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定款一部変更に関するのお知らせ 

 

当社は、平成21年５月12日開催の取締役会において、平成21年５月28日開催予定の第８回定時株主

総会に「定款一部変更の件」を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）当社の今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）の条項を変更および

追加するものであります。 

（２）本店所在地を渋谷区から新宿区へ移転させるため、当社の現行定款第３条（本店の所在地）の

変更を行うものであります。 

（３）当社の発行可能株式総数は70,716株でありますが、発行済総株式総数48,804株と潜在株式総数

13,490株（平成21年２月末日現在の行使価額による）をあわせると62,294株となり、これは発

行可能株式総数の88.1％に相当いたします。資金調達や資本政策の遂行など、将来起こりうる

経営課題に対して機動的な対応ができるよう、当社の現行定款第５条（発行可能株式総数）に

定める発行可能株式総数を150,000株に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）の施行に伴い、上場会社の株券が一斉に電子化されたことに

対応するため、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。 

（５）上記変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 

    

２．定款変更の内容 

  定款変更の内容は、別紙の通りであります。 

 

３． 定款変更の日程 

定款変更のための株主総会開催予定日 平成21年５月28日 

定款変更の効力発生日        平成21年５月28日 

 

以  上 



【別紙】 
現行定款 変更案 

    

第１章 総 則 第１章 総 則 

第１条 （省略） 第１条 （現行どおり） 

       

（目的） （目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

1～5 （省略） 1～5 （現行どおり） 

6 情報提供サービス業ならびに情報処理サービス業 6 情報収集・提供サービス業ならびに情報処理サービ

ス業 

7 コンピューターシステム・ソフトウエアの企画、設

計、開発、保守および販売 

7 コンピューターシステム・ソフトウエアの企画、設

計、開発、保守、販売およびレンタル 

8～10 （省略） 8～10 （現行どおり） 

11 労働者派遣事業 11 一般および特定労働者派遣事業 

12～16 （省略） 12～16 （現行どおり） 

17 不動産の売買、賃貸管理、賃貸借およびその仲介、

斡旋業務 

17 不動産の売買、保有、賃貸管理、賃貸借およびその

仲介、斡旋業務 

18 投資業 18 企業に対する投資・融資およびその斡旋ならびに代

行業務 

19～20 （省略） 19～20 （現行どおり） 

21 各種債権の売買、立替払、債務の保証・引受けおよ

びその他の金融業務 

21 各種債権の売買、売買仲介、管理、立替払、債務の

保証・引受けおよびその他の金融業務 

22～25 （省略） 22～25 （現行どおり） 

26 食料品、清涼飲料の製造、販売および輸出入 26 食料品、清涼飲料の製造、加工、販売および輸出入 

27～35 （省略） 27～35 （現行どおり） 

36 コンピューターの利用による情報通信サービスの

提供 

36 情報通信サービスの提供 

37～39 （省略） 37～39 （現行どおり） 

40 店舗用什器・備品の販売ならびにこれらの代行業 40 店舗用什器・備品の販売および設置ならびにこれら

の代行業 

41～46 （省略） 41～46 （現行どおり） 

 47～57（新設） 47 フランチャイズチェーン店への経営および技術指

導 

   48 マーケティングに関する企画、調査、研究およびコ

ンサルタント業 

   49 飲食店、娯楽施設、スポーツ施設、宿泊施設等の利

用の斡旋ならびに利用情報の提供 

   50 ゴルフ場、スキー場、マリンクラブ、ディスコ、そ

の他各種スポーツ・遊技施設の企画、運営 

   51 空調機器の販売および設置 

   52 情報通信機器の販売および設置 

   53 信用調査業務 

   54 資金管理業務 

   55 計算事務代行業務 

   56 記帳、入力代行業務 

   57 割賦購入斡旋業務 

47 前各号に附帯する一切の業務 58 前各号に附帯または関連する一切の業務 

      

（本店の所在地） （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。 第３条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。 

       

第４条 （省略） 第４条 （現行どおり） 

        



現行定款 変更案 

第２章 株 式 第２章 株 式 

（発行可能株式総数） （発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、７万716株とする。 第５条 当会社の発行可能株式総数は、15万株とする。 

       

第６条 （省略） 第６条 （現行どおり） 

       

（株券の発行）   
第７条 当会社の株式については、株券を発行する。 （削除） 

       

（基準日） （基準日） 

第８条 当会社は、毎年２月末日の最終の株主名簿（実質株

主名簿を含む。以下同じ。）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。 

第７条 当会社は、毎年２月末日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。 

2 （省略） 2 （現行どおり） 

    

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第８条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

2 （省略） 2 （現行どおり） 

3 当会社の株主名簿、ならびに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、当会社においてはこれを取扱わない。 

3 当会社の株主名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、株主名簿およ

び新株予約権原簿への記載または記録、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、当会社においてはこれを取扱わな

い。 

       

（株式取扱規程） （株式取扱規程） 

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、その他株式ならびに新株予約権に関する取

扱いおよび手数料は、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、その他株式ならびに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き等

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11条～第49条 省略 第10条～第48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り扱わ

せ、当会社においては取り扱わない。 

      

（新設） 第２条 本附則前条および本条は、平成 22年１月５日まで

有効とし、平成 22年１月６日をもってこれを削除

する。 

    

 


