
 
平成 21 年 2 月 4 日 

各      位 

会 社 名  株 式 会 社 ラ ン ド                   

代表者名  代表取締役社長 松 谷 昌 樹 

   （コード番号 8918  東証第一部） 

問合せ先  常務取締役管理部長 佐瀬 雅昭 

（ TEL． 045 － 345 － 7778 ） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 21 年２月 4 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 21 年 2 月 25 日

開催予定の当社臨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) 株券電子化に伴う変更 

平成21年１月５日の「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律

等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます｡）の施行に伴

い、次のとおり変更を行うものであります（現行定款第７条、変更案第８条、変更案第９条、変更

案第10条、附則)。 

① 決済合理化法附則第６条第１項の定めにより、当社は株券電子化の施行日において株券を発行

する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、当社現

行定款の該当条文を削除し、併せて株券に関する文言の削除および修正を行うものであります。 

② ｢株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、当社定款規定のうち、実質株

主および実質株主名簿に関する文言の削除および修正を行うものであります。 

③ 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日までこれを作成

して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるものであります。 

(2) 事業目的の追加 

事業内容の多様化に対応するため、目的事項の追加を行うものであります（変更案第２条)。 

(3) 発行可能株式総数の変更 

機動的な資本政策の遂行および将来における事業規模の拡大等に備え、発行可能株式総数を変更

するものであります（変更案第６条)。 

(4) 上記のほか、必要な規定や文言の加除、修正等所要の変更および条数の繰り上げを行うものであ

ります。 
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２．定款変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。  

 

(下線は変更部分） 

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. マンションおよび建売住宅の企画およ

び設計 

2. 不動産の売買、仲介、賃貸、管理およ

び鑑定 

3. 不動産に関するコンサルティング業務 

4. 不動産に関するマーケティング業務 

5. 建築工事および土木工事全般に関する

企画、設計、施工、監理、請負および

コンサルティング業務 

6. 建物のリフォーム請負 

7. 建物の維持管理業務 

8. 不動産特定共同事業法にもとづく事業 

9. 金融商品取引法にもとづく第二種金融

商品取引業 

10．金融商品取引法にもとづく投資助言・

代理業 

11．金融商品取引法にもとづく投資運用業

12．特定目的会社、特別目的会社(財務諸

表等の用語、様式および作成方法に関

する規則に定める会社）および不動産

投資信託に対する出資ならびに出資持

分の売買、仲介および管理 

13．金銭の貸付および金銭貸借の媒介・保

証業務 

14．有価証券・債権の保有、運用、管理お

よび売買 

15．不動産、有価証券、その他金融資産に

関する投資顧問業務 

16．家具、インテリア用品、家庭用電気製

品、冷暖房空気調整機器、厨房機器、

給排水設備機器および建築資材の販

売、その代理、仲介、製造および加工

ならびに輸出入に関する業務 

17．スポーツ施設、レジャー施設の企画、

経営、コンサルティング業務および施

設利用権の販売 

18．ホテル、飲食店、結婚式場および温浴

施設の企画、経営およびコンサルティ

ング業務 

19．情報処理サービス業 

20．広告代理業 

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. マンションおよび建売住宅の企画およ

び設計 

2. 不動産の売買、仲介、賃貸、管理およ

び鑑定 

3. 不動産に関するコンサルティング業務

4. 不動産に関するマーケティング業務 

5. 建築工事および土木工事全般に関する

企画、設計、施工、監理、請負および

コンサルティング業務 

6. 建物のリフォーム請負 

7. 建物の維持管理業務 

8. 不動産特定共同事業法にもとづく事業

9. 金融商品取引法にもとづく第二種金融

商品取引業 

10．金融商品取引法にもとづく投資助言・

代理業 

11．金融商品取引法にもとづく投資運用業

12．特定目的会社、特別目的会社(財務諸

表等の用語、様式および作成方法に関

する規則に定める会社）および不動産

投資信託に対する出資ならびに出資

持分の売買、仲介および管理 

13．金銭の貸付および金銭貸借の媒介・保

証業務 

14．有価証券・債権の保有、運用、管理お

よび売買 

15．不動産、有価証券、その他金融資産に

関する投資顧問業務 

16．家具、インテリア用品、家庭用電気製

品、冷暖房空気調整機器、厨房機器、

給排水設備機器および建築資材の販

売、その代理、仲介、製造および加工

ならびに輸出入に関する業務 

17．スポーツ施設、レジャー施設の企画、

経営、コンサルティング業務および施

設利用権の販売 

18．ホテル、飲食店、結婚式場および温浴

施設の企画、経営およびコンサルティ

ング業務 

19．情報処理サービス業 

20．広告代理業 
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現行定款 変更案 

21．生命保険の募集に関する業務ならびに

損害保険および自動車損害賠償保障法

にもとづく保険の代理業 

22．有料老人ホーム、高齢者用住宅および

介護施設等の企画および経営コンサル

ティング業務 

23. 介護保険法にもとづく介護予防および

居宅サービス事業 

24．信託業、債権管理回収業を営む会社の

株式を所有することにより、当該会社

によって、その事業活動を行うこと 

25．教育研修の企画ならびに実施 

[新   設] 

 

[新   設] 

26．上記各号に付帯または関連する一切の

業務 

 

第３条 

～    (条文省略) 

第５条 

第２章 株 式 

(発行可能株式総数) 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、516,240

株とする。 

 

(株券の発行) 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する｡

 

(自己の株式の取得) 

第８条  （条文省略） 

 

(株主名簿管理人) 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く｡ 

2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場

所は、取締役会の決議によって定め、こ

れを公告する。 

3. 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ｡)、株券喪失登録簿および新

株予約権原簿の作成ならびに備え置き、そ

の他の株主名簿、株券喪失登録簿および新

株予約権原簿に関する事務は株主名簿管

理人に委託し､当会社においては取扱わな

い｡ 

 

(株式取扱規則) 

第10条 当会社が発行する株券の種類ならびに

株主名簿、株券喪失登録簿および新株予

約権原簿への記載または記録、その他株

式または新株予約権に関する取扱いおよ

び手数料ならびに株主および新株予約権

21．生命保険の募集に関する業務ならびに

損害保険および自動車損害賠償保障

法にもとづく保険の代理業 

22．有料老人ホーム、高齢者用住宅および

介護施設等の企画および経営コンサ

ルティング業務 

23. 介護保険法にもとづく介護予防および

居宅サービス事業 

24．信託業、債権管理回収業を営む会社の

株式を所有することにより、当該会社

によって、その事業活動を行うこと 

25．教育研修の企画ならびに実施 

26. 不動産の賃貸借における賃料債務の保

証業務 

27. 出版業 

28．上記各号に付帯または関連する一切の

業務 

 

第３条 

～    (現行どおり) 

第５条 

第２章 株 式 

(発行可能株式総数) 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

1,532,608株とする。 

 

[削   除] 

 

 

(自己の株式の取得) 

第７条  （現行どおり） 

 

(株主名簿管理人) 

第８条  （現行どおり） 

2.   （現行どおり） 

 

 

[削   除] 

 

 

 

 

 

 

 

(株式取扱規則) 

第９条 当会社の株主名簿および新株予約権原

簿への記載または記録、その他株式また

は新株予約権に関する取扱いおよび手数

料ならびに株主および新株予約権者の権

利の行使に関する手続きは、法令または
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現行定款 変更案 

者の権利の行使に関する手続きは、法令

または定款に定めるもののほか、取締役

会の定める株式取扱規則による。 

 

(基準日) 

第11条 当会社は、毎年２月末日の 終の株主名

簿に記載または記録された議決権を有す

る株主（実質株主を含む。以下同じ｡）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. 前項にかかわらず、必要がある場合は、

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 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12条 

～     (条文省略) 

第39条 

 

[新   設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款に定めるもののほか、取締役会の定

める株式取扱規則による。 

 

 

(基準日) 

第10条 当会社は、毎年２月末日の 終の株主名

簿に記載または記録された議決権を有す

る株主をもって、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.   （現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

第11条 

～     (現行どおり) 

第38条 

 

附則 

第１条 当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管

理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録

簿への記載または記録に関する事務は株主名

簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わ

ない｡ 

第２条 当会社の株券喪失登録簿への記載また

は記録は、法令または定款に定めるもののほ

か、取締役会において定める株式取扱規則によ

る｡ 

第３条 本附則第１条乃至本条は、平成22年１月

６日をもってこれを削除する｡ 

 

以  上 
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