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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６月８日開催の取締役会において「定款一部変更の件」に関し、平成 21 年６月

25 日開催予定の当社第 11 回定時株主総会において、下記のとおり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. 定款変更の理由 

(1)  当社グループにおける事業の拡大及び事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に

対応するため、現行定款第２条において事業目的の追加を行うものです。 

(2)  平成 16 年６月９日に公布された「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、上場株式はいっせいに振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券電子化」をいいます。）

から、これに対応する為に、株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行うも

のであります。また、本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けるものであります（変

更案附則第１条及び第２条）。 

 

2. 定款変更の内容 

 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 25 日 

 定款変更の効力発生日   平成 21 年６月 25 日 

 



【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 

第１章  総  則 第１章  総  則 

   

（商号） （商号） 

第１条 

(条文省略) 
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．インターネットを利用した福利厚生・

健康管理に関するプログラムの開発及び

そのサービス提供 

１．インターネットを利用した福利厚生・

健康管理に関するプログラムの開発及び

そのサービス提供 

２．保険及び保険募集の情報提供に関する

プログラムの開発及びその販売 

２．保険及び保険募集の情報提供に関する

プログラムの開発及びその販売 

３．損害保険の代理業及び生命保険の募集

に関する業務 

３．損害保険の代理業及び生命保険の募集

に関する業務 

４．保険及び福利厚生に関する情報提供サ

ービス業 

４．保険及び福利厚生に関する情報提供サ

ービス業 

（新設） ５．共済事業運営の各種事務に関する代行

業務 
５．経理・人事・その他事務一般代行業務 ６．経理・人事・その他事務一般代行業務 

６．企業福利厚生に関するサービス開発、

提供並びに仲介業務 
７．企業福利厚生に関するサービス開発、

提供並びに仲介業務 
７．有料職業紹介事業 ８．有料職業紹介事業 
８．労働者派遣事業 ９．労働者派遣事業 
９．金融商品仲介業 10．金融商品仲介業 

10．各種企業、団体を対象としたクレジッ

トカード、割引長距離電話利用サービス

の販売代理業 

11．各種企業、団体を対象としたクレジッ

トカード、割引長距離電話利用サービス

の販売代理業 
11．各種旅行の企画、主催 12．各種旅行の企画、主催 
12．航空、鉄道、海上輸送などの旅客切符

の販売代理業並びに宿泊施設及び各種旅

行関連施設利用の斡旋業 

13．航空、鉄道、海上輸送などの旅客切符

の販売代理業並びに宿泊施設及び各種旅

行関連施設利用の斡旋業 
13．各種イベントの企画 14．各種イベントの企画、運営及び管理業

務の請負 
（新設） 15．能力開発、企業経営活性化のための人

材教育及び研修業務並びに各種教育研修

教材の制作及び販売 
（新設） 16．カウンセリングサービス、心理療法の

提供及び仲介 
（新設） 17．カウンセリング、心理療法技術の研究、

指導及び研修会の企画、運営 
14．各種企業・団体を対象とした経営コン

サルティングサービス、経営指導 
18．人事及び経営に関するコンサルティン

グ業務並びに経営に関する調査及び研究 
（新設） 19．出版物、広告宣伝物等の企画、制作、

出版及び販売 
（新設） 20．市場調査に関する業務 

15．ダイレクトメールによる通信販売業務 21．通信システムによる情報の収集処理及

び通信販売に関する業務 
（新設） 22．情報システムの企画、設計等に関する

コンサルティング業務 
（新設） 23．インターネットのホームページ、オン

ラインコンテンツ等の制作及び販売 
（新設） 24．ニューメディアに関するシステム開発 

16．各種保険料等の集金代行業務 25．各種保険料等の集金代行業務 
17．前各号に付帯する一切の業務 26．前各号に付帯または関連する一切の業

務 

 



 

現行定款 変更案 

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 当会社は、株式に係る株券を発行す

る。 
（削除） 

   

（自己の株式の取得） （自己の株式の取得） 

第８条 

（条文省略） 
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） （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、単元株式数に満たない数の株式（以

下「単元未満株式」という。）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 当会社の単元未満株式を有する株

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 当会社の単元未満株式を有する株主

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

式の割当て及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

の割当て及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 株主名簿管理人及びその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定める。

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定める。 

③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）、新株予約権原簿及び

株券喪失登録簿の作成並びにこれらの

備置きその他の株主名簿、新株予約権原

簿及び株券喪失登録簿に関する事務は

株主名簿管理人に委託し、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

の作成並びにこれらの備置きその他の株

主名簿及び新株予約権原簿に関する事務

は株主名簿管理人に委託し、当会社にお

いてはこれを取扱わない。 

  

第 12 条～第 49 条 

（条文省略） 
第 11 条～第 48 条 

（現行どおり） 

  

（新設） 附則 
第１条 当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、株主名簿管理人に委託し、当会社に

おいてはこれを取扱わない。 

   

（新設） 第２条 前条及び本条は、平成 22 年１月５日

まで有効とし、同日の経過をもって前条及

び本条を削除する。 

  

 
以上 


