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定款一部変更に関するお知らせ 
 
 当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 21 年 5 月 28 日開催予定の

定時株主総会において、下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせします。 
 

記 

 
１．定款変更の理由 

（1）当社は、平成 22 年 3 月 1 日（予定）をもって、当社の教育サービス事業・映像授業販売

事業・営業支援サービス事業を吸収分割の方法により、当社の完全子会社の株式会社市進準

備会社（平成 22 年 3 月 1 日付で株式会社市進に商号変更予定）、株式会社市進ウイングネ

ットおよび株式会社市進綜合研究所にそれぞれ承継させ、当社を持株会社とする持株会社制

へ移行する予定であります。これに伴い、商号を株式会社市進ホールディングスに変更し、

グループの経営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。なお、

当該変更につきましては、平成 21 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議される「吸

収分割契約承認の件」が原案どおり承認可決され、かつ吸収分割の効力が生じることを条件

として、平成 22 年 3 月 1 日をもって、その効力が生じるものといたします。 

（2）「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」という。）が平成 21 年 1 月 5 日

付で施行されたことに伴い、当社定款第 8 条（株券の発行）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。 

（3）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ならびに修正を行うものであります。 

（4）株券喪失記録簿は、決済合理化法の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。 

（5）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．定款変更の内容 
変更の内容は次のとおりです（下線は変更部分を示します。）。 

現行定款 改定案 

（商 号） 

第１条 当会社は、株式会社市進と称する。英文では、 
ＩＣＨＩＳＨＩＮ ＣＯ., ＬＴＤ．と表示す

る。 

（商 号） 

第１条 当会社は、株式会社市進ホールディングス

と称する。英文では、 
ICHISHIN HOLDINGS CO.,LTD.と表示する。 

（目 的） 

第２条 当会社は下記の事業を営むことを目的とす

る。 
（新設） 

 
 
 

（1）幼児・小中学生及び高校生・社会人の学習指

導並びに受験指導に関する業務 
（2）公開模擬学力試験の実施及び家庭訪問による

学習指導業務 
（3）書籍・雑誌の出版、教育用録音テープ及びビ

デオその他映像著作物の作製並びにそれらの

販売業務 
 
（4）コンピューターによる教育情報提供業務、コ

ンピューターのソフトウェア等の販売業務 
 
（5 ）～（9）（本文省略） 
（10）幼児・小中学生・高校生・大学生及び社会

人の通信教育に関する業務 
（11 ）～（13）（本文省略） 
（14）不動産の売買、賃貸借、管理及びこれらの

仲介に関する業務 
（15）（本文省略） 
（16）損害保険代理業及び生命保険の募集に関す

る業務 
（17）～（18）（本文省略） 
（19）事務処理及び給与計算に関する代行業務 
（20）（本文省略） 
（21）広告代理業及び情報提供サービス業 
（22）コンピューターのシステム開発及び運営に

関する事業 
（23）（本文省略） 

 

 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むこと、ならびに

次の事業を営む会社の株式または持分を保

有することにより、当該会社の事業活動の

支援、管理および事務代行、経営指導等の

業務を行うことを目的とする。 
 
（1）幼児・小中学生および高校生・社会人の学

習指導ならびに受験指導に関する業務 
（2）公開模擬学力試験の実施および家庭訪問に

よる学習指導業務 
（3）教育用書籍・雑誌の出版、教育用音声コン

テンツ・教育用映像コンテンツおよびビデ

オその他映像著作物の作製ならびにそれら

の販売業務 
（4）インターネットまたは電磁的記録による教

育情報提供業務、コンピューターのソフト

ウエア等の販売業務 
（5 ）～（9）（現行どおり） 
（10）幼児・小中学生・高校生・大学生および社

会人の通信教育に関する業務 
（11 ）～（13）（現行どおり） 
（14）不動産および動産の売買、賃貸借、管理お

よびこれらの仲介に関する業務 
（15）（現行どおり） 
（16）損害保険代理業および生命保険の募集に関

する業務 
（17）～（18）（現行どおり） 
（19）事務処理および給与計算に関する代行業務

（20）（現行どおり） 
（21）情報提供サービス業 
（22）コンピューターのシステム開発および運営

に関する事業 
（23）（現行どおり） 

 



現行定款 改定案 

（新設） 
（新設） 

 
（新設） 

 
（新設） 

 
（新設） 

 
（新設） 

 
（新設） 
（新設） 

 
（新設） 
（新設） 
（新設） 

 
（新設） 
（新設） 
（新設） 

 
（新設） 

（24） 前各号に附帯する一切の業務 
 

（24）少人数制指導による学習塾の運営 
（25）少人数制指導による学習塾のフランチャイ

ザー業務 
（26）少人数制指導における各種通信教育に関す

る業務 
（27）少人数制指導による学習塾の運用パッケー

ジソフトウエアの開発および販売 
（28）少人数制指導による学習用教材テキスト・

パソコンソフトウエアの開発および販売 
（29）少人数制指導による学習塾の教室レイアウ

ト企画・什器備品の企画および販売 

（30）印刷・製本業 
（31）建築設計、空調・電気・学習教室の設備企

画施工受託業務 
（32）建物内外の保守および清掃業務 
（33）一般貨物自動車運送業 
（34）経営指導のための企画管理および経営受託

業務 
（35）各種試験の採点および成績処理の受託業務 
（36）什器備品類の仕入れ、販売 

（37）書籍、図書、雑誌その他の印刷物の出版お

よび販売 

（38）市場調査に関する業務 
（39）前各号に附帯する一切の業務 

 

第３条（本文省略）  第３条 （現行どおり） 

（公告方法） 
 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。但

し、事故その他やむを得ない事由により、電

子公告によることができない場合は、日本経

済新聞に掲載する方法により行う。 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。た

だし、事故その他やむを得ない事由により、

電子公告によることができない場合は、日本

経済新聞に掲載する方法により行う。 

第５条～第７条（本文省略）  第５条～第７条 （現行どおり） 

（株券の発行） 
 

第８条 当会社は株式に係る株券を発行する。 
 2 ．前項の規定に係わらず、当会社は単元未満株

式に係わる株式を発行しないことができる。 
 

（削除） 

第９条 （本文省略） 第８条 （現行どおり） 



現行定款 改定案 

（株主名簿管理人） （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、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、単元未満株式の買

取り、その他株式ならびに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

いては取扱わない。 
 

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、公告する。 
（削除） 

 

（株式取扱規程） （株式取扱規程） 

第 11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、単元未満株式の買取

り、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、取締役会において定

める株式取扱規程による。 

第 10 条 株主名簿および新株予約権原簿への記載

または記録、単元未満株式の買取り、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、取締役会において定める株式

取扱規程による。 

第12条～第46条（本文省略） 第11条～第45条 （現行どおり） 

（新設） 附則 

（新設） 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。 

（新設） 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程によ

る。 

（新設） 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。 

（新設） 第４条 第１条（商号）および第２条（目的）の変

更は、平成２２年３月１日をもってその効

力を生じるものとする。なお本条は、効力

発生日経過後はこれを削除する。 
 



 ３．日程 
 
  定款変更のための株主総会開催日    平成 21 年 5 月 28 日（木）予定 
  定款変更の効力発生日         ①第 3 条以下附則まで 
                     平成 21 年 5 月 28 日（木）予定 
                     ②第 1 条及び第 2 条 
                     平成 22 年 3 月 1 日（月）予定 

 
以 上 

 
 


