選定する。

 

（監査役会の招集通知） 

第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の３日前ま

でに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必

要があるときは、この期間を短縮することができ

る。



現行定款 変更案 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

（監査役の報酬等）  

第31条    ＜記載省略＞ 

 

（監査役の責任免除） 

第32条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定

により、取締役会の決議をもって、監査

役（監査役であった者を含む。）の責任

を法令の限度において免除することが

できる。 

 

②   ＜記載省略＞ 

 

 

＜新設＞ 

 

 

＜新設＞ 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

   ② 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監査役会を開くこ

とができる。 

 

（監査役会の決議方法） 

第 34 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

    

（監査役会規程） 

第 35 条 監査役会に関する事項は、法令または定

款に定めるもののほか、監査役会において定める

監査役会規程による。

 

（監査役の報酬等）  

第36条     ＜現行どおり＞ 

 

（監査役の責任免除）  

第37条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定

により、取締役会の決議をもって、同法

第 423 条第１項の行為に関する監査役

（監査役であった者を含む。）の責任を

法令の限度において免除することがで

きる。 

②    ＜現行どおり＞ 

  

 

第６章  会計監査人 

 

（会計監査人の設置） 

第 38 条 当会社は、会計監査人を置く。

 

（会計監査人の選任） 

第 39 条 会計監査人は、株主総会の決議によって

選任する。

 

（会計監査人の任期） 

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

株主総会終結の時までとする。

   ②  会計監査人は、前項の定時株主総会にお

いて別段の決議がされなかったときは、

当該定時株主総会において再任されたも

のとみなす。

 

（会計監査人の報酬等） 

第 41 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監

査役会の同意を得て定める。

 

第７章 計  算 

 



現行定款 変更案 

第６章 計  算 

 

（事業年度） 

第33条    ＜記載省略＞ 

 

（期末配当金） 

第34条    ＜記載省略＞ 

 

（中間配当金） 

第35条 当会社は取締役会の決議によって、毎年

８月 31 日の最終の株主名簿に記載また

は記録された株主または登録株式質権

者に対し、会社法 454 条第５項に定める

剰余金の配当（以下「中間配当金」とい

う。）をすることができる。 

 

（配当金の除斥期間） 

第36条 期末配当金および中間配当金が、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。 

（事業年度）  

第42条    ＜現行どおり＞ 

 

（期末配当金）  

第43条    ＜現行どおり＞ 

 

（中間配当金）  

第44条 当会社は取締役会の決議によって、毎年

８月 31 日の最終の株主名簿に記載また

は記録された株主または登録株式質権

者に対し、会社法第454 条第５項に定め

る剰余金の配当（以下「中間配当金」と

いう。）をすることができる。 

 

（配当金の除斥期間）  

第45条 期末配当金及び中間配当金が、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。 

以上 


