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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 20年 12 月９日開催の取締役会で平成 20 年 12月 25 日開催予定の当社第９

期定時株主総会に「定款の一部変更の件」について付議することを決議しましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１．変更の理由 

(1) 当社の事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化 

に対応するために現行定款第２条につきまして事業目的を追加、修正及び削除す 

るものであります。（変更案第２条） 

(2) 平成 21 年１月５日に予定されている株券電子化により、端株は電子化の対象外 

となることから、端株制度を廃止するものであります。（変更案第 10 条、11 条） 
２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

                       (下線部分は変更部分であります) 

現行定款 変更案 

（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．フランチャイズシステムによる複合カ

フェ（コミック・雑誌の備え置き、イ

ンターネット設備、ビリヤード・ダー

ツ等のゲーム設備など多目的設備を備

えた喫茶・レストラン）の経営 

２．フランチャイズ出店に関する市場調査、

経営計画、店舗設計並びに運営上の指

導・サポート及び教育研修業務 

（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．フランチャイズシステムによる複合カ

フェ（コミック・雑誌の備え置き、イ

ンターネット設備、ビリヤード・ダー

ツ等のゲーム設備など多目的設備を備

えた喫茶・レストラン）の経営 

 ２．フランチャイズ出店に関する市場調査、

経営計画、店舗設計並びに運営上の指

導・サポート及び教育研修業務 



現行定款 変更案 

３．土木工事、建築工事、設備工事、内外

装工事に関する事業並びにそれら工事

の企画、設計、監理、施工に関する事

業 

４．不動産の売買及び賃貸の仲介並びに管

理、鑑定 

５．情報処理サービス業並びに情報提供サ

ービス業 

６．日用雑貨品、衣料品、家具、店舗用什

器の販売、レンタル及び輸出入業務 

７．店舗運営・管理用のシステム、防火・

防災・セキュリティに関するシステム

及びそれら設備用機器の販売、レンタ

ル及び輸出入業務 

８．不動産の売買・交換・賃借及びその仲

介並びに管理業務 

９．岩盤浴、炭盤浴等温浴に関するサービ

ス業務 

10．前各号に関するコンサルティング業務 

11．経営コンサルティング業務 

12．旅行業代理店業務 

13．飲料及び食料品等の開発、製造、販売 

14．酒類および煙草の販売 

15．食品の仕入れ、販売、卸売および輸出

入業 

16．生花および青果物の卸販売 

17．絵画の販売および輸出入 

18．生花、食品、衣料、日用品雑貨等の通

信販売 

19．不動産の売買、賃貸借、管理および仲

介業務 

20．飲食店内の消毒、害虫駆除等の環境衛

生管理業務 

21．食品、厨房器具、調理器具、空調設備

等の販売およびメンテナンス業 

22．農産物の生産 

 

３．土木工事、建築工事、設備工事、内外

装工事に関する事業並びにそれら工事

の企画、設計、監理、施工に関する事

業 

（削除） 

 

 ４．情報処理サービス業並びに情報提供サ

ービス業 

 ５．日用雑貨品、衣料品、家具、店舗用什

器の販売、レンタル及び輸出入業務 

 ６．店舗運営・管理用のシステム、防火・

防災・セキュリティに関するシステム

及びそれら設備用機器の販売、レンタ

ル及び輸出入業務 

 （削除） 

  

 ７．岩盤浴、炭盤浴等温浴に関するサービ

ス業務 

 ８．前各号に関するコンサルティング業務 

９．経営コンサルティング業務 

10．旅行業代理店業務 

11．飲料及び食料品等の開発、製造、販売 

12．酒類および煙草の販売 

13．食品の仕入れ、販売、卸売および輸出

入業 

14．生花および青果物の卸販売 

15．絵画の販売および輸出入 

16．生花、食品、衣料、日用品雑貨等の通

信販売 

17．不動産の売買、賃貸借、管理および仲

介業務 

18．飲食店内の消毒、害虫駆除等の環境衛

生管理業務 

19．食品、厨房器具、調理器具、空調設備

等の販売およびメンテナンス業 

  20．農産物の生産 



 

現行定款 変更案 
 23．農作業の代行、請負、委託 

 24．農産物の生産に関する調査、研究、開

発、技術指導 

 25．飲食店に関する物品の販売、輸出入お

よびリース 

 26．室内装飾品、食品模型の企画、制作、

輸出入および販売 

 27．ユニフォームの企画、製造、販売 

28．洗剤、清掃用具の販売 

29．化粧品、健康器具、日用品雑貨および

服飾雑貨等の販売 

30．宣伝広告事業 

31．生命保険の募集に関する業務および損

害保険代理業務 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 （新設） 

  

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 21．農作業の代行、請負、委託 

 22．農産物の生産に関する調査、研究、開

発、技術指導 

 23．飲食店に関する物品の販売、輸出入お

よびリース 

 24．室内装飾品、食品模型の企画、制作、

輸出入および販売 

 25．ユニフォームの企画、製造、販売 

26．洗剤、清掃用具の販売 

27．化粧品、健康器具、日用品雑貨および

服飾雑貨等の販売 

28．宣伝広告事業 

29．生命保険の募集に関する業務および損

害保険代理業務 

  30．風俗営業等の規則及び業務の適正化等

に関する法律に基づく事業（麻雀およ

びゲーム機設置の営業） 

  31．インターネットを介して行われるコン

ピュータゲーム卸事業 

  32．コンピュータソフトウェアの企画、設

計及び販売 

  33．ビデオ・オン・デマンド（ユーザーが

要求した時点でコンテンツを配信する

通信）システムその他のコンピュータ

及び周辺機器の企画、開発、販売及び

買受 

  34．前各号に付帯する一切の業務 

 
 
 
 
 
 
 



現行定款 変更案 
（株主名簿管理人） 
第 10 条 当会社は、株式及び端株につき株

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、端株原簿、

株券登録喪失簿及び新株予約権原

簿は、株主名簿管理人の事務取扱

場所に備え置き、株式の名義書換、

端株原簿の記載又は記録、端株の

買取り、その他株式及び端株に関

する事務は、これを株主名簿管理

人に委託し、当会社においては取

扱わない。 
（株式取扱規程） 
第 11 条 当会社の株券の種類並びに株式の

名義書換、端株原簿の記載又は記

録、端株の買取り、その他株式及

び端株に関する取扱及び手数料

は、法令又は本定款のほか、取締

役会において定める株式取扱規程

による。 
 
 

（株主名簿管理人） 
第 10 条 当会社は、株式につき株主名簿管

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、株券登録喪

失簿及び新株予約権原簿は、株主

名簿管理人の事務取扱場所に備

え置き、株主名簿記載事項変更、

その他株式に関する事務は、これ

を株主名簿管理人に委託し、当会

社においては取扱わない。 
 
 
（株式取扱規程） 
第 11 条 当会社の株券の種類並びに株式の

名義書換、その他株式に関する取

扱及び手数料は、法令又は本定款

のほか、取締役会において定める

株式取扱規程による。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



現行定款 変更案 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附則 
第１条 第 10 条および第 11 条の規定変更 

は、平成 20 年 12 月 25 日に開催す 
る株主総会において決議され平成 
21 年１月５日をもって効力を生ず 
るものとする。 
なお、本条は第 10 条および第 11 
条規定変更の効力発生と同時に自 
動的に削除されるものとする。 

第２条 当会社は、平成 21 年１月５日をも

って１株に満たない端株について

は、これを端株として端株原簿に記

載又は記録しないこととする。 
なお、本状は当会社の端株が存在し

なくなったときをもって削除され

るものとする。 
 

 
３．日程 

定款変更のための株主総会開催日 ： 平成 20 年 12 月 25 日 
定款変更の効力発生日      ： 平成 21 年 １月 ５日 

以 上 


