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アコム株式会社 

 

平成21年５月14日 

 

各   位 

 

会 社 名：ア コ ム 株 式 会 社 

代表者名：代表取締役社長 木 下  盛 好 

（コード番号：8572 東証第一部） 

問合せ先：広 報 部 長  桐 渕  高 志 

電話番号：０ ３ -５ ５ ３ ３ -０ ８ ６ １ 

 

 

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年５月 14 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 25 日

開催予定の第32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．定時株主総会開催予定日 

平成21年６月25日 

 

２．変更の理由 

（１）当社及び子会社の事業再編の結果に即した目的事項の整理、削除を行うとともに、明確かつ簡潔

に事業目的を変更するものであります。 

 

（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）の施行に伴い、現行定款に以下の

とおり変更を行うものであります。 

①決済合理化法附則第６条の定めにより、当社は株券電子化の施行日（平成21年１月５日）におい

て株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされております

ので、現行定款第７条（株券の発行）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。 

②「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伴い、当社定款規定のうち、実質株

主及び実質株主名簿に関する文言の削除及び修正を行うものであります。 

③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。 

 

（３）取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみな

すことを可能にするための規定を新設するものであります。 

 

（４）上記各変更に伴い、所要の変更を行うものであります。 
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３．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分） 

現行定款 変更案 

（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。 

1．金銭貸付業 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

1. 

2．割賦販売斡旋業 

3．割賦債権買収業 

4．集金代行業 

5．信用保証業 

6．信用調査業 

～
 

（現行どおり） 

7．抵当証券の売買、仲介および管理業 7.  

8．損害保険の代理業ならびに自動車損害賠償保障法に基

づく保険代理業 

 

9. 生命保険の募集に関する業務                 （削   除） 

10. 各種物品賃貸業、動産賃貸業、電話加入権の賃貸業な

らびに総合リース業 

 

11. 古物営業法に基づく古物の売買業 8.         （現行どおり） 

12. 旅行業法に基づく旅行業  

13. 建築工事の設計、施工、管理および請負業              （削   除） 

14. 建築物、広告塔等の工作物内外の清掃ならびに防塵、

防虫、消毒、保守作業の請負 

 

15. コンピューターおよび通信回線利用による情報処理に

関する事業 

9.           （現行どおり） 

 

16. 生活経済に関する調査、研究およびコンサルティング

事業 

10.           （現行どおり） 

17. 労働者派遣事業              （削   除） 

18. 印刷・出版物の企画、制作および販売   11.             （現行どおり） 

19. 不動産の売買、賃貸借および斡旋  

20. 船舶、航空機、自動車、電気製品、電気機器、ビデオ

ソフト、音響用コンパクトディスクソフト、コンピュ

ーター関連機器、電子応用機器、通信機器、教育用機

器、事務用機器、医療機器、健康器具、介護機器、ス

ポーツ用機器、冷暖房設備、照明設備、厨房設備、住

宅設備機器、家具、室内装飾品、洋品雑貨、生鮮食品、

加工食品、清涼飲料水、酒類、衣料用繊維製品、医薬

部外品、光学機器、書画、美術工芸品、時計、宝石、

貴金属等の輸出入、売買および斡旋 

 

 

 

 

              （削   除） 

21. 自動販売機の設置の取次  

22. 伝票・帳簿・文書のデータ入力・照合・整理・発送・

保管等の各種事務処理受託業務 

12. 各種事務処理および情報処理受託業務  

23. 電話、FAXおよびインターネット等による各種申込みの

受付・問い合わせ・相談・事務連絡の取次ぎ、応対業

務 

 

 

             （削   除） 

24. 金銭貸借・保証・クレジットカードの契約事務、販売

促進、会員管理に関する各種事務処理および各種案内

業務 

 

25. 金銭貸借・クレジットカード事業・コールセンター運

営・企業経営に関するコンサルティング業務 

13. 企業経営に関するコンサルティング業務 

26. 株式、債権等への投資に関する業務  

27. 投資事業組合の財産運用および管理に関する業務 14. ベンチャーキャピタル事業 

28. 譲渡性預金の売買ならびにその売買の媒介・取次又は

代理業務 

 

29. 倉庫業 

30. インターネットカフェの経営 

  （削   除） 
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現行定款 変更案 

31. 下記の事業を営む会社の株式を取得・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 

15.              （現行どおり） 

(1)債権管理回収業   

(2)海外法人の銀行業  

32. 前各号に附帯または関連する一切の業務 16.              （現行どおり） 

 

（株券の発行）              （削   除） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

 

 

第８条     （記載省略） 第７条       （現行どおり） 

（単元株式数および単元未満株券の不発行) （単元株式数） 

第９条 当会社の単元株式数は、10株とする。 第８条 当会社の単元株式数は、10株とする。 

２．当会社は、第７条の規定にかかわらず、単元未満株式

に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定め

るところについてはこの限りでない。 

 

          （削   除）  

（単元未満株式についての権利) （単元未満株式についての権利） 

第10条 当会社の株主（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。 

第９条 当会社の株主は、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) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利   (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   (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お

よび募集新株予約権の割当てを受ける権利 

 

  (３) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てお

よ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） （株主名簿管理人) 

第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 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、これを公告する。  

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、これを公告する。  

３. 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同

じ。）、新株予約権原簿およ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 

および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名

簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

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、これを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。 

第12条 第11条 

～ 
（記載省略） ～ 

（現行どおり） 

第25条  第24条  

         （新  設） （取締役会の決議の省略） 

 第25条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、

取締役会の決議があったものとみなす。 

 

         （新  設） 附則 

         （新  設） 第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他

の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理

人に委託し、当会社においては取り扱わない。 

         （新  設） 第２条 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日をもって前条および本条を削るもの

とする。 

 

以上 


