
 
 

 

平成 21 年 3月 30 日 

各      位 

会 社 名 株式会社ローソンチケット 
  代表者名 代表取締役社長   野林 定行 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号２４１６） 
  問合せ先 取締役財務経理室長 小山 誠 

（ＴＥＬ：０３－６７３０－２２００） 

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ  

 
当社は、平成 21 年 3 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款の一部変更の件」を平成

21 年 5 月 20日開催予定の当社第 17 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、お知らせ

いたします。 
 

記 
 
１．変更の目的 

（１）当社の商号を、平成 21年 7 月 20 日をもって、「株式会社ローソンチケット」から「株式会

社ローソンエンターメディア」に変更し、併せて本店所在地を「東京都渋谷区」から「東京都

品川区」に変更しようとするものであります。また、本変更は平成21 年 7月 20 日に効力を発

するよう定款の附則にその旨の規定を設けます。 

（２）当社における将来の事業展開に備えるため、新たに事業目的を追加するものであります。 

（３）「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）が平成 21 年 1月 5日に施行され、上場会社の株券の電子

化が実施されたことから、これに対応するために、株券の存在を前提とした規定の削除および

その他所要の変更を行うものであります。また、本変更に係る経過的な措置を定めるため附則

を設けるものです。 

（４）その他、上記変更に伴う条数、号数の変更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、次のとおりであります。（下線部は変更部分を示します） 
 

現行定款 変更案 
（商 号） 

第１条 当会社は、株式会社ローソンチケットと

称し、英文では、ＬＡＷＳＯＮ ＴＩＣ

ＫＥＴ，ＩＮＣ．と表示する。 

（商 号） 
第１条 当会社は、株式会社ローソンエンターメ

ディアと称し、英文では、ＬＡＷＳＯＮ 

ＥＮＴＥＲＭＥＤＩＡ，ＩＮＣ．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．情報処理サービス業に関するソフトウェアの

企画、開発、設計、運営、製造および販売業

（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．情報処理サービス業に関するソフトウェアの

企画、開発、設計、運営、製造および販売業



務 
 
２．各種マーケティング業務 
３．音楽、演劇、スポーツ、映画、講演、講座、

イベント、レジャー等の各種催物の主催、企

画および運営業務 
４．音楽、演劇、スポーツ、映画、講演、講座、

イベント、レジャー等の各種催物の入場券お

よび交通機関の乗車券等の販売業務、販売受

託業務ならびに仲介業務 
 
 
 
 
 
 
５．音声・映像テープおよびディスク等の企画、

制作および販売業務 
６．日用雑貨品、服飾雑貨品、娯楽用品、スポー

ツ用品、玩具、文具、事務用品等の製造およ

び販売業務ならびに飲料品および食料品の販

売業務 
 
 
７．切手の販売業務 
８．キャラクターの企画、開発および販売 
９．上記３ないし８にかかる予約および決済サー

ビス 
10．電話受信発信事務代行業務 
11．電気通信事業法に基づく第二種電気通信事業 
12．出版物の企画、編集、製作、販売業務ならび

に広告代理業 
 
13．著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、

意匠権、商標権等の知的財産権などの管理、

売買、賃貸借および仲介に関する業務 
 
14．音楽著作権の管理ならびに音楽著作物の利用

および開発 
15．テレホンカード等の代金前払い方式での磁気

カードの発行販売業務 
16．パソコン、オフィスコンピュータ、ワープロ

等事務用機器ならびに通信機器 
  の販売業務 
17．事務合理化、コンピュータ利用に関するコン

サルタント業務 
18．旅行業 
19．芸能人、作家、作詞家、作曲家のマネージメ

ントおよびプロモート業務 
20．ミュージシャン、タレント、プロスポーツ選

手等および団体の各種会員制ファンクラブの

運営および代行 
21．インターネット等のネットワークを利用した

商品の売買システムの設計、開発、運用なら

務ならびにデータベースの作成、管理および

提供業務 
２．各種マーケティング業務 
３．音楽、演劇、スポーツ、映画、講演、講座、

イベント、レジャー等の各種催物の主催、企

画および運営業務 
４．音楽、演劇、スポーツ、映画、講演、講座、

イベント、レジャー等の各種催物の入場券お

よび交通機関の乗車券等の販売業務、販売受

託業務ならびに仲介業務 
５．音楽、演劇、演芸、スポーツ、映画等のコン

テンツの企画、制作、配給、販売、仲介およ

び賃貸借 
６．通信システムによる情報、画像、映像、楽曲

の収集、配信、処理および販売 
７．音声・映像テープおよびディスク等の企画、

制作および販売業務 
８．日用雑貨品、服飾雑貨品、家具製品、寝具、

電気製品、写真機械器具材料、石油製品、娯

楽用品、スポーツ用品、玩具、文具、事務用

品等の製造および販売業務ならびに飲料品、

食料品、酒類、化粧品、医療用具および医薬

部外品等の販売業務 
９．切手の販売業務 
10．キャラクターの企画、開発および販売業務 
11．上記３、４および６ないし 10 にかかる予約お

よび決済サービス 
12．電話受信発信事務代行業務 
13．電気通信事業法に基づく第二種電気通信事業 
14．出版物の企画、編集、製作および販売業務 
15．広告宣伝に関する企画および制作ならびに広

告代理業務 
16．著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、

意匠権、商標権等の知的財産権、ノウハウお

よびシステム技術等の管理、企画、制作、売

買、賃貸借ならびに仲介に関する業務 
17．音楽著作権の管理ならびに音楽著作物の利用

および開発業務 
18．テレホンカード等の代金前払い方式での磁気

カードの発行販売業務 
19．パソコン、オフィスコンピュータ、ワープロ

等事務用機器ならびに通信機器 
  の販売業務 
20．事務合理化、コンピュータ利用に関するコン

サルタント業務 
21．旅行業 
22．芸能人、作家、作詞家、作曲家のマネージメ

ントおよびプロモート業務 
23．ミュージシャン、タレント、プロスポーツ選

手等および団体の各種会員制ファンクラブ

の運営および代行 
24．インターネット等のネットワークを利用した

商品の売買システムの設計、開発、運用なら

びに情報収集および提供サービス 



びに情報提供サービス 
 
 
22．電話回線、インターネット等を利用した各種

情報提供サービス 
23．音楽、演劇、スポーツ、映画、講演、講座、

その他のイベント等への出資 
24．映画館、劇場、多目的ホール、競技場等の経

営および運営代行、並びにそのコンサルティ

ング業務 
25．前各号に附帯関連する一切の業務 

びに情報収集および提供サービス 
25．電子技術を利用したクーポンおよびポイント

等の発行業務およびその受託 
26．電話回線、インターネット等を利用した各種

情報提供サービス 
27．音楽、演劇、スポーツ、映画、講演、講座、

その他のイベント等への出資 
28．映画館、劇場、多目的ホール、競技場等の経

営および運営代行ならびにそのコンサルテ

ィング業務 
29．前各号に附帯関連する一切の業務 

（本店の所在地） 
第３条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都品川区に置く。 
（株券の発行） 

第８条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 
（削 除） 

（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選定し公告

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

予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取

扱場所に備え置き、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、その他株式および新株予約権

に関する事務は株主名簿管理人に取り扱

わせ、当会社においては取り扱わない。 
 

（株主名簿管理人） 
第８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選定し公告

する。 
３ 当会社の株主名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

においては取り扱わない。 
 

（株式取扱規則） 
第１０条  当会社が発行する株券の種類、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

び手数料については、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。 

（株式取扱規則） 
第９条 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、株主の

権利行使に際しての手続等については、

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、毎事業年度の最終の株主

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。 

 

（基準日） 

第１０条  当会社は、毎事業年度の最終の株主

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。 

第１２条～第４３条（条文省略） 第１１条～第４２条（現行どおり） 



（新 設） 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り扱わせ、当会

社においては取り扱わない。 

 

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条ないし第３条は、平成２２

年１月６日をもってこれを削除する。 

 

第４条 本定款第１条の変更は、平成２１年７月

２０日をもって効力を生じる。なお、本

条は、本定款第１条の変更の効力発生後、

これを削除する。 

 

第５条 本定款第３条の変更は、平成２１年７月

２０日までに開催される取締役会におい

て決定される本店移転日をもって効力を

生ずる。なお、本条は、本店移転の効力

経過後、これを削除する。 

 
 

以 上 


