
 

平成21年11月24日 

各  位 

 

会 社 名 株 式 会 社 Ｙ Ａ Ｍ Ａ Ｔ Ｏ

代 表 者 名 代表取締役社長 川合 アユム

 （コード番号 7853 東証マザーズ）

問 合 せ 先 経 営 支 援 本 部  松 本 幸 男

T E L 0 6 - 6 3 5 0 - 1 9 6 0 ( 代 表 )

 

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 21 年 12 月 22 日開催予定の第 25 期定時株主総会の付議

議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 定時株主総会付議議案 

 

   第１号議案 定款一部変更の件 

   第２号議案 取締役５名選任の件  

      第３号議案 監査役１名選任の件 

 

２ 第１号議案 定款一部変更の件について 

 

（1） 定款変更の理由 

①今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（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」といいます。）が平成 21 年

１月５日に施行されたことに伴い、上場会社の株式は株式振替制度に一斉に移行されまし

た。これに対応するため、株券の存在を前提とした規定その他不要となった文言の削除等

所要の変更を行うものであります。 

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。 

    

（2） 定款変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

 

                           （下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

（目  的） 

 第２条  当会社は、次の事業を営むこと 

を目的とする。 

（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. 国内外の会社の株式または持分を取得、所 

有することによる当該会社の事業活動の支

配、管理 

2. 有価証券の保有ならびに運用、投資、売買 

3. 投資業 

4. 経営コンサルタント業 

5. 投資事業組合財産の管理および運用 

6. 企業の買収、合併、会社分割、株式交換・ 

移転、営業譲渡、資本提携、業務提携等の 

企画立案、斡旋およびその仲介業務ならび 

にそれらに関連するコンサルティング業務 

7. 金銭の貸付、債務の保証、債権の売買、為替

取引その他金融業 

8. 不動産の売買、賃貸、管理、仲介、斡旋お 

よびこれらの代理ならびにコンサルティン

グ業務 

9. 工業所有権・ノウハウ・著作権その他無形 

財産・ソフトウェアの取得、企画、開発、 

保全、利用、仲介および譲渡 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

1. 国内外の会社の株式または持分を取得、所

有することによる当該会社の事業活動の支

配、管理 

2. 有価証券の保有ならびに運用、投資、売買

3. 投資業 

4. 経営コンサルタント業 

5. 投資事業組合財産の管理および運用 

6. 企業の買収、合併、会社分割、株式交換・

移転、営業譲渡、資本提携、業務提携等の

企画立案、斡旋およびその仲介業務ならび

にそれらに関連するコンサルティング業務

7. 市場調査、事業企画に関わるコンサルティ

ング業務 

8. 不動産の売買、賃貸、管理、仲介、斡旋お

よびこれらの代理ならびにコンサルティン

グ業務 

9. 工業所有権・ノウハウ・著作権その他無形

財産・ソフトウェアの取得、企画、開発、

保全、利用、仲介および譲渡 

10. 食料品製造業 

11. 飲料・飼料製造業 

12. 繊維工業 

13. 木材・木製品製造業 

14. 家具・装備品製造業 

15. 繊維・衣服・身の回り品等販売業 

16. 飲食料品販売業 

17. 建築材料、鉱物・金属材料等販売業 

18. 機械器具販売業 

19. 酒類の販売業 

20. 医薬品・医薬部外品・医療用具・薬剤・医

療補助品・化学工業薬品・福祉用具・介護用品

および衛生用品の販売業 

21. 化粧品の販売業 

22. 無店舗販売業 

23. 宿泊業 

24. 飲食店業 

25. 持ち帰り・配達飲食サービス業 

26. 自動車その他車両およびこれらの部品の販

売ならびに整備業 

27. 書籍・雑誌・新聞等の印刷物および電子出

版物の企画、開発、製作、輸出入、売買および



 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

10. 前各号に付帯関連する一切の業務 

 

賃貸 

28. ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・コンパクトディス

ク・ビデオテープ等を媒体とする映像ソフト・

音声ソフトおよびレコード・音楽テープ等の録

音物の企画、開発、製作、輸出入、売買および

賃貸 

29. イベントの企画、制作および主催 

30. 古物営業 

31. インターネットホームページ等を媒体とす

る仮想店舗の経営 

32. 写真業、印刷・複写業、クリーニング業、

理容業および美容業 

33. 海外商取引の代理ならびに輸出入およびそ

の代理業 

34. 貨物自動車運送事業および貨物利用運送事

業 

35. 運輸に附帯するサービス業 

36. 広告宣伝の情報媒体の販売 

37. インターネット等の通信システムを利用し

た情報の収集、処理および販売ならびに各種情

報サービス 

38. コンピューターハードウェア、ソフトウェ

アの販売、輸出入および賃貸ならびにその取次

業 

39. 各種催物チケットの販売ならびにこれに関

する情報の提供および仲介 

40. 損害保険代理店業 

41. 生命保険の募集に関する業務 

42. 建築ならびに土木の設計管理および施工 

43. 店舗の企画開発および運営管理業務受託 

44. 清掃業 

45. 廃棄物の処理および再生処理業 

46. 有料職業紹介・労働者派遣業 

47. 教育、学習支援業

48. 前各号に付帯関連する一切の業務 

 

（株券の発行） 

第７条  当会社の株式については、株券を 

発行する。 

 

（株主名簿管理人） 

 第８条  当会社は、株主名簿管理人を置く。

    

 

（削除） 

 

 

（株主名簿管理人） 

第７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、取締役会の決議をもって

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、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９条 （条文省略） 

 

（基準日） 

 第10条  当会社は毎年９月30日の 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（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

を行使することができる株主とす

る。 

2  前項その他本定款に別段の定めが

ある場合を除き、必要があるときは、

取締役会の決議により、あらかじめ

公告のうえ、一定の日の 終の株主

名簿に記載または記録された株主を

もって、その権利を行使することが

できる株主または登録株式質権者と

することができる。 

 

第11条 （条文省略） 

  ～  

第39条 （条文省略） 

 

（新設） 

 

2  株主名簿管理人およびその事務取

扱場所は、取締役会の決議をもって

定め、これを公告する。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 
第８条 （現行どおり） 

 

（基準日） 

 第９条  当会社は毎年９月30日の 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。 

 

    2 （現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10条 （現行どおり） 

  ～ 

第38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 

扱わせ、当会社においては取扱わな 

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条ないし本条は、平成22

年１月６日をもってこれを削除す

る。

 



 

（3）日程 

    定款変更のための定時株主総会開催日  平成 21 年 12 月 22 日（予定） 

   定款変更の効力発生日         平成 21 年 12 月 22 日（予定） 

 

 ３ 第２号議案 取締役５名選任の件について 

    第 25 期定時株主総会終結の時をもって取締役全員（４名）は任期満了となりますので、取締 

   役５名の選任を付議するものであります。 

    取締役候補者は、次のとおりであります。     

 

  （1）重任取締役候補者 

    川合 アユム   （現 代表取締役社長） 

    角  祐一郎   （現 取締役） 

    竹原 敬二    （現 取締役） 

    松原 由高    （現 取締役） 

 

（2）新任取締役候補者 

氏名 

(生年月日) 

略歴及び重要な兼職状況 

 

堀田 政和 

（昭和43年11月20日生） 

平成３年４月 ㈱バイテック入社 

平成11年２月 ㈱スィンク設立 代表取締役（現任） 

平成14年５月 ㈱ポイント設立 代表取締役（現任） 

平成14年５月 ㈱エリート設立 代表取締役（現任） 

平成20年４月 ㈱政 代表取締役（現任） 

 

４ 第３号議案 監査役１名選任の件について 

   第 25 期定時株主総会終結の時をもって監査役 安原誠吾氏は辞任されますので、監査役１名の 

  選任を付議するものであります。 

   なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。 

   監査役候補者は、次のとおりであります。 

 

氏名 

(生年月日) 

略歴及び重要な兼職状況 

 

土井 充 

（昭和22年７月１日生） 

昭和55年３月 公認会計士開業 

昭和58年３月 税理士登録 

平成15年５月 ㈱やすらぎ 監査役就任（現任） 

平成17年６月 シグマ・ゲイン㈱監査役就任（現任） 

平成17年６月 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス㈱監査役就

       任（現任） 

平成21年６月 ㈱コジマ監査役就任（現任） 

 

以 上 


