
 

 
平成 21 年 6 月 1 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社  ゲ オ 

本社住所 愛知県春日井市宮町一丁目１番地１

代表者名 代表取締役社長  吉 川  恭 史 

     （コード番 号：2681 東証・名証 第一部） 

問合せ先 取 締 役 副 社 長  久 保 田 貴 之 
（TEL0568-33-4388） 

 

子会社の商号変更に関するお知らせ 

 

当社子会社であります株式会社スガイ･エンタテインメント（ジャスダック、証券コード：4650）は、平成 21 年 5

月 29 日開催の同社取締役会において別添のとおり商号変更の実施を決議し、｢商号変更及び定款一部変

更に関するお知らせ｣を公表いたしましたのでお知らせいたします。 

 
以上 

 

 

 添付資料 ： 株式会社スガイ・エンタテインメント開示資料 

  「商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ」 

 

 



 

平成２１年５月 29 日 

各   位 

上場会社名 株式会社 スガイ・エンタテインメント 

代表者 代表取締役社長 藤 直樹 

（コード番号 ４６５０） 

問合せ先責任者 代表取締役専務 吉住 実 

（TEL ０１１-２４１-３９５１） 

商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ 

当社は、平成 21 年５月 29 日開催の取締役会において、平成 21 年６月 22 日開催予定の当社第

55 回定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、下記のとおり、商号変更

を決議するとともに、当社第 55 回定時株主総会において「定款一部変更の件」について付議するこ

とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１． 商号変更 

（１）新商号  株式会社ゲオディノス（英文名 Ｇｅｏ Ｄｉｎｏｓ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.） 

（２）変更日  平成 21 年７月１日 

（３）変更の理由  当社は、経営改革を推進する上で、ブランド力強化策が必要と判断し、新商

号に変更するものであります。 

２． 定款一部変更 

（1） 変更の理由 

①商号変更 

上記変更の理由によるものであります。 

②事業目的の追加 

当社の今後の事業展開を考慮し、事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加す

るものであります。 

③株券の電子化に伴う変更 

「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、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

変更を行うものであります。 

（2） 変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

（3） 日程 

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 21 年６月 22 日 

定款変更の効力発生日 平成 21 年６月 23 日 

以上 



別紙 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

（商号） 

第１条 本会社は、株式会社 スガイ・エンタテ

インメントと称し、英文では、Ｓｕｇａｉ Ｅｎｔｅ

ｒｔａｉｎｍｅｎｔ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.と表示する。 

（商号） 

第１条 本会社は、株式会社ゲオディノスと称

し、英文では、Ｇｅｏ Ｄｉｎｏｓ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.と

表示する。 

（目的）   

第２条 本会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

１．映画、演劇興行 

２．ボウリング場の経営 

３．遊技設備を備える施設の経営 

４．各種飲食店の経営 

５．不動産の賃貸及びその管理 

６．カラオケ機器・オーディオビジュアル

機器及びソフトウェアの販売及び賃貸

７．公衆浴場の経営 

８．生命保険の募集に関する業務 

９．損害保険代理業 

10．以上前各号に附帯する一切の業務 

（目的） 

第２条 本会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

１．映画、演劇興行 

２．ボウリング場の経営 

３．遊技設備を備える施設の経営 

４．各種飲食店の経営 

５．不動産の賃貸及びその管理 

６．カラオケ機器・オーディオビジュアル機

器及びソフトウェアの販売及び賃貸 

７．公衆浴場の経営 

８．生命保険の募集に関する業務 

９．損害保険代理業 

10．スポーツクラブの設置・運営 

11．以上前各号に附帯する一切の業務 

第３条～第６条 （条文省略） 第３条～第６条 （現行どおり） 

（株券の発行） 

第７条 本会社は、株式に係る株券を発行す

る。 

（削除） 

（自己の株式の取得） 

第８条 （条文省略） 

（自己の株式の取得） 

第７条 （現行どおり） 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第９条 本会社の単元株式数は、１００株とす

る。 

２ 本会社は、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。 

（単元株式数） 

第８条 本会社の単元株式数は、１００株とす

る。 

（削除） 

（株式取扱規則） 

第 10 条 （条文省略） 

（株式取扱規則） 

第９条 （現行どおり） 

 



 

現行定款 変更案 

（株主名簿管理人） 

第 11 条 本会社は、株主名簿管理人を置く。 

２ 本会社の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

よって定め、これを公告する。  

３ 本会社の株主名簿（実質株主名簿

を含む。以下同じ。）並びに株券喪失

登録簿の作成並びに備置きその他の

株主名簿並びに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、本会社においては取扱わな

い。 

（株主名簿管理人） 

第 10 条 本会社は、株主名簿管理人を置く。 

２ 本会社の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

よって定め、これを公告する。  

３ 本会社の株主名簿の作成並びに備

置きその他の株主名簿に関する事務

は、これを株主名簿管理人に委託し、本

会社においては取扱わない。 

第 12 条～第 38 条 （条文省略） 第 11 条～第 37 条 （現行どおり） 

（新設） 附則 

（新設） 第１条 本定款第１条（商号）の変更は、平成

21 年７月１日から実施する。なお、本附則

第１条は、平成 21 年７月２日をもって削

除されるものとする。 

（新設） 第２条 本会社の株券喪失登録簿の作成及び

備置きその他の株券喪失登録簿に関す

る事務は、平成 22 年１月５日までこれを

株主名簿管理人に委託し、本会社にお

いては取扱わない。なお、本附則第１条

は、平成 22 年１月６日をもって削除される

ものとする 
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