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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成22年５月10日開催の取締役会において、平成22年５月25日開催予定の第９回定時株主

総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

記 
１．変更の理由 

（１）当社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開および事業内容

の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）の条項を変更および追加するものでありま

す。 

（２）代表取締役および役付取締役に関する規定を、一部変更するものであります。 

    

２．定款変更の内容 

  定款変更の内容は、別紙の通りであります。 

 

３． 定款変更の日程 

定款変更のための株主総会開催予定日 平成22年５月25日 

定款変更の効力発生日        平成22年５月25日 

 

以  上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【別紙】 
（下線部が変更箇所） 

現行定款 変更案 

  

第１章 総 則 第１章 総 則 

第１条 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 １ 企業経営に関する以下のコンサルティングならびに代
行業務 

①人材の募集・採用・育成・教育・研修等の人事管理
業務 

②給与、社会保険、資金管理、計算事務、記帳、入力
等の経理業務 

③マーケットに関する調査、分析、企画等のマーケテ
ィング業務 

企業経営および人材の募集・採用・育成に関するコン
サルティングならびに代行業務 

④営業譲渡、資産売買、資本参加、業務提携および合
併等の企業戦略 

２ 店舗の企画・開発・運営に関するコンサルティング ２ 店舗開発およびフランチャイズチェーン等の多店舗展
開に関する企画、立案、運営に関するコンサルティン
グ 

３ 外食産業、人材育成の教育研修事業、フィットネスク
ラブおよびアスレチッククラブに関するフランチャイ
ズチェーンシステムの企画、立案、運営 

（削除） 

４ 人材育成の教育研修事業 （削除） 

５ 雇用に伴う給与、社会保険等の経理業務および人事管
理に関するコンサルティング 

（削除） 

６ 情報収集・提供サービス業ならびに情報処理サービス
業 

３ 情報収集・提供サービス業ならびに情報処理サービス
業 

７ コンピューターシステム・ソフトウエアの企画、設計、
開発、保守、販売およびレンタル 

４ コンピューターシステム・ソフトウエアの企画、設計、
開発、保守、販売およびレンタル 

８ ５ 以下の一般消費者向けサービス店舗または施設等の経
営 

 ①食堂、喫茶、居酒屋等の飲食店・ ゴルフ場、スキ
ー場、マリンクラブ、ディスコ、カラオケ店、フィ
ットネスクラブ、アスレチッククラブ等のスポー
ツ・遊技施設 

 ②カルチャーセンター、結婚式場等の文化施設 

 ③ホテル、旅館等の宿泊施設 

 ④コンビニエンスストア等の小売店 

 ⑤理容室、美容室 

 

飲食店、喫茶店、カルチャーセンター、結婚式場、ホ
テル、旅館、フィットネスクラブおよびアスレチック
クラブの経営 

⑥映像・音楽・ゲーム等の記録媒体のレンタルおよび
販売店 

９ 外食産業・飲食店業・ホテル業・ブライダル業に関す
る専門学校の経営 

６ 外食産業・飲食店業・ホテル業・ブライダル業に関す
る専門学校 

10有料職業紹介事業 ７ 有料職業紹介事業 

11一般および特定労働者派遣事業 ８ 一般および特定労働者派遣事業 

12携帯電話の代理店業 （削除） 

13NPO活動 （削除） 

14広告代理業 ９ 広告代理店業 

15出版物の企画、発行ならびに販売 10出版物の企画、発行ならびに販売 

16商業施設の開発および売買 （削除） 

17不動産の売買、保有、賃貸管理、賃貸借およびその仲
介、斡旋業務 

11不動産の売買、保有、賃貸およびその仲介ならびに管
理業務 

18企業に対する投資・融資およびその斡旋ならびに代行
業務 

12企業に対する投資・融資およびその仲介ならびに代行
業務 

19投資事業組合財産持分の募集および販売ならびにその
取扱い 

13投資事業組合財産持分の募集および販売 

20投資事業組合財産の運営および管理 14投資事業組合財産の運営および管理 

21各種債権の売買、売買仲介、管理、立替払、債務の保
証・引受けおよびその他の金融業務 

（削除） 

22総合リース業 15総合リース業 

23実用新案権、特許権、意匠権、商標権の保有、利用、
売買および許諾 

16実用新案権、特許権、意匠権、商標権の保有、利用、
売買および許諾 

24ビジネスモデル特許の保有および売買 （削除） 



25損害保険代理店業務および生命保険の募集に関する業
務 

17損害保険代理店業務および生命保険の募集に関する業
務 

26食料品、清涼飲料の製造、加工、販売および輸出入 18食料品等の製造、加工、販売および輸出入 

27広告・宣伝の情報媒体、キャラクター商品の企画製作
および販売 

19広告・宣伝にかかる商品の企画、製作および販売 

28スポーツ用品、一般雑貨、事務用品、酒類の販売およ
び輸出入 

（削除） 

29古物の売買業 20古物の売買業 

30建物の内装工事業 （削除） 

31家具・インテリア用品の輸入および販売 （削除） 

32内、外装材料および建築資材の販売 （削除） 

33建築工事および設備工事の請負、設計および監理 （削除） 

34給水、排水設備機器の販売および設置 （削除） 

35不動産に関するコンサルタント業 21不動産に関するコンサルタント業 

36情報通信サービスの提供 （削除） 

37理容室、美容室の経営 （削除） 

38カラオケ店の経営 （削除） 

39業務用厨房機器の販売および設置 22以下の商品の販売および設置ならびにこれらの代行業 
①厨房機器、什器・備品 
②空調機器 
③情報通信機器 
④店舗または施設に必要な設備 

40店舗用什器・備品の販売および設置ならびにこれらの
代行業 

（削除） 

41貸金業・融資の斡旋・保証ならびにこれらの代行業 23貸金業・融資の斡旋・保証ならびにこれらの代行業 

42有価証券の売買、運用、投資、保有、売出しの取扱い
および投資顧問業 

（削除） 

43企業の営業譲渡、資産売買、資本参加、業務提携およ
び合併に関する斡旋ならびに仲介 

（削除） 

44コンビニエンスストアの経営 （削除） 

45映像・音楽・ゲーム等の記録媒体の賃貸および販売 （削除） 

46第３号から第４号、第６号から第34号、第36号から第
45号に関するコンサルティング 

（削除） 

47フランチャイズチェーン店への経営および技術指導 （削除） 

48マーケティングに関する企画、調査、研究およびコン
サルタント業 

（削除） 

49飲食店、娯楽施設、スポーツ施設、宿泊施設等の利用
の斡旋ならびに利用情報の提供 

24飲食店、娯楽施設、スポーツ施設、宿泊施設等の利用
の斡旋ならびに利用情報の提供 

50ゴルフ場、スキー場、マリンクラブ、ディスコ、その
他各種スポーツ・遊技施設の企画、運営 

（削除） 

51空調機器の販売および設置 （削除） 

52情報通信機器の販売および設置 （削除） 

53信用調査業務 （削除） 

54資金管理業務 （削除） 

55計算事務代行業務 （削除） 

56記帳、入力代行業務 （削除） 

57割賦購入斡旋業務 25割賦購入斡旋業務 

58前各号に附帯または関連する一切の業務 26前各号に附帯または関連する一切の業務 

    

第３条～第９条 （省略） 第３条～第９条 （現行どおり） 

    

    

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

第10条 （省略） 第10条 （現行どおり） 

    

（招集権者および議長） （招集権者および議長） 

第11条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取
締役会の決議によって、代表取締役社長が招集する。
代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締
役会規程において定めた順序により、他の取締役が招
集する。 

第11条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取
締役会の決議によって、社長が招集する。社長に事故
があるときは、あらかじめ取締役会規程において定め
た順序により、他の取締役が招集する。 

  ２ 株主総会においては代表取締役社長が議長となる。代
表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役
会規程において定めた順序により、他の取締役が議長
となる。 

  ２ 
 

株主総会においては、社長が議長となる。社長に事故
があるときは、あらかじめ取締役会規程において定め
た順序により、他の取締役が議長となる。 

    



第12条～第15条 （省略） 第12条～第15条 （現行どおり） 

  

  

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会 

第16条～第20条 （省略） 第16条～第20条 （現行どおり） 

    

（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役） 

第21条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選
定する。 

第21条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選
定する。 

  ２ 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。   ２ 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。 

  ３ 取締役会は、その決議によって、代表取締役社長１名
を選定し、また、必要に応じ、取締役会長１名および
取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選
定することができる。 

  ３ 取締役会は、その決議によって、社長１名を選定し、
また、必要に応じ、取締役会長１名および取締役副社
長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定すること
ができる。 

  

（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長） 

第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代
表取締役社長が招集し、議長となる。代表取締役社長
に事故があるときは、あらかじめ取締役会規程におい
て定めた順序により、他の取締役が招集し、議長とな
る。 

第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社
長が招集し、議長となる。社長に事故があるときは、
あらかじめ取締役会規程において定めた順序により、
他の取締役が招集し、議長となる。 

    

第23条～第48条 （省略） 第23条～第48条 （現行どおり） 

 


