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臨時株主総会開催および定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 

 
当社は、平成 20 年 9 月 11 日付け当社プレスリリース「認定放送持株会社による当社グループ再

編の方針および臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成 20 年 9

月 30 日を基準日として臨時株主総会を開催することをお知らせしましたが、本日開催の取締役会に

おいて、臨時株主総会開催の日程および付議議案について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．臨時株主総会の日程および付議議案について  

（１）臨時株主総会の開催予定日 

平成 20 年 12 月 16 日（火） 午前 10 時 

（２）開催場所 

東京都千代田区紀尾井町 1番 2号 

「グランドプリンスホテル赤坂 五色の間」 

（３）付議議案 

第 1号議案 吸収分割契約承認の件 

第 2号議案 定款一部変更の件 

 

２．定款変更の目的 

臨時株主総会において第 1号議案「吸収分割契約承認の件」をご承認いただき、効力発生日

（平成 21 年 4月 1日（予定））に吸収分割の効力が発生し、総務省から所要の認定を受けます

と、当社は放送法第 52 条の 31 に規定する認定放送持株会社となり、現在の当社におけるテレ

ビ放送事業および映像・文化事業はすべて株式会社 TBS テレビに承継されることとなります。

以上の認定放送持株会社への移行に伴い、当社の商号および目的を変更するとともに、所要の

整備を行うものであります。 
併せまして、平成 20 年 7 月 29 日付けおよび同 31 日付けプレスリリースにおいて発表いた

しました株式会社スタイリングライフ・ホールディングスの経営権取得による事業等の拡大に

伴い、当社の目的に関する表現の変更および構成の整理を行うものであります。 

なお、定款変更のうち、認定放送持株会社への移行に伴う変更である第 1条と第 2条第 1項

の柱書および第 2項の規定の効力の発生は、第 1号議案「吸収分割契約承認の件」に係る吸収

分割の効力が、効力発生日において発生し、総務省から認定放送持株会社に関する認定の付与
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を受けることを条件といたします。 

これに対し、定款第 2条第 1項各号に関する変更は、上記の、株式会社スタイリングライフ・

ホールディングスの経営権取得による事業等の拡大に伴い、当社の目的に関する表現の変更お

よび構成の整理を行うものであり、また、定款第 9条に関する定款変更は、外国人等の株主名

簿への記載又は記録の制限の規定につき、所要の整備を行うものでありますため、第 1号議案

「吸収分割契約承認の件」についての臨時株主総会におけるご承認の有無にかかわらず、第 2

号議案「定款一部変更の件」についてのご承認により、直ちに定款変更の効力が生じることと

なります。 
 

３．定款変更の内容 

変更の内容は次のとおりです。下線は変更箇所を示します。 

 

 

現 行 変 更 案 

（商号） （商号） 

第1条 当会社は、株式会社東京放送と称し、

英文ではTOKYO BROADCASTING 
SYSTEM, INCORPORATEDと表示す

る。 
2 当会社は、TBSと略称する。 

 

第1条 当会社は、株式会社東京放送ホール

ディングスと称し、英文では 
TOKYO BROADCASTING SYSTEM 
HOLDINGS, INC.と表示する。 

2 当会社は、TBSホールディングスと

略称する。 
 

（目的） （目的） 
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 
第2条 当会社は、次の事業を営む会社（外

国会社を含む）、組合(外国における

組合に相当するものを含む)その他

これらに準ずる事業体の株式又は持

分を所有することにより、当該会社

等の事業活動を支配及び管理すると

共に、これら会社等の事業活動の支

援等を行うことを目的とする。 
1. 放送法による一般放送事業、及び

その他放送事業 
1. （現行どおり） 

2. 放送番組の企画、製作及び販売 2. （現行どおり） 
3. 劇場用映画の企画、製作、販売及

び興行 
3. （現行どおり） 

4. 音楽、美術、演劇、芸能、科学、

スポーツ等各種催物の企画、製作、

販売及び興行 

4. （現行どおり） 

5. 映像、音声、文字等による各種ソ

フトの企画、製作、複製及び販売並

びにこれらソフトの放送・通信等情

報サービスの提供 

5. 映像、音声、文字等による各種ソ

フトの企画、製作、製造、複製、販

売、賃貸及び輸出入並びにこれらソ

フトの放送・通信等情報サービスの

提供、上映及び配給並びにこれらの

仲介及び媒介 

6. 放送・通信を利用した商品販売の

企画並びにこれに関連した商品の販

売及びその斡旋 

6. 放送・通信を利用した商品販売（電

子商取引を含む）の企画並びにこれ

に関連した商品の販売及びその斡旋 
7. 第２号乃至前号に掲げる事業の請

負、受託及びコンサルタント業務 
7. （現行どおり） 

8. 出版物の企画、発行及び販売 8. （現行どおり） 

 - 2 - 



 
9. 著作権及び商品化権の管理業務 9. 著作権、商品化権等の無体財産権

の管理及び使用許諾業務 
  

10. 放送に関わる著作物及び標章等

を複製使用した日用品雑貨、スポー

ツ用品、衣料品、家庭電気製品、時

計、玩具、録音・録画テープ、ディ

スク及び飲食物の販売 

10. 放送・通信に関わる著作物及び標

章等を複製使用した日用品雑貨、ス

ポーツ用品、衣料品、家庭電気製品、

時計、玩具、録音・録画テープ、デ

ィスク及び飲食物等の販売 
11. 電気通信事業 11. （現行どおり） 
12. 放送機器及び情報通信機器の設

計、製造、販売並びにこれらに関連

する技術指導 

12. （現行どおり） 

13. コンピュータに関するソフトウ

ェアの開発及び販売 
13. （現行どおり） 

14. コンピュータによる情報処理並

びに情報提供に関する業務 
14. （現行どおり） 

15. スポーツ施設、音楽・映画等の興

行場、展示会場及び駐車場の経営 
15. スポーツ施設、音楽、映画、演劇

等の興行場、展示会場及び駐車場の

経営 
16. 放送・通信機器等各種動産のリー

ス業 
16. （現行どおり） 

17. 不動産の賃貸及び管理業務 17. （現行どおり） 
 

18. 労働者派遣事業 18. （現行どおり） 
19. 放送用スタジオの賃貸及び保守

管理 
19. （現行どおり） 

20. 放送施設、店舗、室内外装飾等の

調査、設計、施工、保守及び管理に

関する業務 

20. （現行どおり） 

21. 金融業 21. （現行どおり） 
22. 損害保険代理業及び生命保険の

募集に関わる業務 
22. （現行どおり） 

23. 倉庫業 23. （現行どおり） 
24. 貨物自動車運送業 24. （現行どおり） 
25. 貨物運送取扱業 25. （現行どおり） 
26. 自動車の保守、管理、運転代行及

び運行手配の請負業 
26. （現行どおり） 
 
 

27. レストランの経営 27. 飲食店等の経営 
28. 酒類及び煙草の販売 
 

 
 

28. 衣料品、雑貨、印刷物、事務用品、

楽器、貴金属製品、装身具、美術

品を含む美術工芸品、家具、寝具、

家庭用インテリア用品、ガラス製

品、陶磁器製品、時計、光学機器、

家庭用電気製品、情報伝達機器、

乗用車、音響機器、映像機器、化

粧品、化粧用具、医薬品、医薬部

外品、医療用具、サプリメント、

清涼飲料水、酒類、煙草、食料品、

菓子類、理美容機器及び理化学機

器の輸出入及び製造、販売、レン

タル並びにリース 
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（新設） 

 
29. キャラクター商品（個性的な名称

や特徴を有している人物・動物等

の画像を付したもの）の企画、開

発並びに商品化権の取得、利用の

開発、使用許諾、管理及び譲渡並

びにこれらの仲介 

   （新設） 30. スパ等のリラクゼーション施設

の運営 

   （新設） 31. フィットネスセンター等の運動

施設の運営 

   （新設） 32. ビューティーサロン（ヘアサロン

を含む）及びエステティックサロ

ンの経営 

   （新設） 33. 医療施設の経営 

   （新設） 34. 託児・保育施設の経営 

（新設） 35. 古物売買業 

（新設） 36. 放送・通信関連及び語学・美容等

に関する教育事業の経営 

29. 前各号に付帯関連する一切の業務 37. (現行どおり) 

    （新設）   2 当会社は、前項各号の事業又はそれら

に付帯関連する一切の事業を営むことが

できる。 

第3条～第8条 （省略） 第3条～第8条 （現行どおり） 

（外国人等の株主名簿への記載又は記録の

制限） 

（外国人等の株主名簿への記載又は記録の

制限） 

第9条 当会社は、次の各号に掲げる者（以

下、「外国人等」という）のうち第１

号から第3号までに掲げる者により直

接に占められる議決権の割合とこれら

の者により第4号に掲げる者を通じて

間接に占められる議決権の割合として

総務省令で定める割合とを合計した割

合が当会社の議決権の5分の1以上を占

めることとなるときは、放送法第52条
の8第1項及び第2項の規定に従い、外国

人等の取得した株式について、株主名

簿（実質株主名簿を含む。以下同じ）

に記載又は記録することを拒むことが

できる。 

 1. 日本の国籍を有しない人 
 2. 外国政府又はその代表者 
 3. 外国の法人又は団体 
 4. 前3号に掲げる者により間接に占

められる議決権の割合が総務省

令で定める割合以上である法人

又は団体            

 

第9条 当会社は、次の各号に掲げる者（以

下、「外国人等」という）のうち第１

号から第3号までに掲げる者により直

接に占められる議決権の割合とこれら

の者により第4号に掲げる者を通じて

間接に占められる議決権の割合として

総務省令で定める割合とを合計した割

合が当会社の議決権の5分の1以上を占

めることとなるときは、放送法の規定

に従い、外国人等の取得した株式につ

いて、株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ）に記載又は記録することを

拒むことができる。 

 1. 日本の国籍を有しない人 
 2. 外国政府又はその代表者 
 3. 外国の法人又は団体 
 4. 前3号に掲げる者により間接に占

められる議決権の割合が総務省

令で定める割合以上である法人

又は団体 
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第10条～第42条 （省略） 

 

                以上 

 

第10条～第42条 （現行どおり） 

 

                以上 

 

４．日程 

定款変更のための臨時株主総会開催日 平成 20 年 12 月 16 日（火）（予定） 

定款変更の効力発生日 平成 20 年 12 月 16 日（火）（予定） 

 ただし、第 1条と第 2条第 1項の柱書および第

2 項の変更は、第 1 号議案「吸収分割契約承認

の件」で提案する吸収分割の効力が、効力発生

日（平成 21 年 4月 1日（予定））において発生

し、総務省から認定放送持株会社に関する認定

の付与を受けることを条件といたします。 

 

 なお、第 1 号議案「吸収分割契約承認の件」に係る吸収分割の内容につきましては、本日別途

公表しております当社プレスリリース「認定放送持株会社化に伴う会社分割および商号変更につ

いて」をご覧下さい。 

 

以上 

 


