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平成 19 年 11 月 15 日 

 
各      位 

 
会 社 名：株式会社セイジョー       

（コード：7429  東証第 1部）        

代表者名：代表取締役社長  塚本  厚志 

問合せ先：専務取締役    鈴木  芳孝 

（ＴＥＬ：０４２－３６８－８７０１） 

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 19 年 11 月 15 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 12 月

21 日開催予定の第 41 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) 目的の変更 

  ① 業態の多様化に対応するため、現行定款第２条（２）号、（４９）号、（５０）号を変更する

ものであります。 

② 薬事法の名称変更により、現行定款第２条（３）号①の表記の変更をするものであります。 

 ③ 以下の介護事業関連項目について文言の追記・変更「変更案第２条(２９)・（３６）・（４１）

号」、削除「現行定款第２条（２０）・（２１）・（３３）・（３４）・（３６）･（４０）～（４２）

号」、一部削除「現行定款第２条（３７）～（３９）号」、事業の追加「変更案第２条（３５）・

（３７）号」を行うとともに、号数の変更を行うものであります。 

④ 今後の店舗展開の多様化に備えて、変更案第２条（４９）号を新たに設けるものであります。 

(2) 公告方法の変更 

 現行定款第４条の公告の方法を、公告の迅速化と効率化のために、電子公告に変更するもので

あります。 

(3) 株式移転計画に関わる変更 

当社は、平成 19 年 11 月 15 日開催の取締役会において、当社とセガミメディクス株式会社（以
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下「セガミメディクス」という。）との経営統合を行うための「株式移転による完全親会社設立の

件」（以下、「第２号議案」という。）を第 41 回定時株主総会に付議することを決議いたしました。

当社は、第２号議案が承認され、株式移転の効力が発生しますと、株式移転完全親会社株式会社

ココカラファイン ホールディングスの完全子会社となります。それに伴い以下の変更を行うもの

であります。 

① 定時株主総会基準日の削除 

現在、当社では、会社法第１２４条第３項の規定に基づき、現行定款第１２条に定時株主総

会の基準日を定めておりますが、株式移転の効力発生後は、当社の株主は株式会社ココカラ

ファイン ホールディングスの１社となりますことから、当該規定を削除するとともに、現行

定款第１３条以下を順次繰り上げるものであります。 

② 事業年度の変更 

変更案第４８条のとおり当社の事業年度を、完全親会社の事業年度に合わせるものでありま

す。 

なお、決算期変更の経過期間となる第 57 期（当期）は、平成 19 年 10 月 1 日から平成 20年

3 月 31 日までの 6 か月決算となる予定であります。 

③ 期末配当金 

変更案第４９条のとおり当社の期末配当金の基準日を、完全親会社の基準日に合わせるもの

であります。 

④ 中間配当金 

変更案第５０条のとおり当社の中間配当金の基準日を、完全親会社の基準日に合わせるもの

であります。 

⑤ 附則の新設 

事業年度の変更に伴う経過措置として、新たに附則を設けるものであります。 

 
なお、本議案のうち(3)「株式移転計画に関わる変更」については、第２号議案が承認されるこ

と、セガミメディクスにおいて第 2 号議案に関わる株式移転計画が承認されること、ならびに平

成 20 年 3 月 31 日前日までに当該株式移転計画の効力が失われていないことおよび当該株式移転

手続が中止されていないことを条件といたします。 
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２．定款変更の内容 
（下線部は変更部分） 

 
現 行 定 款 

 
変 更 案 

     第１章 総  則 

（商 号） 

第１条 （条文省略） 

第１章 総  則 

（商 号） 

第１条 （現行どおり） 

（目 的） 

第２条 当社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

(1) 薬局、薬店の経営 

(2)スーパーマーケットの経営 

    (3) 下記物品の製造・販売 
       ① 医療用具、工業薬品、度量衡器 
       ② 農薬、毒物劇物、 
       ③ 医薬品、医薬部外品、化粧品、健 
           康食品、食品、日用雑貨品 
       ④ 事務用品、書籍雑誌 
       ⑤  家具、家庭用電気製品、大工用  
           品、自動車用品、自転車用品、園 
           芸用品、スポーツ用品 
      (4) 全酒類、煙草、塩類の販売ならびに 
          穀類の加工および販売 
      (5) 按摩、マッサージ、針灸等の施術 

        所の経営 

      (6) 上記各号に係るフランチャイズ加盟 

         店の募集および加盟店の経営指導業 

         務 

      (7) 上記(3)号ならびに(4)号記載の物品 

          の輸入および輸出業務 

      (8) 切手、印紙の売捌き 

      (9) 写真現像・焼付業 

(10) 美容院および理髪店の経営 

(11) クリーニング業 

(12) 損害保険代理店業務および生命保険 

募集業務 

 (13) 不動産の売買、仲介、斡旋 

(14) 不動産の賃貸および管理 
(15) 店舗内外装工事 

(16) 通信販売業務 

(17) フィットネスクラブの経営 

     (18) 宅配荷物の取次代理店業務 

     (19) 旅行代理店の経営 

     (20) 一般労働者派遣事業 

     (21) 有料職業紹介事業 

     (22) 介護・福祉用品、器具の販売および 

         レンタルならびにレンタルの斡旋 

     (23) 介護保険法に基づく特定福祉用具販 

         売ならびに介護予防特定福祉用具販 

        売 

 

（目 的） 

第２条 当社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

(1) 薬局、薬店の経営 

(2) 小売店の経営 
      (3) 下記物品の製造・販売 
       ① 医療機器、工業薬品、度量衡器 
       ② 農薬、毒物劇物、 
       ③ 医薬品、医薬部外品、化粧品、健 
           康食品、食品、日用雑貨品 
       ④ 事務用品、書籍雑誌 
       ⑤  家具、家庭用電気製品、大工用  
           品、自動車用品、自転車用品、園 
           芸用品、スポーツ用品 
      (4) 全酒類、煙草、塩類の販売ならびに 
          穀類の加工および販売 
      (5) 按摩、マッサージ、針灸等の施術 

          所の経営 

      (6) 上記各号に係るフランチャイズ加盟 

         店の募集および加盟店の経営指導業 

         務 

      (7) 上記(3)号ならびに(4)号記載の物品 

          の輸入および輸出業務 

      (8) 切手、印紙の売捌き 

      (9) 写真現像・焼付業 

(10) 美容院および理髪店の経営 

(11) クリーニング業 

(12) 損害保険代理店業務および生命保険 

募集業務 

 (13) 不動産の売買、仲介、斡旋 

(14) 不動産の賃貸および管理 
(15) 店舗内外装工事 

(16) 通信販売業務 

(17) フィットネスクラブの経営 

     (18) 宅配荷物の取次代理店業務 

     (19) 旅行代理店の経営 

（削除） 

     （削除） 
(20) 介護・福祉用品、器具の販売および  

レンタルならびにレンタルの斡旋 
     (23) 介護保険法に基づく特定福祉用具販 

       売ならびに介護予防特定福祉用具販 
     売 
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現 行 定 款 変 更 案 

    (24) 介護保険法に基づく居宅介護支援 

         事業 

(25) 介護保険法に基づく訪問介護ならびに

介護予防訪問介護 

    (22) 介護保険法に基づく居宅介護支援 

         事業 

    (23) 介護保険法に基づく訪問介護ならび 

に介護予防訪問介護 

    (26) 介護保険法に基づく訪問入浴介護なら

びに介護予防訪問入浴介護 

    (24) 介護保険法に基づく訪問入浴介護な 

らびに介護予防訪問入浴介護 

    (27) 介護保険法に基づく通所介護ならび 

に介護予防通所介護 

    (25) 介護保険法に基づく通所介護ならび 

に介護予防通所介護 

    (28) 介護保険法に基づく短期入所生活介護

ならびに介護予防短期入所生活介護 

    (26) 介護保険法に基づく短期入所生活介護

ならびに介護予防短期入所生活介護 

    (29) 介護保険法に基づく福祉用具貸与なら

びに介護予防福祉用具貸与 

    (27) 介護保険法に基づく福祉用具貸与なら

びに介護予防福祉用具貸与 

    (30) 介護保険法に基づく認知症対応型共 

同生活介護ならびに介護予防認知症 

対応型共同生活介護 

    (28) 介護保険法に基づく認知症対応型共 

同生活介護ならびに介護予防認知症 

対応型共同生活介護 

    (31) 介護保険法に基づく特定施設入居者 

介護ならびに介護予防特定施設入居 

者生活介護 

    (32) 介護保険法に基づく訪問看護ならび 

に介護予防訪問看護 

    (29) 介護保険法に基づく特定施設入居者 

生活介護ならびに介護予防特定施設 

入居者生活介護 

    (30) 介護保険法に基づく訪問看護ならび 

に介護予防訪問看護 

    (33) 介護保険法に基づく訪問リハビリテ 

ーションならびに介護予防訪問リハ 

ビリテーション 

 

     （削除） 
 

    (34) 介護保険法に基づく通所リハビリテ 

ーションならびに介護予防通所リハ 

ビリテーション 

 

     （削除） 
 

 (35) 介護保険法に基づく居宅療養管理指導

ならびに介護予防居宅療養管理指導 

(36) 介護保険法に基づく短期入所療養介護

ならびに介護予防短期入所療養介護 

(43) 介護保険法に基づく夜間対応型訪問介

護 

(44) 介護保険法に基づく認知症対応型通所

介護ならびに介護予防認知症対応型通

所介護 

(45) 介護保険法に基づく小規模多機能型居

宅介護ならびに介護予防小規模多機能

型居宅介護 

        （新設） 

(51) 介護保険法に基づく居宅介護住宅改修

               

（新設） 

 

 

 

    (31) 介護保険法に基づく居宅療養管理指導 

ならびに介護予防居宅療養管理指導 

          （削除） 

       
(32) 介護保険法に基づく夜間対応型訪問介 

   護 

(33) 介護保険法に基づく認知症対応型通所

介護ならびに介護予防認知症対応型通

所介護 

 (34) 介護保険法に基づく小規模多機能型居

宅介護ならびに介護予防小規模多機能

型居宅介護 

    (35) 介護保険法に基づく介護予防支援 

(36) 介護保険法に基づく居宅介護住宅改修

ならびに介護予防住宅改修 

(37) 介護保険法に基づく地域密着型特定施

設入居者生活介護ならびに地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護 
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現 行 定 款 変 更 案 

     (37) 障害者自立支援法に基づく障害者福 

祉サービス事業 

   (38) 障害者自立支援法に基づく相談支援 

     事業 

     (39) 障害者自立支援法に基づく地域生活 

支援事業 

     (40) 児童福祉法に基づく居宅介護支援業 

          務 

     (41) 児童福祉法に基づく通所介護業務 

 (38) 障害者自立支援法に基づく障害者福 

祉サービス 

   (39) 障害者自立支援法に基づく相談支援 

 

     (40) 障害者自立支援法に基づく地域生活 

支援 

         （削除） 

 

         （削除） 

(42) 児童福祉法に基づく短期入所業務 

(46) 要介護者および高齢者の搬送業務 

         （削除） 
     (41) 要介護者および高齢者の搬送事業 

     (47) 給食、配食事業      (47) 給食、配食事業 

(48) 有料老人ホームの経営  (48) 有料老人ホームの経営 

     (49) 介護、福祉、医療に関するコンサル 

タント業務 

 (44) 経営コンサルタント事業 

 

(50) 介護者および医療事務に関する教育お

よび講習会、研修会の開催 

(52) 書籍の企画、出版および販売 

(53) 一般乗用旅客自動車運送事業 

(54) 飲食店の経営 

        （新設） 

 

(55) 前各号に付帯関連する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 （条文省略） 

 (45) 教育および講習会、研修会等の開 

        催事業 

     (46) 書籍の企画、出版および販売 

     (47) 一般乗用旅客自動車運送事業 

 (48) 飲食店の経営 

    （49）ドラッグストアのフランチャイズ 

チェーン事業 

     (50) 前各号に付帯関連する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 （現行どおり） 

（公告方法） 

第４条 当社の公告方法は、日本経済新聞に 

掲載する方法とする。 

 

（公告方法） 

第４条 当社の公告方法は、電子公告とする。 

ただし、事故その他やむを得ない事 

由によって電子公告による公告がで 

きない場合は、日本経済新聞に掲載 

して行う。 
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現 行 定 款 変 更 案 

第２章 株  式 第２章 株  式 

第5条～第11条 

      （条文省略） 

 

第5条～第11条 

    （現行どおり） 

 

（基準日） 

第12条 当社は、毎年９月３０日の最終の株主

名簿に記載または記録された株主を 

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 当社は、前項にかかわらず必要がある

場合には、取締役会の決議によって、

あらかじめ公告して、一定の日の最終

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をもって、

その権利を行使することができる株 

主または登録株式質権者とすること 

ができる。 

 第13条～第48条 

      （条文省略） 

 

第７章 計 算  

（事業年度） 

第 49 条 当社の事業年度は、毎年１０月１日  

      から翌年９月３０日までとする。 
（期末配当金） 
第 50 条 当社は、株主総会の決議によって毎年 

９月３０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

に対し金銭による剰余金の配当（以下「期

末配当」という。）を行う。 
（中間配当金） 
第 51 条 当社は、取締役会の決議によって、 

毎年３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」

という。）を行うことができる。 
（配当金の除斥期間等） 
第 52 条   (条文省略) 

 
（新設） 

 

 

（削 除） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第12条～第48条 

      （現行どおり） 
 

第７章 計 算 

（事業年度） 

第48条 当社の事業年度は、毎年４月１日 

から翌年３月３１日までとする。 

（期末配当金） 
第 49 条  当社は、株主総会の決議によって毎年 

３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

に対し金銭による剰余金の配当（以下「期

末配当」という。）を行う。 
（中間配当金） 
第 50 条  当社は、取締役会の決議によって、 

毎年９月３０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」

という。）を行うことができる。 
（配当金の除斥期間等） 
第 51 条   （現行どおり） 

 
附  則 

第４８条（事業年度）の規定にかかわら 
ず、平成１９年１０月１日から始まる第 
５７期事業年度は、平成２０年３月３１ 
日までの６か月間とする。 
本附則は、第５７期事業年度経過後これ 
を削除する。 
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３．日程 
定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 12 月 21 日（金）（予定）

定款変更（目的の変更、公告方法の変更）の効力発生日 平成 19 年 12 月 21 日（金）（予定）

定款変更（株式移転計画に関わる変更）の効力発生日 平成 20 年  3 月 31 日（金）（予定）

 

 
以  上 


