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平成 19 年 10 月 25 日 

各      位 

会 社 名  株式会社文教堂             

代表者名  代表取締役社長  嶋崎富士雄 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 9978） 

問合せ先 専務取締役 

     財務・経理担当 浅野雅雄 

電  話 044-811-0118 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 19 年 10 月 25 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 19 年

11 月 28 日開催予定の第 57 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．定款変更の目的 

（１）買収防衛策の導入に関するもの：平成 19 年 11 月 28 日開催予定の当社第 57 回定時株主総

会にて承認可決された際に変更。 

平成 19 年 11 月 28 日開催予定の当社第 57 回定時株主総会に「当社買収防衛策の基本方針

の件」の議案をお諮りするにあたり、当社株主総会の決議により買収防衛策を導入するため

の根拠規定を定めるとともに、本定款に規定する買収防衛策の定義を明らかにするために、

第 19 条を新設するものであります。 

 

（２）持株会社体制への移行に伴うもの：平成 19 年 11 月 28 日開催予定の当社第 57 回定時株主

総会に付議する「分割計画書承認の件」が承認可決さ

れるのを条件として、分割期日（平成 20 年 3 月 3日予

定）をもって変更。 

当社は、事業部門を運営する完全子会社を会社分割により新設し、当社は持株会社に移行

することを計画しております。これに伴い、商号及び事業目的の変更を行うものであります。
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２．定款変更の内容 

変更内容（新旧対照表）は次のとおりであります。 

 

（１）当社買収防衛策に関する定款の新設 （下線は変更部分であります） 

現行定款 変更案 

（新設） 

第３章 株主総会 

 

（買収防衛策） 

第 19 条 当会社の株主総会において

は、法令または定款に別段の定めがある事項

をその決議により定めるほか、買収防衛策の

基本方針をその決議により定めることがで

きる。 

２．前項における買収防衛策とは、当会社が

資金調達または業務提携などの事業目的を

主要な目的とせずに新株または新株予約権

の発行を行うことにより当会社に対する買

収の実現を困難にする方策のうち、当会社の

企業価値ひいては株主共同の利益を損なう

おそれのある者による買収が開始される前

に導入されるものをいう。また、導入とは、

買収防衛策としての新株または新株予約権

の発行決議を行うなどの買収防衛策の具体

的内容を決定することをいう。 

第 19 条～第 44 条（条文省略） 第 20 条～第 45 条 （現行どおり） 

 

 

（２）持株会社体制への移行に伴う定款の変更 （下線は変更部分であります） 

現行 変更案 

第１章 総則 第１章 総則 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社文教堂と称し、英

文では、ＢＵＮＫＹＯＤＯ ＣＯ．，ＬＴ

Ｄ．と表示する。 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社文教堂グループホ

ールディングスと称し、英文では、ＢＵ

ＮＫＹＯＤＯ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩ

ＮＧＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．と表示する。 
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（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． 一般図書の仕入および製作、出版なら

びに販売 

 

（新設） 

 

２． 文房具、玩具類および事務用具の仕入

ならびに販売 

３． 運動具および理化学器具の仕入なら

びに販売 

４． たばこの仕入ならびに販売 

５． レコード、カセットおよび楽器の仕入

ならびに販売 

６． コンピュータ、ソフトウェアの開発お

よび販売およびハードウェア商品ならびに

ビデオソフト、コンパクトディスク、デジ

タルビデオディスクのレンタル、リースお

よび売買 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

７． 古物商 

８． 飲食店、喫茶店、遊戯場、スポーツ施

（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. 一般図書の仕入および製作、出版ならび

に販売 

 

２. 図書の輸出・輸入 

 

３. 文房具、玩具類および事務用具の仕入な

らびに販売 

４. 運動具および理化学器具の仕入ならびに

販売 

５. たばこの仕入ならびに販売 

６. レコード、カセットおよび楽器の仕入な

らびに販売 

７. コンピュータ、ソフトウェアの開発およ

び販売およびハードウェア商品ならびにビ

デオソフト、コンパクトディスク、デジタ

ルビデオディスクのレンタル、リースおよ

び売買 

 

８. コンピュータソフトウェア、ビデオソフ

ト及びコンパクトディスクの輸出・輸入並

びに販売 

９. コンピュータ周辺機器の輸出・輸入及び

販売 

10. インターネットを用いた情報提供及び物

品販売並びにこれらに関する技術のコンサ

ルティング業務 

11. コンピュータソフトウェアの企画・開発

並びにその受託 

12. コンピュータソフトウェア情報提供サー

ビス 

13. 図書の輸出・輸入・出版及び販売並びに

コンピュータソフトウェアの販売に関する

コンサルティング業務 

14. 広告代理店業務 

 

15. 古物商 

16. 飲食店、喫茶店、遊戯場、スポーツ施設、
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設、カラオケルーム、駐車場の経営 

９． 動産の総合リース業 

10． 児童用教育器材の企画、販売および保

育施設ならびに学習教室の経営 

11． 教育講座開催等の教養教育事業運営

に関する業務 

12． コンサート、公演等のイベントの企

画、運営管理業務 

13． プレイガイド業 

14. フランチャイズチェーンシステムによる

一般図書、文房具、事務用品、玩具、コン

ピュータおよび同付属装置、コンパクトデ

ィスク、ビデオテープ、デジタルビデオデ

ィスク、ゲームソフト、その他の音響・映

像媒体商品およびその再生機器の販売なら

びに賃貸についてのコンサルタント業 

15. コンパクトディスク、デジタルビデオデ

ィスク、ミュージックテープ、ビデオ等の

原盤の企画・製作・販売・賃貸 

16.販売促進活動に関するコンサルティング

業 

17. 各種マーケティング業 

18. インターネットおよびカタログによる通

信販売および仲介業 

19. 無体財産権（著作権、著作隣接権、特許

権、実用新案権、意匠権、商標権等）の取

得、使用許諾、売買および管理 

20. 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋および

管理 

21. リフレクソロジー、ハワイアン・ロミロ

ミ、各種ヒーリングおよび心理カウンセリ

ングのサロンの経営 

22． 前各号に関連する一切の事業 

 

（新設） 

カラオケルーム、駐車場の経営 

17. 動産の総合リース業 

18. 児童用教育器材の企画、販売および保育

施設ならびに学習教室の経営 

19. 教育講座開催等の教養教育事業運営に関

する業務 

20. コンサート、公演等のイベントの企画、

運営管理業務 

21. プレイガイド業 

22. フランチャイズチェーンシステムによる

一般図書、文房具、事務用品、玩具、コン

ピュータおよび同付属装置、コンパクトデ

ィスク、ビデオテープ、デジタルビデオデ

ィスク、ゲームソフト、その他の音響・映

像媒体商品およびその再生機器の販売なら

びに賃貸についてのコンサルタント業 

23. コンパクトディスク、デジタルビデオデ

ィスク、ミュージックテープ、ビデオ等の

原盤の企画・製作・販売・賃貸 

24. 販売促進活動に関するコンサルティング

業 

25. 各種マーケティング業 

26. インターネットおよびカタログによる通

信販売および仲介業 

27. 無体財産権（著作権、著作隣接権、特許

権、実用新案権、意匠権、商標権等）の取

得、使用許諾、売買および管理 

28. 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋および

管理 

29. リフレクソロジー、ハワイアン・ロミロ

ミ、各種ヒーリングおよび心理カウンセリ

ングのサロンの経営 

30. 前各号に関連する一切の事業 

 

31. 前各号の事業を営む会社を所有すること

による当該会社の事業活動の支配・管理 
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（新設） 付則 

第１条 第１条及び第２条の定款の変更は、

第57回定時株主総会において承認さ

れた分割計画書に基づく新設会社の

設立と同時に効力が発生する。 

第２条 前条における定款の変更の効力発生

と同時に本付則は失効する。 

 

 

３．日程 

・変更のための株主総会開催日              平成 19 年 11 月 28 日（水曜日） 

 

・定款変更の効力発生日       

                    （１）については、平成 19 年 11 月 28 日（水曜日） 

                    （２）については、平成 20 年 ３月 ３日（月曜日） 

 

以  上 


