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各      位 

会 社 名：株式会社日本エル・シー・エー         

（コード：4798 東証第二部）        

代表者名：代表取締役会長兼社長    栁瀨健一 

問合せ先：常務執行役員経営管理本部長 田中英男 

（ＴＥＬ：03-5827-7400） 

  

定款一部変更及び臨時株主総会付議事項決定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21年１月 14 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」にて、平成

21年１月 31日を基準日として臨時株主総会を開催する旨お知らせいたしましたが、本日開催の取

締役会において、「定款の一部変更」および「新設分割計画及び吸収分割契約の承認」を求める議

案を平成 21年３月 18日開催予定の当社臨時株主総会に提案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．定款の一部変更の件 

① 変更の理由 

(１) 当社は臨時株主総会において後記「新設分割計画および吸収分割契約の承認」議

案を原案どおりご承認いただくことを条件に、平成 21 年５月 21 日付で持株会社

に移行いたします。これに伴い、商号を変更し、グループの経営管理監督機能の

役割を担うため事業目的に所要の変更を行うものであります。 

(２) 持分会社への移行に伴い、本店所在地を移転し、業務の効率化及び生産性の向上

を図るため、現行定款第３条を変更するものであります。なお、本条は平成 21 年

５月 20 日までに開催される取締役会において効力発生日を定めるものとします。 

(３) 将来の機動的な資本政策を可能とするため、現行定款第６条を変更するものであ

ります。 

(４)「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。）

が平成 21 年１月５日付で施行されたことに伴い、現行定款第７条を削除し、併せ

て株券に関する文言の削除及び修正を行うものであります。 

(５) 決済合理化法の施行に伴い、「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止された

ことにより、実質株主および実質株主名簿に関する文言の削除並びに修正を行う

ものであります。 

(６) 当社の株主総会招集地を本店所在地に限定されないこととするため、現行定款第

13 条を削除するものであります。 

(７）現行定款第 15 条と第 21 条が重複した内容でありましたため、第 21 条を削除する

ものであります。 

(８) 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。 

(９) 条文の削除に伴う条数の繰り上げおよび文言の加除、修正等所要の変更を行うも

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あります。 

 

２．新設分割計画および吸収分割契約承認の件 

   本件に関する詳細は、本日付「会社分割による持株会社制への移行に関するお知らせ」に記

載のとおりであります。 

 

３．臨時株主総会までの日程（予定） 

平成 21年３月 ３日 臨時株主総会招集通知発送 

平成 21年３月 18日 臨時株主総会開催日 

以  上 



別紙 

（下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

第１章 総   則 
 
（商号） 
第１条 当会社は、株式会社日本エル・シー･

エーと称し、英文では、Link Consulting 
Associates-Japan Corporationと表示する。 
 
（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．工場設備機械化、設計、製作、製作指

導業務 
 ２．工場設備レイアウト、生産管理業務 
 ３．一般経営相談業務 
 ４．設計受託業務 
 ５．開発新製品試作製造業務 
 ６．省力化機器の設計、製造ならびに販売 
 ７．機械、電気、化学の技術を応用した製

品の研究開発、製造ならびに販売 
 ８．ソフトウェアの企画、開発、販売業務 
 ９．損害保険代理業にかかわる業務 
  10．生命保険募集業務 
  11．不動産売買業務及び不動産賃貸業務 
  12．不動産投資相談業務 
  13．財産管理及び財産運用相談業務 
  14．「専門的・技術的職業」「管理的職業」

「事務的職業」「販売の職業」の有料

職業紹介事業 
  15．労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の就業条件の整備に関す

る法律に基づく労働者派遣事業 
16．市外電話サービス代理業にかかわる業 

務 
  17．携帯電話の販売並びにリースに関する

代理業務 
  18．飲食店の経営 
  19．フランチャイズ形態による加盟店の募

集及び開店準備、販売計画の立案及び

実施、販売促進活動に関する店員教育、

指導及び監督ならびにそれらに関する

コンサルティング業務 
  20．フランチャイズチェーンシステムの研

究開発、新店舗展開に関する立案と市

場調査 
 21．コンピューターシステムの設計、開発、

保守及びコンサルティング業務 
 22．インターネットシステムに関するコン

サルタント業務 

第１章 総   則 
 
（商号） 
第１条 当会社は、ARuCo Union株式会社と

称し、英文では、ARuCo Union Inc.と表示す

る。 
 
（目的） 
第２条 当会社は、次の業務を営むこと、

及び、次の業務を営む国内外の会社の株式

または持分を所有することにより、当該会

社の事業活動を支配・管理することを目的

とする。 
(1)経営または事業に関するコンサルティ

ング業務 
(2)市場調査ならびに各種マーケティング

リサーチの請負 
(3)企業経営全般に関する教育・研修プロ

グラムの実施、提供業務 
(4)企業の買収、合併、会社分割、株式交

換・移転、事業譲渡、資本提携、業務

提携等の企画立案、斡旋及びその仲介

業務並びにそれらに関するコンサルテ

ィング業務 
(5)前号の業務の対象とした企業に対する

財務、将来性等の企業評価の受託 
(6)農林水産業に関する技術指導及びコン

サルティング業務 
(7)インターネット等のネットワークを利

用した通信販売業務及び受注受付代行

業務、情報提供・販売促進サービス 
(8)ソフトウェアの企画、開発、販売業務 
(9)コンピューターシステムの設計、開発、

保守及びコンサルティング業務 
(10)インターネットを利用する情報シス

テム及び通信ネットワークの企画、設

計、運用業務の受託及びこれらに関す

るコンサルティング業務 
(11)インターネットを使った学習指導業

務の企画、運営 
(12)財産管理及び運用相談業務、有価証券

の保有、運用及びこれらの代行業務 
(13)金銭の貸付及び金銭貸借の媒介 、投

資運用業、金融商品取引業に関する業

務 
(14)投資信託及び投資法人に関する法律

に基づく投資法人資産運用業及び投資 
(15) 有価証券の売買、市場デリバティブ



 23．インターネットを利用する情報システ

ム及び通信ネットワークの企画、設計、

運用に関する受託 
 24．医療、介護、保健衛生に対するコンサ

ルタント業務 
 25．就職斡旋業務ならびに就職情報の収集、

提供に関する業務 
 26．アイ・エス・オー規格（品質保証にお

ける国際規格）取得に関わるコンサルテ

ィング業務 
 27．テレマーケティング業務全般 
 28．特許権、商標権、実用新案権、意匠権

の取得、保有、運用業務 
 29．特許権、商標権、実用新案権、意匠権

の管理業務受託 
 30．住宅、事務所、店舗等の設計、施工及

び監理に関するコンサルタント業務 
 31．ファイナンシャルプランニング業務 
  32．インターネットを使った学習指導業務

の企画、運営 
 33．企業経営全般に関する教育・研修プロ

グラムの実施、提供業務 
 34．個人情報の保護シール（コード）取得

申請の審査代行業務 
 35. 訪問介護員養成研修事業 
 36. 旅行業法による旅行業および旅行業者

代理業 
 37. 出版業、広告代理店業 
 38．自動車の売買  

39．自動車の販売に伴う金銭の貸付および

金銭貸借の媒介  
40．自動車部品の販売業  
41．自動車の板金・塗装・軽補修業  
42．自動車解体業 
43．自動車用洗車場の企画・設計・施工 
44．自動車用洗車場の管理・運営 
45．金銭の貸付 
46．企業の買収、合併、会社分割、株式交

換・移転、事業譲渡、資本提携、業務提

携等の企画立案、斡旋及びその仲介業務

並びにそれらに関するコンサルティン

グ業務 
47．前各号に付帯する一切の業務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

取引又は外国市場デリバティブ取引、

及びこれらの媒介、取次ぎ又は代理 
(16) 取引所金融商品市場・外国金融商品

市場における有価証券の売買、市場デ

リバティブ取引または外国市場デリバ

ティブ取引の委託の媒介、取次ぎ若し

くは代理 
(17) 店頭デリバティブ取引、又は、店頭

デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若し

くは代理 
(18) 有価証券等清算取次ぎ 
(19) 有価証券の引受け、募集又は私募・

売出し又は私募の取扱い 
(20)就職斡旋業務ならびに就職情報の収

集、提供に関する業務 
(21)「専門的・技術的職業」「管理的職業」

「事務的職業」「販売の職業」の有料

職業紹介事業 
(22)労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の就業条件の整備に関

する法律に基づく労働者派遣事業 
(23)自動車の売買・整備業 
(24)自動車部品・用品類の販売業  
(25)自動車の板金・塗装・軽補修、及び解

体業 
(26)自動車用洗車場の企画・設計・施工、

管理・運営業務 
(27)フランチャイズ形態による加盟店の

募集及び開店準備、販売計画の立案及

び実施、販売促進活動に関する店員教

育、指導及び監督ならびにそれらに関

するコンサルティング業務 
(28)フランチャイズチェーンシステムの

研究開発、新店舗展開に関する立案 
(29)古物の売買及び取次業務 
(30)携帯電話の販売並びにリースに関す

る代理業務 
(31)インターネット等の接続、ホームペー

ジの企画、立案、製作及び管理業務 
(32)電気通信機器の販売、リース、輸出入、

製造、加工、取付工事及びメンテナン

ス業 
(33)電気通信設備工事業 
(34)電気通信事業法に定める電気通信事

業 
(35)電気通信サービス、放送サービスの加

入手続きに関する代理店業務 
(36)オフィス・オートメーション機器、及

びその付属機器、付属材料、事務用機

器、事務用物品の販売、リース、取付

工事及びメンテナンス業 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（本店の所在地） 
第３条 当会社は、本店を東京都台東区に置

く。 
 
第４条～第５条 (条文省略) 
 
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、

(37)クレジットカードの申込代理店業、取

扱業務、情報記録磁気プリントカー

ド・商品券等の販売 
(38)物品の仕分け梱包及び発送ならびに

配送業務の請負業 
(39)電話による事務連絡の取次サービス

業 
(40)不動産の所有、売買、賃貸、仲介・斡

旋、維持管理業務の受託、調査・評価・

査定及びコンサルタント業務 
(41)宅地、商業用地、工業用地等の開発、

造成及び販売 
(42)建築工事、土木工事、造園工事、内装

仕上工事の請負、設計、監理及び施工 
(43)中高層共同住宅及びビルディング等

の総合管理業 
(44)レジャー施設・リクリエーション施

設・医療介護施設及び健康増進施設の

所有、賃貸及び経営業務 
(45)宅地建物取引業 
(46)財務経理・労務・総務その他経営管理

に関する業務の受託 
(47)テレマーケティング業務全般 
(48)特許権、商標権、実用新案権、意匠権

の取得、保有、運用、管理業務受託 
(49)個人情報の保護シール（コード）取得

申請の審査代行業務 
(50)生命保険・損害保険等の募集、代理業

にかかわる業務 
(51)旅行業法による旅行業及び旅行業者

代理業 
(52)印刷・出版業、広告代理店業 
(53)飲食店の経営 
(54)前各号に関連する調査、企画、研究、

開発、教育、研修及びその受託業務 
(55)前各号に付帯する一切の業務 

２．グループ会社に対する経営コンサルテ

ィング業 
３．前各号に付帯または関連する一切の事  

業 
 
（本店の所在地） 
第３条 当会社は、本店を東京都千代田区

に置く。 
 
第４条～第５条 (現行どおり) 
 
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、



15,000万株とする。 
 
（株券の発行） 
第７条 当会社は、株式に係る株券を発行す

る。 
 
（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 
第８条 当会社の単元株式数は、100株とす

る。 
２ 当会社は、第７条の規定に係らず、単元

未満株式数に満たない株式（以下「単元未満

株式」という。）に係る株券を発行しないも

のとする。但し、株式取扱規程に定めるとこ

ろについてはこの限りでない。 
 
（単元未満株式についての権利） 
第９条 当会社の単元未満株式を有する株主

（ 実質株主を含む。以下同じ。）は、その有

する単元未満株式について次に掲げる権利以

外の権利を行使することができない。 
（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利 
（２）会社法第166条第１項の規定による請求

をする権利 
（３）株主の有する株式数に応じて募集株式

の割当て及び募集新株予約権の割当て

を受ける権利 
 
（株主名簿管理人） 
第10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（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ならびに備置き

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株主名

簿管理人に委託し、当会社においてはこ

れを取り扱わない。 
 
第11条～第12条（現行どおり） 
 
（株主総会の招集地） 

第13条  当会社の株主総会は、本店所在地に

おいて招集する。 
 
第14条～第20条（現行どおり） 
 
（株主総会参考書類等のインターネット開示

とみなし提供） 
第21条  当会社は、株主総会の招集に際し､ 
株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び

26,000万株とする。 
 
（削除） 
 
 
 
（単元株式数） 
第７条 （現行どおり） 
 
（削除） 
 
 
 
 
 
 
（単元未満株式についての権利） 
第８条 当会社の単元未満株式を有する株

主は、その有する単元未満株式について次

に掲げる権利以外の権利を行使することが

できない。 
（１）～（３） （現行どおり） 
 
 
 
 
 
 
（株主名簿管理人） 
第９条（現行どおり） 
２ （現行どおり） 
 
３   当会社の株主名簿及び新株予約権原

簿の作成ならびに備置きその他の株

主名簿及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

社においてはこれを取り扱わない。 
 
 
 
 
第10条～第11条（現行どおり） 
 
（削除） 
 
 
 
第12条～第18条（現行どおり） 
 
（削除） 
 
 
 
 



連結計算書類に記載または表示をすべき事項

に係る情報を、法務省令に定めるところに従

い、インターネットを利用する方法で開示す

ることにより、株主に対して提供したものと

みなすことができる。 
 

第22条～第53条（現行どおり） 
 

（新 設） 
 

 
 
 
 
 
 
第19条～第50条（現行どおり） 
 

附  則 
第１条 第１条の規定の変更は平成21年５

月21日付にて効力を生ずるものとし、第３

条の規定の変更は平成21年５月20日までに

開催される取締役会において決定する本店

移転日を以ってその効力を生ずるものとす

る。なお、本条は本店移転の効力発生経過

後、これを削除する。 
第２条 当会社の株券喪失登録簿の作成及

び備置きその他株券喪失登録簿に関する事

務は株主名簿管理人に委託し、当会社にお

いてはこれを取扱わない。 
２ 本条は、平成22年１月６日をもってこ

れを削除する。 
 

 

以  上 


