
- 1 - 

 

平成 19 年６月 18 日 

 

各      位 

会 社 名  トランスコスモス株式会社 

（登記社名：トランス・コスモス株式会社） 

代表者名  代表取締役社長兼ＣＯＯ 奥田 昌孝 

（コード番号  9715  東証第一部） 

問合せ先  執行役員経理財務本部長 荒木 正敏 

TEL 03－4363－1111（代表） 

 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 19 年５月 17 日開催の取締役会において、平成 19 年６月 26 日に開催を予定している

定時株主総会に、下記の通り定款の一部変更について付議することを決議しておりますので、お知ら

せいたします。 

 

 

 

記 
 
 
１．定款変更の理由 

(1) 当社の事業の目的事項は、当社設立以来コールセンター業務に由来する事項、インターネッ

トを活用した受託業務、データ入力業務等を中心に追加してまいりましたが、一部重複する

ものがあり、さらには各種規制緩和等をうけて新たに販路拡大を図ることおよび当社の出資

先事業者が行う事業の統合等を円滑に行うことができるようにするため、新規事業等を付加

し、整理統合を行うものであります。(変更案第２条) 

(2) 当社は、取締役会の決議をもって代表取締役および役付取締役を定め、さらに経営責任と執

行責任を明確にするため、経営責任者および執行責任者を選任しておりますが、執行責任者

について、環境の変化に機動的に対応できるよう文言の整理を行うものであります。(変更

案第24条） 

(3) その他、上記変更に伴い、所要の規定整備を行うものであります。 
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２．定款変更の内容 
 

（下線部分は変更箇所） 
現 行 定 款 変  更  案 

第１章 総 則 

 

第１条 (記載省略) 

第１章 総 則 

 

第１条 (現行どおり) 

(目的) 

第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 

(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. インターネット・大規模ネットワークシステム構築、付

加価値通信網など電気通信事業及び通信網に関する各種

ソフトウェアの開発、運用、販売、リース、輸出入 

  1. インターネット・大規模ネットワークシステム構築、付

加価値通信網など電気通信事業及び通信網に関する各種

ソフトウェア並びにウェブサイト、オンラインゲームの

開発、運用、販売、リース、輸出入 

  2. (記載省略）   2. (現行どおり） 

  3. インターネット、ケーブルテレビ、通信衛星などの通信

手段を利用した通信販売業務及び販売代理業務 

  3. インターネット、ケーブルテレビ、通信衛星などの通信

手段を利用した通信販売業務及び販売代理業務並びに

音・映像などの配信サービス 

  4. インターネット、ケーブルテレビ、通信衛星などの通信

手段を利用した音、映像などの配信サービス 

  (削除) 

  5. 各種広告の取扱い及び広告表現に関する企画、制作及び

販売 

  4. 新聞、雑誌、放送、映画、屋外、交通、ダイレクトメー

ル及びインターネットその他総ての広告、広報並びにパ

ブリックリレーションズ業務等の各種広告の取扱い及び

広告表現に関する企画、制作、販売及び輸出入 

  (新設)   5. 市場調査・広告宣伝に関する業務 

  (新設)   6. セールスプロモーションの企画、立案並びに制作に関す

る業務 

  (新設)   7. 映像ソフト及び音声ソフトの企画、制作、管理及び販売

  6. 暗号システムによるデータの保管及び利用者認証サービ

ス 

  8. 暗号システムによるデータの保管及び利用者認証サービ

ス並びに電子決済処理サービス 

  7. 電子決済処理サービス   (削除) 

  8. コンピュータに関するハードウェア・ソフトウェアの開

発、販売、リース、輸出入 

  9. コンピュータに関するハードウェア・ソフトウェアの開

発、販売、リース、輸出入 

  9. 文字、図形、画像、造形物などのデータベース開発、運

用、販売、リース、輸出入 

  10. 文字、図形、画像、造形物などのデータベース開発、運

用、販売、リース、輸出入 
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現 行 定 款 変  更  案 

  10. 半導体設計技術の提供   11. 半導体設計技術の提供 

  11. レコード、音楽テープ、コンパクトディスク、レーザー

ディスク、ビデオテープ、デジタルビデオディスク、出

版物、印刷物などに係わる音、映像等のコンテンツの企

画、制作、販売、輸出入 

  (削除) 

  12.～14. （記載省略）   12.～14. （現行どおり） 

  15. コンピュータシステムによる計算業務の受託   15. コンピュータシステムによる計算業務の受託及びコン

ピュータ入力用データファイル作成業務の受託並びに

電子計算機室運営管理業務の受託 

  16. コンピュータ入力用データファイル作成業務の受託   (削除) 

  17. 電子計算機室運営管理業務受託   (削除) 

  18. 上記１ないし17に関するコンサルテーション、調査、研

究、出版及び技術指導ならびに情報提供サービス 

  16. オフィス・オートメーション機器、事務用機器、コンピ

ュータ周辺機器の製造、販売、輸出入、リース事業 

  (新設)   17. モバイルコンテンツの開発・運営及びこれらの受託、ラ

イセンスの配信並びにモバイル広告の配信 

  (新設)   18. キャラクター商品の企画、制作、販売、輸出入 

  (新設)   19. 国内外の芸術家、作家、音楽家、レポーター、キャスタ

ー、俳優、司会者等の招聘及びマネジメント 

  (新設)   20. 電気通信事業法に基づく第二種通信事業主としての回

線リセール事業 

  19. オフィス・オートメーション機器並びに事務用機器に関

する販売・リース事業 

  21. 上記１ないし20に関するコンサルテーション、調査、研

究、出版及び技術指導並びに情報提供サービス 

  20. コンピュータの周辺機器の製造、販売、輸出入   (削除) 

  21. 建築工事(付帯工事を含む)の設計、施工、監理   22. 建築工事(付帯工事を含む)、電気通信工事の設計、施工、

監理 

  22. 電気通信工事及び電気工事の施工   (削除) 

  23. （記載省略）   23. （現行どおり） 

  24. 旅行業代理店業   24. 旅行業代理店業及び銀行代理業 

  25. （記載省略）   25. （現行どおり） 

  26. （記載省略）   26. （現行どおり） 

  27. 有料職業紹介事業   27. 有料職業紹介事業及び労働者派遣事業 
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現 行 定 款 変  更  案 

  28. 労働者派遣事業   (削除) 

  29. 古物の売買   28. 古物の売買 

  30. 銀行代理業   (削除) 

  (新設)   29. 医薬品の販売または代理業 

  (新設)   30. 酒類の販売または媒介業 

  31. （記載省略）   31.  (現行どおり) 

第３条～第23条 (記載省略) 第３条～第23条 (現行どおり) 

(代表取締役および役付取締役) 

第24条 (記載省略) 

  ２．(記載省略) 

  ３．(記載省略) 

４．当会社は、取締役会の決議をもって、取締役の中から、

財務執行責任者(ＣＦＯ)を選任することができる。 

(代表取締役および役付取締役) 

第24条 (現行どおり) 

２．(現行どおり) 

３．(現行どおり) 

４．当会社は、取締役会の決議をもって、取締役の中から、

執行する業務に応じて業務執行責任者を選任すること

ができる。 

第25条～第41条 (記載省略) 第25条～第41条 (現行どおり) 

 
 

３．日程（予定） 

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年６月 26 日 

 定款変更の効力発生日      平成 19 年６月 26 日 

 

 
以上 

 


