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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成29年５月22日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成29年

６月21日開催予定の当社第22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．定款の一部変更の理由  

（１）当社事業の現状に即し、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（目的）につきまして、変更を行うものであ

ります。 

（２）第16条第２項は所要の文言修正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．効力発生日  

平成29年６月21日（当社第22回定時株主総会開催予定日） 

 

以上 

 



（別紙） 

定款変更の内容 

現 行 定 款 変 更 案 

第１条 （省略） 
 
（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営む事を目
的とする。 
1. 市外電話加入者に対する通信提供サ
ービス 
2. 電気通信事業関連の通信提供サービ
ス 
3. 電話による事務連絡の取次サービス
業 
4. 電話による情報提供サービス 
5. 市外電話通信回線利用加入者の募 
集及びその利用権販売促進に関す 
る代理店業 

第１条 （現行のとおり） 
 
（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営む事を目
的とする。 
1. 電話及びインターネット等、電気通
信事業関連の通信提供サービス 

（削除） 
 

（削除） 
 

（削除） 
（削除） 

 
 

6. 国際電話サービス利用に関する代理
店業務 
7. コンピューターによる計算業務の受
託並びにシステム運営管理の受託 
 
8. 生産、販売、財務等経営に関するコン
サルティング 

（削除） 
 
2. 情報システム及び通信システムに関
するコンサルティング、企画、構築並び
に運営管理 
3. 生産、販売、財務等経営に関するコン
サルティング 

9. コンピューター機器の販売及びサポ
ート業務 
 
10. 事務機器及び通信機器の販売と賃貸
並びに製造 

4. コンピューター、事務機器、電気通信
機器及びこれらの周辺機器の販売、賃貸、
保守又はサポート業務 

（削除） 

11. 事務機器等の販売の仲介・斡旋 5.  コンピューター、事務機器、電気通
信機器及びこれらの周辺機器の販売の仲
介・斡旋 

12. 電話加入権の売買 （削除） 
13. 宅地建物取引業 6. 宅地建物取引業 
14. 内装仕上工事業 7. 内装仕上工事業 
15. 電気通信工事業 8. 電気通信工事業 
16. 電気工事業 9. 電気工事業 
17. インテリア用品の販売 10. インテリア用品の販売 
18. 事務機器及び通信機器の中古製品の
売買 

11. 事務機器、電機通信機器及びこれら
の周辺機器の中古製品の売買 

19. 建築工事業 12. 建築工事業 
20. 有料職業紹介業 13. 有料職業紹介業 
21. 一般労働者派遣業 14. 一般労働者派遣業 
22. 建具工事業 15. 建具工事業 
23. 第一種貨物利用運送業務 16. 第一種貨物利用運送業務 
24. 損害保険代理店業 17. 損害保険代理店業 
25. 生命保険の募集に関する業務 18. 生命保険の募集に関する業務 
26. 支払事務代行業務及び請求事務代行
業務 

19. 支払事務代行業務及び請求事務代行
業務 

27. ＬＥＤ照明等環境関連機器並びにそ
の周辺機器・部品の販売、施工、保守及
び賃貸 

20. ＬＥＤ照明等環境関連機器及びその
周辺機器・部品の販売、施工、保守又は
賃貸 

28. 自然冷媒を用いた冷蔵冷凍装置の販
売、施工、保守及び賃貸 

21. 自然冷媒を用いた冷蔵冷凍装置の販
売、施工、保守及び賃貸 

29. 有価証券の運用、投資、売買保有 22. 有価証券の運用、投資、売買保有 
30. 各種金融商品の企画、開発、販売 23. 各種金融商品の企画、開発、販売 
31. 投資業並びに投資顧問業 24. 投資業並びに投資顧問業 
32. 国内外投資先の斡旋、仲介業務 25. 国内外投資先の斡旋、仲介業務 
33. ホームページの製作及び販売 26. ホームページの制作及び販売 
34. アプリケーションの開発及び販売 27. アプリケーションの開発及び販売 
35. 書籍の出版 28. 書籍の出版 
36. 電子書籍の出版及び販売 29. 電子書籍の出版及び販売 
37. 広告の企画・制作及び広告代理店業
務 

30. 広告の企画・制作及び広告代理店業
務 



現 行 定 款 変 更 案 

38. 各種コンサルティング業務 31. 各種コンサルティング業務 
39. 高度管理医療機器等の販売及び賃貸 32. 高度管理医療機器等の販売及び賃貸 

（新設） 33. インターネットに接続したストレー
ジサーバ、ウェブサーバ、メールサーバ
又はその他の電気通信設備及びこれらの
周辺機器を顧客に利用させる業務  

（新設） 34. 業務の委託者と受託者の媒介 
（新設） 
（新設） 

35．インターネットメディアの運営 
36. データ入力、文書管理及びその他の
事務作業の代行業務 

（新設） 37. 講演会、イベントの企画及び運営 
40. 前各号に附帯する一切の業務 38. 前各号に関連又は附帯する一切の業

務 
第３条 （省略） 
 ～ 
第15条 （省略） 
 
（決議の方法） 
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款
に別段の定めがある場合を除き、出席し
た議決権を行使することができる株主の
議決権の過半数をもってこれを行う。 
2 会社法第309条第２項定めによる決議
は、議決権を行使することができる株主
の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、その議決権の３分の２以上をも
ってこれを行う。 
 
第17条 （省略） 
 ～ 
第42条 （省略） 
 
 

第３条 （現行のとおり） 
 ～ 
第15条 （現行のとおり） 
 
（決議の方法） 
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款
に別段の定めがある場合を除き、出席し
た議決権を行使することができる株主の
議決権の過半数をもってこれを行う。 
2 会社法第309条第２項の定めによる決
議は、議決権を行使することができる株
主の議決権の３分の１以上を有する株主
が出席し、その議決権の３分の２以上を
もってこれを行う。 
 
第17条 （現行のとおり） 
 ～ 
第42条 （現行のとおり） 
 
 

 

 
        

 


