
 

  

平成 21 年 5月 14 日 

各    位 

会 社 名   株式会社 サザビーリーグ 

代表者名   代表取締役社長    森 正督 

（ＪＡＳＤＡＱコード：７５５３） 

問合せ先   人事統括室室長   井浦 正美 

ＴＥＬ   （０３）５４１２－１８５８ 

 

定款一部変更のお知らせ 

 

 当社は平成 21 年 5月 14 日開催の取締役会において、平成 21 年 6月 18 日開催予定の第 37 期定

時株主総会に下記のとおり定款変更について付議することを決定いたしましたので、お知らせい

たします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

（1） 「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」とします。）が平成 21 年 1 月 5日に施行され、上場会

社の株式は、株式振替制度に一斉移行（いわゆる株券の電子化）されました。 

 これに伴い、当社の定款上不要となりました株券及び実質株主に関する規定の削除等の所要の変更を

行なうものであり、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

経過する日までの間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 8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） 当社は平成 21 年 4月 1日をもって新設分割の方法により、IT 関連業務、ならびに労務管理及び採用・

研修等のサポート業務について、それぞれ新設分割設立会社に承継いたしました。つきましては、当該

新設分割等に伴い、現行定款第２条に所要の変更を行うものであります。 

－ 1 －



 

 

（3） 社外取締役及び社外監査役がその期待される責務を十分に果たせるよう、また、社外取締役及び社外

監査役として独立性の高い有用な人材を招聘できるよう、現行定款に変更案第 18 条（社外取締役との責

任限定契約）及び変更案第 38 条（社外監査役との責任限定契約）を新設するものであります。  

 なお、変更案第 18 条を新設する議案の提出につきましては、監査役全員の同意を得ております。 

（4） その他、必要な規定及び文言の加除、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 

  変更内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日   平成 21 年 6 月 18 日（木曜日） 

  定款変更の効力発生日        平成 21 年 6 月 18 日（木曜日） 

以  上 

－ 2 －



 

 

（別紙） 

現行定款変更対照表 

 

（下線は変更部分を示します。）   

現 行 定 款 定 款 変 更 案 

（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及び外国会社の株式また

は持分を所有することにより、当該会社の事

業活動を支配し、管理することを目的とする。

1.バッグ、文房具、靴の販売 

2.家具の販売 

3.パン、菓子等食品の販売 

 

4.日用品雑貨の販売 

5.飲食店業 

6.不動産の賃貸、管理 

7.建物に関する内装、外装のコンサルティング業務

8.化粧品、医薬部外品の輸入及び販売 

9.衣料品の販売 

10.スポーツ及び登山用品等の販売 

11.ポスター、パンフレット、小雑誌等の製作 

12.インテリア用品の販売 

13.装身具の販売 

14.園芸用品の販売 

15.花卉、香草、香草茶の販売 

16.書籍、コンパクト・ディスク、ビデオ・ディスク

の販売 

17.酒類の輸入及び販売 

18.タバコ、葉巻の販売 

19.自動二輪車、原動機付自転車、自転車の販売 

20.ブライダルに関する情報の提供ならびに仲介 

 斡旋 

21.商品券、プリペイドカードの販売 

22.ビューティサロンの経営 

23.マッサージサロンの経営 

（目的） 

         （現行どおり） 

 

 

 

         （現行どおり） 

 （現行どおり） 

3.パン、菓子、惣菜等調理食品、アイスクリーム等

の食品の製造及び販売 

4 ～ 28        （現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.各種イベント及び講習会の企画、実施、運営 

 ならびにカルチャーセンターの経営 

25.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及

び技術的知識（ノウハウ）の賃貸借及び売買 

26.労働者派遣事業 

27.有料職業紹介事業 

28.生命保険の募集に関する業務 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

29.前各号に付帯する一切の業務 

第3条～第7条     （条文省略） 

(株券の発行)        

第8条 当会社は、株式にかかる株券を発行する。 

2．前項に関わらず、当会社は、1単元の株式に満た

ない株式（以下「単元未満株式」という。）に係

わる株券を発行しない。 

(単元未満株式の権利制限) 

第9条         （条文省略） 

(株主名簿管理人) 

第10条        （条文省略） 

(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、株券喪失登録簿及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、

その他株式及び新株予約権に関する取扱い及

び手数料については、法令または定款に定め

 

 

 

 

 

 

 

29.給与、社会保険、労働保険、税金等の計算ならび

に付帯業務の代行、データ管理 

30.採用、考課、研修、経歴、給与、厚生等の人事に

関する事務、文書管理等 

31.企業の人事管理、労務管理に関する業務の受託及

びコンサルティング 

32.コンピュータのネットワークシステム、ソフトウ

ェア及び情報システムの企画、設計、開発、販売、

保守ならびにこれらのコンサルティング 

33.コンピュータシステム、情報ネットワークシステ

ムに関する保守管理、運用支援及びその教育 

34.コンピュータハードウェア、周辺機器、消耗品の

販売、賃貸及び設置工事、運用支援、保守管理 

35.中古品等の販売 

36.前各号に付帯する一切の業務 

第3条～第7条    （現行どおり） 

（削除） 

 

 

 

 

(単元未満株式の権利制限) 

第8条         （現行どおり） 

(株主名簿管理人) 

第9条         （現行どおり） 

(株式取扱規程) 

第10条  株主名簿及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

株式及び新株予約権に関する取扱い及び手

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



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。 

(基準日) 

第12条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に

記載または記録された株主（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べき株

主とする。 

2．   （条文省略） 

第 13 条 ～ 第 18 条 （条文省略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第 19 条 ～ 第 37 条 （条文省略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第 38 条 ～ 第 41 条 条文省略 

(新設) 

のほか取締役会において定める株式取扱規

程による。 

(基準日) 

第11条  当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に

記載または記録された株主をもって、その事

業年度に関する定時株主総会において権利を

行使すべき株主とする。 

 

2．           （現行どおり） 

第12条 ～ 第17条 （現行どおり） 

（社外取締役との責任限定契約） 

第 18 条  当会社は、会社法第 427 条第 1項の規定に

より、社外取締役との間に、任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約に基

づく責任の限度額は、1,000 万円以上であら

かじめ定めた額または法令が規定する額の

いずれか高い額とする。 

第 19 条 ～ 第 37 条 （現行どおり） 

（社外監査役との責任限定契約） 

第38条  当会社は、会社法第427条第１項の規定によ

り、社外監査役との間に、任務を怠ったこと

による損害賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。ただし、当該契約に基づく

責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ

定めた額または法令が規定する額のいずれか

高い額とする。 

第39条 ～ 第42条 （現行どおり） 

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程に

よる。 



第3条  本附則第１条乃至本条は、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。 
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