
                                     

平成 19 年 11 月 15 日 

 

各      位 

東京都千代田区九段南二丁目３番 21 号  

株 式 会 社 デ ィ ア ・ ラ イ フ 

代 表 取 締 役 社 長  阿 部 幸 広 

（コード番号：3245 東証マザーズ） 

問合せ先：取締役管理ユニット長 岡本昭三 

電話番号：03－5210－3721 

 

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 26 日開催予定の第３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．変更の理由 

(1) 当社の業容拡大と今後の機動的な事業展開に備え、事業目的に関する規定について 

一部追加（第２条）を行うものであります。 

(2) 当社株式が平成19年８月２日をもって東京証券取引所マザーズ市場へ上場された 

ことに伴い、証券保管振替機構の株券保管振替制度において取り扱われておりますの 

で、所要の変更（第７条、第14条）を行うものであります。 

(3) 上場に伴い、当社の管理体制の適正性及び信頼性を確保するための会社機関の設置 

に関し、所要の変更を行うものであります。 

① 監査体制の一層の強化・充実を図るため、監査役会を新たに設置すべく、所要の変

更（第４条）を行うとともに、第５章「監査役」に 「監査役会」を加え、これに

伴い条文を変更並びに新設（第28条、第31条、第32条、第33条、第34条、第35条）

するものであります。 

② 当社計算書類の適正性及び信頼性の確保、並びに会計監査の継続性及び内部統制に

おける信頼性を確保するため、会計監査人を新たに設置すべく、所要の変更（第４

条）を行うとともに、第６章「会計監査人」を新設（第37条、第38条）するもの

であります。 

(4) その他、条文の新設・変更に伴い、必要な条数の繰下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す。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 19年 12月 26日（水曜日） 

定款変更の効力発生日       平成 19年 12月 26日（水曜日） 

                                     

 

 以上 



（別紙） 

 

                            (下線部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 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

    (1)～(7)    (記載省略) 

  (8) 有価証券・債権の保有、売買及び仲介並びに

管理 

    (9)～(15)    (記載省略) 
                      （新  設） 

 

(16)前各号に付帯または関連する一切の業務 

第１章 総  則 

（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)～(7) 「現行のとおり」 

(8) 有価証券・債権の保有、売買、運用、投資及 

  び仲介並びに管理 

(9)～(15) 「現行のとおり」 

(16)金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引

業     

(17)「現行のとおり」 

 

 

(機関) 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の

機関を置く。 

  (1) 取締役会 

  (2) 監査役 

（新  設） 

（新  設） 

 

 

(機関) 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の

機関を置く。 

  (1) 取締役会 

  (2) 監査役 

  (3) 監査役会 

  (4) 会計監査人 

 

 

第２章 株  式 

(株主名簿管理人) 

第７条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取

締役会の決議によって定める。 

３．当会社の株主名簿、新株予約権原簿及び株券

喪失登録簿の作成並びにこれらの備置きそ

の他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪

失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管

理人に委託し、当会社においてはこれを取扱

わない。 

 

第２章 株  式 

(株主名簿管理人) 

第７条 ｢現行のとおり」 

２．｢現行のとおり」 

 

３．当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以

下同じ｡)、新株予約権原簿及び株券喪失登録

簿の作成並びにこれらの備置きその他の株

主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿

に関する事務は、これを株主名簿管理人に委

託し、当会社においてはこれを取扱わない。 

 

(決議の方法) 

第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の

定めある場合を除き、出席した議決権を行使

することができる株主の議決権の過半数を

もって行う。 

２．会社法第309条第２項に定める決議は、議決

権を行使することができる株主の、議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上をもって行う。 

 

(決議の方法) 

第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の

定めある場合を除き、出席した議決権を行使

することができる株主 (実質株主を含む。以

下同じ｡) の議決権の過半数をもって行う。 

２．｢現行のとおり」 

第５章 監 査 役 

(員数) 

第28条 当会社の監査役は、３名以内とする。 

第５章 監査役および監査役会 

(員数) 

第28条 当会社の監査役は、４名以内とする。 

 

（新  設） (常勤監査役) 

第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役

を選定する。 

 



 

（新  設） (監査役会の招集通知) 
第32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｡ 

２.  監査役全員の同意があるときは、招集の手
続を経ないで監査役会を開催することがで
きる｡ 

 
（新  設） (監査役会の決議方法) 

第33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｡ 

 

（新  設） (監査役会の議事録) 
第34条 監査役会における議事の経過の要領及びそ

の結果並びにその他法令に定める事項につ
いては、これを議事録に記載又は記録し、出
席した監査役がこれに記名押印又は電子署
名する｡ 

 
（新  設） (監査役会規程) 

第35条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款の
ほか、監査役会において定める監査役会規程
による｡ 

 

(報酬等) 
第31条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価

として当会社から受ける財産上の利益は、株 
主総会の決議によって定める。 

 

(報酬等) 
第36条 ｢現行のとおり」 
 

（新  設） 
（新  設） 

第６章 会計監査人 
(選任方法) 
第37条 会計監査人は、株主総会において選任する｡ 
 

（新  設） (任期) 
第38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
時株主総会の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
て別段の決議がな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す
る｡ 

 
第６章 計  算 

(事業年度) 
第32条 当会社の事業年度は、毎年10月１日から翌年 

９月30日までの１年とする。 
 

第７章 計  算 
(事業年度) 
第39条 ｢現行のとおり」 

(剰余金の配当等の基準日) 
第33条 当会社の期末配当の基準日は、毎年９月30 

日とする。 
 

(剰余金の配当等の基準日) 
第40条 ｢現行のとおり」 

(中間配当) 
第34条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年３

月31日を基準日として中間配当をすること 
ができる。 

 

(中間配当) 
第41条 ｢現行のとおり」 

(配当金の除斥期間) 
第35条 配当財産が金銭である場合は、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、当会社はその支払の義務を免れる。 

 

(配当金の除斥期間) 
第42条 ｢現行のとおり」 

 

                                        以上   


