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定款一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 21年 5月 20日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部を変更
することについて、平成 21年 6月 26日開催予定の第９回定時株主総会に付議することを
決議しましたのでお知らせいたします。 
 
 

記 
 
1. 変更の理由 

（1）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）につきまして、事

業目的を追加、変更するものです。 

（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）が平成 21年１月５日に施行され、上場会

社の株券電子化が実施されたことに伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主及び

実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正及び追加等所要の変

更ならびに条文の削除に伴う条数の変更をおこなうものです。 

  

2. 変更の内容 

変更の内容は、別紙の通りであります。 

 

3. 日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 21年６月 26日 

定款変更の効力発生日   平成 21年６月 26日 

 
 

上場会社名 株式会社シニアコミュニケーション 

 （コード番号：2463 東証マザーズ） 

本社所在地 東京都港区赤坂 8-1-19 

日本生命赤坂ビル 7階 

代 表 者 代表取締役社長 山 崎 伸 治 

問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 馬 谷 尚 利 

 TEL（03）5414-6870（代表） 



【別紙】 
（下線部は変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変  更  案 

  第１章 総 則   第１章 総 則 

（商号）  （商号）   

第１条 当会社は、株式会社シニアコ

ミュニケーションと称し、英文

では Senior Communication 

Co.,Ltd とする。 

第１条 ＜同 左＞ 

（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 ＜同 左＞ 

１． 市場、経済、金融、産業及び

企業等に関する調査研究、コ

ンサルティング 

１． ＜同 左＞ 

２． 企業内研修に関する指導援

助及び企業内研修の受託 

２． ＜同 左＞ 

３．  企業診断、投資計画及び経

営に関するコンサルティング 

３． ＜同 左＞ 

４． 講演会、セミナー、展示会等

各種イベントの企画、運営 

４． ＜同 左＞ 

５． 書籍、印刷物の企画制作及

び出版並びに販売 

５． ＜同 左＞ 

６． 放送番組、コマーシャルフィ 

ルム並びにソフトウェアの企

画、製作、販売 

６． ＜同 左＞ 

７． 宣伝広告に関する調査、企

画、提案 

７． ＜同 左＞ 

８． 広告の取扱い及び広告物の

企画、立案、制作 

８． ＜同 左＞ 

９． 投資並びに有価証券の取得

及び処分 

９． ＜同 左＞ 

１０． 労働者派遣事業 １０． ＜同 左＞ 

１１． 情報処理及び情報提供のサ

ービス業 

１１． ＜同 左＞ 

１２． 通信販売の企画、実施 １２． ＜同 左＞ 



 
現 行 定 款 変  更  案 

１３． 衣料品、日用品雑貨、スポー

ツ用品、自動車、寝具、家具、

家庭用電気製品、輸送用機

器、情報機器、通信機器、音

楽・映像・コンピューターに関

するソフトウェア、光学機器、

事務用機器、楽器、皮革ゴム

製品、書籍、教育機材、玩具

及び遊戯機器、時計、宝石貴

金属類、美術工芸品、食料

品、医療器具、医薬部外品、

化粧品、郵便切手、印紙、商

品券の販売及び輸出入並び

にその斡旋業 

１３． ＜同 左＞ 

 ＜新設＞ １４． 古物品の仕入れ、販売及び輸出入

並びにその斡旋業 

１４． 宅地建物取引業 １５． ＜同 左＞ 

１５． 不動産管理業 １６． ＜同 左＞ 

１６． 不動産の鑑定業務 １７． ＜同 左＞ 

１７． 飲食店、喫茶店、ショッピング

センター、文化教室、美術館、

博物館等各種店舗・施設及び

旅館・ホテルの経営並びに管

理受託業務 

１８． 飲食店、喫茶店、ショッピングセン

ター、文化教室、美術館、博物館、

介護関連施設等各種店舗・施設及

び旅館・ホテルの経営、業務請負

並びに管理受託業務 

１８． 芸術家、職人、有資格者等各

種専門家のマネジメント及び

プロモート業務 

１９． ＜同 左＞ 

１９． 著作権、肖像権、商標権、意

匠権、出版権等の管理、売買

及び出版に関する業務 

２０． ＜同 左＞ 

２０． 事業投資組合の運営 ２１． ＜同 左＞ 

２１． 酒類の輸入及び販売 ２２． ＜同 左＞ 

２２． 会員組織及びコールセンター

の管理・運営の受託業務 

２３． ＜同 左＞ 

 ＜新設＞ ２４． 教育及び研修事業に関する企画、

調査、運営並びに受託業務 

２３． 学習塾、文化教室及び創作

教室の経営並びに運営受託

業務 

２５． ＜同 左＞ 

２４． 有料職業紹介業 ２６． ＜同 左＞ 

２５． 投資顧問業 ２７． ＜同 左＞ 



 現 行 定 款  変  更  案 

２６． 証券投資信託委託業 ２８． ＜同 左＞ 

２７． 損害保険の代理業及び損害

保険の募集に関する業務 

２９． ＜同 左＞ 

２８． 生命保険の代理業及び生命

保険の募集に関する業務 

３０． ＜同 左＞ 

２９． 旅行業及び旅行業代理店業 ３１． ＜同 左＞ 

 ＜新設＞ ３２． 国内外への留学及び長期海外居

住に関する斡旋業務 

 ＜新設＞ ３３． 留学生及び長期海外居住者に対

する支援、代行、助言並びに通訳

業務 

３０． 建築の設計及び施工 ３４． ＜同 左＞ 

 ＜新設＞ ３５． 情報処理システムの企画、設計、

開発、販売、賃貸、運用管理、導入

設置並びに保守メンテナンス業務 

 ＜新設＞ ３６． 家事関連サービスの企画、販売並

びに斡旋業務 

 ＜新設＞ ３７． カウンセリングサービス（メンタル、

健康、家族、法律、生活等）の提供 

３１． 前各号における情報の提供 ３８． ＜同 左＞ 

３２． 前各号に付帯する一切の業

務 

３９． ＜同 左＞ 

（本店の所在地） （本店の所在地） 

第３条   ＜記載省略＞ 第３条 ＜現行どおり＞ 

（機関の設置） （機関の設置） 

第４条   ＜記載省略＞ 第４条 ＜現行どおり＞ 

（公告方法） （公告方法） 

第５条   ＜記載省略＞ 第５条 ＜現行どおり＞ 

      

      

      

 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６条   ＜記載省略＞ 第６条 ＜現行どおり＞ 

（自己株式の取得） （自己株式の取得） 

第７条   ＜記載省略＞ 第７条 ＜現行どおり＞ 

（株式の発行）  

第８条  当会社は、株式に係る株券

を発行する。 

 ＜削 除＞ 



 
現 行 定 款 変  更  案  

（株式取扱規程） （株式取扱規程） 

第９条  当会社が発行する株券の種

類、株主（実質株主名簿に記

載又は記録された実質株主

を含む。以下同じ。）、その他

株式及び新株予約権に関す

る取扱い並びに手数料は、法

令又は定款に定めるものの

ほか、取締役会の定める株式

取扱規程による。 

第８条 当会社の株式及び新株予

約権に関する取扱いは、法

令又は定款に定めるものの

ほか、取締役会の定める株

式取扱規程による。 

（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。 

第９条 ＜同 左＞ 

2 株主名簿管理人及びその事

務取扱場所は、取締役会の

決議によって選定し、これを

公告する。 

2 ＜同 左＞ 

3 当会社の株主名簿（実質株主

名簿を含む。以下同じ。）、株

券喪失登録簿及び新株予約

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

及び新株予約権原簿への記

載又は記録、その他株式並

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 当会社の株主名簿及び新

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、株主名簿及び新

株予約権原簿への記載又

は記録、その他株式並びに

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。 



 
現 行 定 款 変  更  案 

（基準日）   （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 10 条 当会社は、毎年3月31日の

最終の株主名簿に記録され

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 前項にかかわらず、必要があ

る場合は、当会社は、取締役

会の決議によって、あらかじ

め公告して、一定の日の最終

の株主名簿に記載又は記録

された議決権を有する株主又

は登録株式質権者をもって臨

時に開催する株主総会にお

いて権利を行使することがで

きる株主又は登録株式質権

者とすることができる。 

2 前項にかかわらず、必要が

ある場合は、当会社は、取

締役会の決議によって、あら

かじめ公告して、一定の日

の最終の株主名簿に記録さ

れた議決権を有する株主又

は登録株式質権者をもって

臨時に開催する株主総会に

おいて権利を行使すること

ができる株主又は登録株式

質権者とすることができる。 

      

第 12 条～第 45条 ＜記載省略＞ 第 11 条～第 44条 ＜現行どおり＞ 

（期末配当金） （期末配当金） 

第 46 条 当会社は、株主総会の決議

によって、毎年 3月 31日の最

終の株主名簿に記載又は記

録された株主又は登録株式

質権者に対し、金銭による剰

余金の配当（以下「期末配当

金」という。）を支払う。 

第 45 条 当会社は、株主総会の決議

によって、毎年 3月 31 日の

最終の株主名簿に記録され

た株主又は登録株式質権者

に対し、金銭による剰余金

の配当（以下「期末配当金」

という。）を支払う。 

（中間配当金） （中間配当金） 

第 47 条 当会社は、取締役会の決議

によって、毎年 9月 30日の最

終の株主名簿に記載又は記

録された株主又は登録株式

質権者に対し、会社法第４５４

条第５項に定める剰余金の配

当（以下「中間配当金」とい

う。）をすることができる。 

第 46 条 当会社は、取締役会の決議

によって、毎年 9月 30 日の

最終の株主名簿に記録され

た株主又は登録株式質権者

に対し、会社法第４５４条第

５項に定める剰余金の配当

（以下「中間配当金」とい

う。）をすることができる。 

（期末配当金等の除斥期間） （期末配当金等の除斥期間） 

第 48 条 ＜記載省略＞ 第 47 条   ＜現行どおり＞ 
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 ＜新設＞ 附則  

   第１条 当会社の株券喪失登録簿

の作成及び備え置き、その

他の株券喪失登録簿に関す

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。 

   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

令又は定款に定めるものの

ほか、取締役会の定める株

式取扱規程による。 

   第３条 附則第１条から本条までの

規定は、平成 22年１月６日

をもってこれを削除する。 

 
 

以上 


