
 

平成 22 年 11 月 16 日 

各  位 

会 社 名：株式会社夢真ホールディングス 

（コード：2362 JASDAQ，S） 

代表者名：代表取締役会長兼社長 佐藤 真吾 

問合せ先：取締役 矢島 英一 

（ T E L：03－5981－0672） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年 11 月 16 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 22 年 12 月 15 日

開催予定の第 32 回定時株主総会に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. 定款変更の目的 

当社及び子会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、子会社を含めた今後の事業

展開及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）について所要の変更を行うもので

あります。 

 

2. 定款変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおりです。 

 

3. 日程 

定款変更のための株主総会開催日    平成 22 年 12 月 15 日 

定款変更の効力発生日         平成 22 年 12 月 15 日 

 

以  上 
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変更内容
（下線は変更部分を示します。）

現　行　定　款 変　更　案

第１章　総　則 第１章　総　則

（目　　的） （目　　的）

第２条　当社は、次の事業を営むことを目的とする。 第２条　現行どおり

1. 有価証券の保有、売買、投資ならびに運用業務 1. 労働者派遣業

2. 資産運用および管理にかかわるコンサルティング業務 2. 有料職業紹介業

3. 関係会社および関連各種企業に対する経営指導および業
務受託

3. 貸金業

4. 金銭の貸付、その代理および貸借の媒介ならびに保証 4. 電子、精密機器、車輛、什器等の賃貸、リース売買及び
保守管理事業

5. 特許権、商標権、実用新案権、意匠権および著作権の取
得、貸与ならびに売買

5. 外国取引法における外国為替取引に係る通貨、金融商品
の売買、売買取引の受託、仲介、代理並びに取引に係る

6. 不動産の賃貸、売買、管理並びに土地造成販売 6. 産業廃棄物の収集運搬業

7. 生命保険の募集、加入見込者の紹介及び集金業務 7. 大気水質分析及び配管等の洗浄事業

8. 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外
国市場証券先物取引及び有価証券店頭デリバティブ取引

8. 教育に関する企画運営及び教材の作成販売事業

9. 有価証券の売買等の媒介、取次及び代理並びに有価証券
市場（外国市場を含む）における有価証券の売買等の委
託の媒介、取次及び代理

9. 建設業

10. 有価証券の引受け、募集及び売出しその他証券業に関す
る業務

10. 建設業に係る検査、算出事業

11. 有価証券の私募の取扱い 11. 土木建設請負業

12. 有価証券に関する保護預り、貸借その他の証券業に付随
する業務

12. 会社経営、労務管理コンサルティング事業

13. 有価証券に関する常任代理業務 13. M&A事業

14. 外国為替及び外国貿易法における外国為替取引等に係る
通貨及び金融商品の売買並びに売買取引の受託、仲介並
びに代理、取次業務

14. 情報処理サービス事業

15. 株式事務の取次、株式投資業務 15. IT事業

16. 公社債の払込金の受入れ及び元利金支払いの代理業務 16. 広告、編集、出版及び印刷業

17. 保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付 17. 就職相談及び各種公演・講習会の企画運営事業

18. 前各号に掲げる業務以外の証券取引法による証券業 18. 住宅環境設備機器の設計、設置、販売、取付工事並びに
保守事業

1919. 信託業務信託業務 1919. 工業用機械の設計 設置 販売 取付工事並びに保守事工業用機械の設計、設置、販売、取付工事並びに保守事

20. 有価証券に関連する情報の提供又は助言 20. 工業用薬品の販売事業

21. 投資コンサルタント業 21. 翻訳業

22. 建築設計事務所の経営及び建設コンサルタント業 22. スポーツ施設、健康トレーニング施設、教育施設、ホテ
ルその他の宿泊施設、飲食店等の経営

23. 住宅検査業 23. 通信事業者に関する販売企画・営業支援・工事請負事業

24. 新築及び引渡し済住宅の監視業務 24. 信託事業

25. 不動産に関するコンサルタント業務 25. 特許権、商標権、実用新案権、意匠権及び著作権の取
得、貸与並びに売買

26. 清掃請負及びビルメンテナンス業 26. 販売促進に関する情報・資料の収集・企画及び販売並び
にコンサルタント業

27. 地盤調査業及び地質調査業 27. 清掃、建物・設備の保守管理、並びに保安警備等、ビル
管理業

28. 労働者派遣業 28. 不動産の賃貸、売買、管理、鑑定等不動産業

29. 有料職業紹介業 29. 不動産投資業

30. 労務コンサルタント業務 30. 生命保険、損害保険の募集、集金、代理店等保険事業

31. 経営コンサルタント業務 31. 有価証券の保有、売買、投資、引受、媒介、募集等の事

32. 損害保険代理店業 32. 日用品、雑貨、資材等の輸入及び販売業

33. 製本業、出版業、写真プリント業、版下写真植字業及び
編集代行業務

33. 会社・個人の信用調査事業

34. 広告業 34. 医療及び医療施設の経営に関するコンサルティング業

35. 電気工事 35. 医療施設の開業支援及び運営業務受託事業

36. 電気通信工事 36. 医事業務受託事業

37. ケーブルテレビ工事 37. 認可保育所及び認可外保育施設の企画、運営、運営受託
並びにコンサルティング

38. 各種建築設計及び建築積算事務 38. 保育所及び保育施設の設置に関する運営請負

39. 各種土木設計及び土木積算事務 39. 臨時保育施設の設営企画及び運営受託

40. 土木建築工事業 40. 保育に関する研修

41. 内装工事業 41. ベビーシッターサービス

42. 塗装工事業 42. レストランの運営及び運営受託

43. 機械器具設置工事 43. 上記に付随又は関連する一切の事業

44. ビル、住宅用設備機器の販売及び取付工事 （削　　除）

45. 空気調和設備の設計、施工及び保全 （削　　除）

46. 給排水、衛生設備の設計、施工及び保全 （削　　除）

47. 室内装飾の設計及び施工 （削　　除）

48. 人工降雪設備の設計、監督、施工請負、修理並びに保守 （削　　除）

49. 野菜予冷設備の設計、監督、施工請負、修理並びに保守 （削　　除）

50. ビールその他の酒類の製造設備の設計、監督、施工請
負 修理並びに保守、修理並びに保守

（削　　除）
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51. 消防設備の設計、施工及び保全 （削　　除）

52. 水処理プラント及び焼却プラント等の運転維持管理業務 （削　　除）

53. 水処理プラント及び焼却プラント等の設計施工並びに修
繕補修改造工事

（削　　除）

54. 工業用電気機器、水処理プラント用ポンプ、空気圧縮
機、送風機、工業薬品の販売

（削　　除）

55. 建築資材、住宅設備機器、室内装飾品の設計、製作、施
工、販売並びに輸出入

（削　　除）

56. 日用品・雑貨の輸出・輸入及び販売業務 （削　　除）

57. コンピュータ、事務用機器、医療機器、電気機器、ガス
機器、音響機器、厨房機器、製版機器、車輛及び運搬
具、飲食店用設備及び什器、家具等の賃貸、リース、売
買及び保守管理

（削　　除）

58. 販売促進に関する情報・資料の収集・企画及び販売並び
にコンサルタント業務

（削　　除）

59. コンピューターのソフトウェアの開発及び販売業務 （削　　除）

60. コンピューター及び周辺機器の製造、販売 （削　　除）

61. パソコンネットワークの企画・開発・運用及び販売事業 （削　　除）

62. 通信事業者に関する販売企画・営業支援・工事請負業務 （削　　除）

63. 情報処理サービス業 （削　　除）

64. 教育に関するカリキュラム・教材の作成、販売 （削　　除）

65. 就職相談及び各種講演会・講習会の企画運営 （削　　除）

66. セミナーの企画運営 （削　　除）

67. 産業廃棄物の収集運搬業務 （削　　除）

68. 大気水質等の分析業務並びに配管等の洗浄業務 （削　　除）

69. 会社・個人の信用調査 （削　　除）

70. 翻訳業 （削　　除）

71. 土木建設請負業 （削　　除）

72. 土木、建設工事の調査、企画、設計、監理、及びコンサ
ルティング業務の受託

（削　　除）

73. 建築用資材、機器及び機械装置の販売及び賃貸 （削　　除）

74. 建物の建築、販売 （削　　除）

75. 造園、園芸及び植樹に関する事業 （削　　除）

76. 建物及び設備の保守管理の受託、並びに保安警備の受託 （削　　除）

77. 製材並びに木材加工業 （削　　除）

78. 工業所有権、ノウハウ、コンピュータを利用した各種ソ
フトウェアの企画開発 取得 賃貸及び販売並びに情報フトウ アの企画開発、取得、賃貸及 販売並びに情報
サービス

（削　　除）

79. スポーツ施設、健康トレーニング施設、教育施設、ホテ
ルその他の宿泊施設、飲食店等の経営

（削　　除）

80. 住宅地商業用地の造成・開発及び分譲 （削　　除）

81. 住宅の建設及び販売 （削　　除）

82. 不動産鑑定業務 （削　　除）

83. 不動産及び不動産証券化商品に関する投資顧問業務 （削　　除）

84. ビル及び住宅用機器・厨房用機器、内装用資材の販売・
賃貸並びに仲介

（削　　除）

85. 投資事業組合財産、投資事業有限責任組合財産の運用及
び管理、並びに投資事業組合、投資事業有限責任組合へ
の出資

（削　　除）

86. 企業再生に関する一切の業務 （削　　除）

87. 不動産のリートの設定、運用及び販売に関する一切の業 （削　　除）

88. 務経営一般に関するコンサルティング業務 （削　　除）

89. 会社の合併及び技術、販売、製造等の提携の斡旋 （削　　除）

90. 投資顧問業 （削　　除）

91. 損害保険の募集に関する業務 （削　　除）

92. 金銭貸付業 （削　　除）

93. 企業の合併、提携、営業権の譲渡等の調査、企画及びそ
れらの斡旋、仲介及びコンサルタント業務

（削　　除）

94. 前各号に付帯もしくは関連する一切の業務 （削　　除）
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