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平成 19 年５月 24 日

 

 

各  位 
 

会 社 名     ＴＦＰコンサルティンググループ株式会社 
代表者名 代表取締役社長 勝間田 正喜 
（コード番号 ４７９２ 大証ヘラクレス市場） 
問合せ先 経理部長兼ＩＲ担当 谷田 和則 
（ＴＥＬ．０３－５３２２－３５５２） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成 19 年５月 24 日開催の取締役会において、平成 19 年６月 19 日開催予定の当社第 18 回定時

株主総会に「定款一部変更の件」について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 

純粋持株会社である当社の事業子会社の事業内容の多様化に対応するため、当社定款第２条（目的）

に事業子会社の目的事項の追加を行うとともに、号数の並べ替えを行うものであります。 

 
２．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 
定款変更のための株主総会開催日（予定）  平成 19 年６月 19 日（火） 
定款変更の効力発生日（予定）       平成 19 年６月 19 日（火） 

 
 

 

以  上 
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【別紙】 
 定款一部変更の内容 
 

（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１章 総  則 

（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、当該会社の事業活動を支配・管

理することを目的とする。 

第２条   (現行どおり) 

(1) 企業の経営・財務に関するコンサルティング業務 (1) （現行どおり） 

(2) 個人の資産運用・資産管理に関するコンサルティン

グ業務 

(2) （現行どおり） 

 

(新 設) (3) 株式上場・株式公開に関するコンサルティング業務

(3) 企業及び個人に対する資産運用、資産管理及び企業

の経営・財務に関する講習会・研修会の開催 
(4) （現行どおり） 

(4) 資産運用、資産管理及び企業の経営・財務に関する

教育、指導 
(5) （現行どおり） 

(5) 資産運用、資産管理及び企業の経営・財務に関する

情報提供サービス 
(6) （現行どおり） 

(新 設) 

 

(7) 通信システムを利用したファイナンシャルプラン

ニング分野に関する情報提供サービス 

(6) 投資顧問業 (8) （現行どおり） 

(7) 投資事業組合財産の運用及び管理 (9) （現行どおり） 

(8) 投融資を行う会社に対する審査機能の供与 (10) （現行どおり） 

(新 設) (11) 企業の組織再編に関わるアドバイザリー業務 

(新 設) (12) 企業の合併、営業譲渡、営業譲受に関するコンサ

ルティング業務 

(9) 企業の営業用財産・有価証券・不動産及び営業権の

譲渡並びに企業に対する投資、業務提携及び組織再

編に関する仲介斡旋 

(13) 企業の営業権の譲渡、営業用財産・有価証券・不

動産の譲渡、企業に対する投資、業務提携及び合併

に関する斡旋並びに仲介 
(10) 有価証券の取得及び保有並びに売買等の媒介、取

次及び代理 
(14) （現行どおり） 

（新 設） 

 

(15）新株予約権を発行する会社に対する、その新株予

約権を対価とした経営コンサルティング業務 

(11) 不動産の売買の仲介 (16) 不動産の売買及び仲介 

(12) 不動産の取得並びに分譲 (17)  (現行どおり) 

(13) 不動産の賃貸及び管理 (18) （現行どおり） 

（新 設） (19) 不動産に関する企画相談 

(14) 不動産に関するコンサルティング業務 (20) （現行どおり） 
（新 設） (21) 不動産特定共同事業法に基づく事業 
（新 設） (22) 不動産、不動産証券化商品、底地ファンド、債権、

有価証券、金融資産に関する調査及び投資顧問業並

びに投資業務 

(15) 生命保険の募集に関する業務 (23) （現行どおり） 

(16) 損害保険代理店業務 (24) （現行どおり） 

(17) 保険に関するコンサルティング業務 (25) （現行どおり） 

（新 設） (26) 建築物の設計及び監理に関する業務 

（新 設） (27) 建築工事業 
（新 設） (28) 貸金業 

（新 設） (29) 信託受益権の販売またはその代理もしくは媒介業

（新 設） (30) 会社、個人経営の帳簿の記帳及び決算に関する事

務並びに経営経理に関する診断及び指導 
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現 行 定 款 変 更 案 

(18) 職業会計人（公認会計士、税理士）からの委託に

よる会計事務処理 

(31)  （現行どおり） 

（新 設） (32) 職業会計人及びファイナンシャルプランナー等の

会員組織の運営業務 

（新 設） (33) 企業会計研究、その指導並びに企業診断業務 

(19) コンピュータシステムによるデータ入力及びそれ

に伴う事務処理の受託 
(34) （現行どおり） 

(20) コンピュータソフトウェアの企画、開発、設計、

制作、販売及び賃貸 
(35) （現行どおり） 

(21) コンピュータシステムの構築及び運用に関するコ

ンサルティング業務 
(36) （現行どおり） 

(22) 教育用教材の企画、制作、出版及び販売 (37) （現行どおり） 

(23) 書籍、その他出版物の企画、制作、出版及び販売

業 
(38) （現行どおり） 

(24) 書籍、その他出版物への依頼原稿の著述並びに作

成の仲介及び斡旋 
(39) （現行どおり） 

  （新 設） (40) 書籍、日用品雑貨の輸出入 

(25) 市場調査及び広告宣伝に関する業務 (41) （現行どおり） 

(26) 著作権及び著作隣接権の取得、管理並びに運用業

務 

(42) （現行どおり） 

(27) 労働者派遣業務 (43) （現行どおり） 

(28) 有料経営管理者紹介業務 (44) （現行どおり） 

（新 設） (45) 有料職業紹介業務 

（新 設） (46) 証券仲介業務 

（新 設） (47) 銀行代理業務 

（新 設） (48) 信託業法による信託契約の代理または媒介業 

（新 設） (49) 遺言信託の代理業務 

(29) 販売、製造及び技術提携の仲介斡旋 (50)  (現行どおり) 

(30) 各種イベント企画 (51) （現行どおり） 

(31) 前各号の取引相手先に対する人材の紹介及び斡旋 (52) （現行どおり） 

（新 設） (53) 前各号に付帯関連する一切の業務 

２ 前項に付帯関連する一切の業務を営むことができ

る。 

２     （現行どおり） 

 

 


