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各   位 
Ｓ Ｅ ホ ー ル デ ィ ン グ ス ・ ア ン ド ・

イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社

代表取締役社長 速 水 浩 二

（ J A S D A Q ･ コ ー ド ９ ４ ７ ８ ）

問 い 合 わ せ 先  
経営企画部部長 松 村 真 一
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定款一部変更に関するお知らせ 

 
  当社は、平成 21 年３月 26 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６月 19 日開催予定の第 24 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） 平成 16 年６月９日に公布された「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日に施行され、上場株式は一斉に振替

株式に変更されたこと（いわゆる「株券の電子化」をいいます。）から、これに対応す

るために、当社の定款上不要となります株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定

の削除等の所要の変更を行うものであり、また、株券喪失登録簿については、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かなけ

ればならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。 
なお、現行定款第６条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則第６条第１

項に基づき、平成 21 年１月５日の同法施行日を効力発生日として定款の定めを廃止

する定款変更の決議をしたものとみなされております。 
（２） 当社の子会社を含めた事業内容の多様化及び事業展開に備えるための事業目的を追加

するものであります。 
（３） 以上の変更に伴い、条数の変更などの条文の整理を行うものであります。 
 
２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 



（下線部分が変更箇所であります） 
現行定款 変更案 

（目的） 

第２条 当会社は次の事業を行うことを目的

とする。 
1. 映像及び活字による情報媒体

の企画、制作、販売、運用管理、

レンタル、コンサルティング、

情報提供並びに売買に関する

業務 

2. 前号の情報処理に関する業務 

3. コンピュータ、コンピュータ関

連機器、情報処理システム及び

ソフトウェアの企画、制作、販

売、開発、設計、保守管理、輸

出入、レンタル並びに技能教育

に関する業務 

4. 前号業務の請負受託業務 

5. 絵画、インテリア商品の企画、

制作、販売並びに輸出入に関す

る業務 

6. 広告宣伝代理業務 

7. 遊技場、ゲームセンターの経営

8. 有料職業紹介業務 

9. 人材派遣業務 

10. 不動産の売買・賃貸・仲介・管

理 

11. 書籍の翻訳 

12. 印刷業務 

13. 各種イベント・セミナー・展示

会の企画、製作、開催並びに運

営 

14. 生命保険の募集に関する業務 

15. 損害保険の代理に関する業務 

16. インターネットカフェの経営 

17. カラオケ店の経営 

18. 飲食店、喫茶店の経営 

19. スポーツクラブの経営 

20. ホテル、浴場の経営 

21. マッサージ業、貸室業、貸スタ

ジオ業 

22. 古物の売買 

23.   食品、文房具の販売 

24.   寝具、衣料品、日用品雑貨、

家庭用電気製品、事務用機器、

事務用品、書籍、コンパクト

ディスク、ビデオテープ、ゲ

ームソフト、玩具の販売及び

レンタル 

25.   各種情報の収集、分析、処理 

      及び提供サービス 

26.   フランチャイズシステムによ

る前1,3,7,10,13,18～25各号

の事業の運営 

27.   会計、人事、総務、法務、広

報、情報処理、情報セキュリ

ティ及びネットワーク技術に

関する事務代行、情報提供及

（目的） 

第２条 当会社は次の事業を行うことを目的

とする。 
1. 映像及び活字による情報媒体

の企画、制作、販売、運用管理、

レンタル、コンサルティング、

情報提供、仲介並びに売買に関

する業務 

2. 前号の情報処理に関する業務 

3. コンピュータ、コンピュータ関

連機器、情報処理システム及び

ソフトウェアの企画、制作、販

売、開発、設計、保守管理、運

用、輸出入、レンタル並びに技

能教育に関する業務 

4. 前号業務の請負受託業務 

5. 絵画、インテリア商品の企画、

制作、販売並びに輸出入に関す

る業務 

6. 広告宣伝代理業務 

7. 遊技場、ゲームセンターの経営

8. 有料職業紹介業務 

9. 人材派遣業務 

10. 不動産の売買・賃貸・仲介・管

理 

11. 書籍の翻訳 

12. 印刷業務 

13. 各種イベント・セミナー・展示

会の企画、製作、開催並びに運

営 

14. 生命保険の募集に関する業務 

15. 損害保険の代理に関する業務 

16. インターネットカフェの経営 

17. カラオケ店の経営 

18. 飲食店、喫茶店の経営 

19. スポーツクラブの経営 

20. ホテル、浴場の経営 

21. マッサージ業、貸室業、貸スタ

ジオ業 

22. 古物の売買 

23. 各種食品、商品、物品の販売及

びレンタル 

24. 各種情報の収集、分析、処理及

び提供サービス 

25. インターネット上での物品 

販売 

26.  インターネットを利用した仲

介業務 

27.  フランチャイズシステムによ  

る前 1,3,7,10,13,18～26.各号

の事業の運営 

28.  会計、人事、総務、法務、広

報、情報処理、情報セキュリ

ティ及びネットワーク技術に

関する事務代行、情報提供及

びコンサルティング 



びコンサルティング 

28.   著作権、著作隣接権、肖像権、

出版権、特許権、実用新案権、

意匠権、工業所有権その他の

知的財産権の取得、利用許諾、

管理、譲渡及び仲介 

29.   金銭の貸付、その代理及び貸

借の媒介並びに保証 

30.   有価証券の保有、売買、投資

並びに運用業務 

31.   情報処理技術者の育成及び研

修の実施 

32.   情報処理に関する技術資料の

開発及び制作 

33.   情報セキュリティマネジメン

トシステム、コーポレートガ

バナンス及びコンプライアン

スに関するコンサルティング

及び構築支援 

34.   前各号の事業を営む会社及び

これに相当する業務を営む外

国会社の株式を所有すること

により、当該会社の事業活動

を支配・管理すること 

35.   前各号に附帯する一切の業務 

 

29.  著作権、著作隣接権、肖像権、

出版権、特許権、実用新案権、

意匠権、工業所有権その他の

知 的財産権の取得、利用許

諾、管理、譲渡及び仲介 

30.  金銭の貸付、その代理及び貸

借の媒介並びに保証 

31.  有価証券の保有、売買、投資

並びに運用業務 

32.  情報処理技術者の育成及び研

修の実施 

33.  情報処理に関する技術資料の

開発及び制作 

34.  情報セキュリティマネジメン

トシステム、コーポレートガ

バナンス及びコンプライアン

スに関するコンサルティング

及び構築支援 

35.  前各号の事業を営む会社及び

これに相当する業務を営む外

国会社の株式を所有すること

により、当該会社の事業活動

を支配・管理すること 

36.  前各号に附帯する一切の業務 

 

（株券の発行） 
第６条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 
 

（削除） 

（基準日） 

第８条   当会社は、毎年３月３１日の 終の株主

名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）

に記載又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

総会において議決権を行使することが

できる株主とする。 

２  本定款に定めるもののほか、必要がある

ときは、取締役会の決議によってあらか

じめ公告して臨時に基準日を定めるこ

とができる。 

 

（基準日） 

第７条  当会社は、毎年３月３１日の 終の株主

名簿に記載又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議決権を行使

することができる株主とする。 

 ２  本定款に定めるもののほか、必要がある

ときは、取締役会の決議によってあらか

じめ公告して臨時に基準日を定めるこ

とができる。 

（株主名簿管理人） 

第９条  当会社は、株式及び端株について株主名

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選定する。

 ３  当会社の株主名簿、端株原簿、株券喪失

登録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、質権の登録及び信託財産の

表示又はこれらの抹消、株券の不所持、

株券の交付、株券喪失登録の手続、端株

の買取り、届出の受理その他株式、端株

及び新株予約権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

これを取扱わない。 

 

（株主名簿管理人） 

第８条  当会社は、株式について株主名簿管理人

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選定する。

 ３   当会社の株主名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、その他株式及び新株予約権

に関する事務は株主名簿管理人に取扱

わせ、当会社においてはこれを取扱わ

ない。 

 



（株式取扱規程） 

第 10条 当会社の株券の種類及び株式の名義書換、

質権の登録及び信託財産の表示又はこれ

らの抹消、株券の不所持、株券の再交付、

株券喪失登録の手続、端株の買取り、届

出の受理その他株式及び端株に関する取

扱い並びに手数料は、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。 

 

（株式取扱規程） 

第９条  当会社の株主権行使の手続きその他株式

に関する取扱い並びに手数料は、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。 
 

 

第 11 条～第 45 条  （略） 

 

第 10 条～第 44 条 （現行どおり） 

（期末配当金） 

第 46 条 当会社は、株主総会の決議によって毎年 3

月 31日の 終の株主名簿に記載又は記録

された株主又は登録株式質権者並びに端

株原簿に記載された端株主に対し金銭に

よる剰余金の配当（以下「期末配当金」

という。）を支払う。 

 

（期末配当金） 

第 45 条 当会社は、株主総会の決議によって毎年 3

月 31日の 終の株主名簿に記載又は記録

された株主又は登録株式質権者に対し金

銭による剰余金の配当（以下「期末配当

金」という。）を支払う。 

 

（中間配当金） 

第 47 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎

年９月３０日の 終の株主名簿に記載

又は記録された株主又は登録株式質権

者並びに端株原簿に記載された端株主

に対し、会社法第 454 条第５項に定める

金銭による剰余金の配当（以下「中間配

当金」という。）を行うことができる。 

 

（中間配当金） 

第 46 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎

年９月３０日の 終の株主名簿に記載

又は記録された株主又は登録株式質権

者に対し、会社法第 454 条第５項に定め

る金銭による剰余金の配当（以下「中間

配当金」という。）を行うことができる。

 

（新設） 

 

附則 
第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成及び備

置きその他の株券喪失登録簿に関する

事務は、これを株主名義管理人に委託

し、当会社においては取り扱わない。 
第２条 前条及び本条は、平成 22 年１月６日ま

で有効とし、同日をもって前条及び本条

を削るものとする。 
 
３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 21 年６月 19 日（金曜日） 
定款変更の効力発生日       平成 21 年６月 19 日（金曜日） 
 

以上 


