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（訂正）「持株会社体制移行に伴う会社分割及び定款一部変更に関するお知らせ」の
一部訂正について
当社が2021年７月13日に発表いたしました「持株会社体制移行に伴う会社分割及び定款一部変更に関
するお知らせ」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.

訂正の理由
定款及び定款変更の効力発生日につきまして、一部記載の追加、又は脱落がございましたので下記の

とおり訂正いたします。
2.

訂正の内容
訂正箇所には網掛けを付して表示しております。

（訂正前）
Ⅲ.

定款の一部変更

２．変更の内容
変更の内容は以下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

第１章 総則

第１章 総則

（商号）

（商号）

第１条 当会社は、株式会社NATTY SWANKYと

第１条

当会社は、株式会社NATTY

SWANKY

称し、英文では、NATTY SWANKY Co.,Ltd.と表示

ホ ー ル デ ィ ン グ ス と 称 し 、 英 文 で は 、 NATTY

する。

SWANKY holdings Co.,Ltd.と表示する。

（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

第２条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営むこ
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る。

と、ならびに当該各号に掲げる事業を営む会社および
これに相当する事業を営む外国会社の株式または持
分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配
または管理することを目的とする。

（１）飲食店の経営および運営

（１）飲食店の経営および運営

（２）食品および食材の販売

（２）食品および食材の販売

（３）建物の内装および外装の設計、施工

（３）建物の内装および外装の設計、施工

（４）不動産の売買、賃貸ならびに管理

（４）不動産の売買、賃貸ならびに管理

（５）広告業務の企画および代理業務

（５）酒類の輸出入、卸売、小売および通信販売

（６）飲食店のフランチャイズチェーン・システム

（６）広告業務の企画および代理業務

による店の加盟募集および情報提供ならびに指導

（７）飲食店のフランチャイズチェーン・システムに

助言業務

よる店の加盟募集および情報提供ならびに指導助言

（７）損害保険の代理店業務

業務

（８）人材育成のための各種セミナーの企画、指導

（８）損害保険の代理店業務

および運営ならびに教育事業

（９）人材育成のための各種セミナーの企画、指導お

（９）前各号に附帯する一切の事業

よび運営ならびに教育事業
（１０）前各号に附帯する一切の事業

第７章 計算

第７章 計算

（事業年度）

（事業年度）

第44条 当会社の事業年度は、毎年７月１日から翌

第44条 当会社の事業年度は、毎年２月１日から翌年

年６月３０日までとする。

１月３１日までとする。

（剰余金の配当）

（剰余金の配当）

第45条 当会社の期末配当の基準日は、毎年６月３

第45条 当会社の期末配当の基準日は、
毎年１月３１

０日とする。

日とする。

２

２

前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす

前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をする

ることができる。

ことができる。

（中間配当）

（中間配当）

第46条 当会社は、取締役会の決議により、毎年１

第46条 当会社は、取締役会の決議により、毎年７月

２月末日を基準日として中間配当をすることがで

末日を基準日として中間配当をすることができる。

きる。
附則
（新設）

（効力発生日）
第48条 第１条（商号）及び第２条（目的）
（ただし、
第２条（５）については除く。）の変更は、２０２１
年９月２８日開催予定の定時株主総会に付議される
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吸収分割契約承認の件が原案どおり承認可決される
こと及び上記吸収分割契約に基づく吸収分割契約の
効力が発生することを条件として、当該吸収分割契約
の効力発生日である２０２２年２月１日に効力が生
じるものとする。なお、本条は、効力発生日の経過を
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

2021年９月28日（予定）

定款変更の効力発生日

2022年２月１日（予定）

（訂正後）
Ⅲ.

定款の一部変更

２．変更の内容
変更の内容は以下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

第１章 総則

第１章 総則
（商号）

（商号）
第１条 当会社は、株式会社NATTY SWANKYと

第１条

当会社は、株式会社NATTY

SWANKY

称し、英文では、NATTY SWANKY Co.,Ltd.と表示

ホ ー ル デ ィ ン グ ス と 称 し 、 英 文 で は 、 NATTY

する。

SWANKY holdings Co.,Ltd.と表示する。

（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

第２条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営むこ

る。

と、ならびに当該各号に掲げる事業を営む会社および
これに相当する事業を営む外国会社の株式または持
分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配
または管理することを目的とする。

（１）飲食店の経営および運営

（１）飲食店の経営および運営

（２）食品および食材の販売

（２）食品および食材の販売

（３）建物の内装および外装の設計、施工

（３）建物の内装および外装の設計、施工

（４）不動産の売買、賃貸ならびに管理

（４）不動産の売買、賃貸ならびに管理

（５）広告業務の企画および代理業務

（５）酒類の輸出入、卸売、小売および通信販売

（６）飲食店のフランチャイズチェーン・システム

（６）広告業務の企画および代理業務

による店の加盟募集および情報提供ならびに指導

（７）飲食店のフランチャイズチェーン・システムに

助言業務

よる店の加盟募集および情報提供ならびに指導助言
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（７）損害保険の代理店業務

業務

（８）人材育成のための各種セミナーの企画、指導

（８）損害保険の代理店業務

および運営ならびに教育事業

（９）人材育成のための各種セミナーの企画、指導お

（９）前各号に附帯する一切の事業

よび運営ならびに教育事業
（１０）前各号に附帯する一切の事業

第３章 株主総会

第３章 株主総会

（定時株主総会の基準日）

（定時株主総会の基準日）

第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日

第13条

は、毎年６月30日とする。

は、毎年１月31日とする。

当会社の定時株主総会の議決権の基準日

第７章 計算

第７章 計算

（事業年度）

（事業年度）

第44条 当会社の事業年度は、毎年７月１日から翌

第44条 当会社の事業年度は、毎年２月１日から翌年

年６月３０日までとする。

１月３１日までとする。

（剰余金の配当）

（剰余金の配当）

第45条 当会社の期末配当の基準日は、毎年６月３

第45条 当会社の期末配当の基準日は、
毎年１月３１

０日とする。

日とする。

２

２

前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす

前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をする

ることができる。

ことができる。

（中間配当）

（中間配当）

第46条 当会社は、取締役会の決議により、毎年１

第46条 当会社は、取締役会の決議により、毎年７月

２月末日を基準日として中間配当をすることがで

末日を基準日として中間配当をすることができる。

きる。
附則
（新設）

（効力発生日）
第48条 第１条（商号）及び第２条（目的）
（ただし、
第２条（５）については除く。）の変更は、２０２１
年９月２８日開催予定の定時株主総会に付議される
吸収分割契約承認の件が原案どおり承認可決される
こと及び上記吸収分割契約に基づく吸収分割契約の
効力が発生することを条件として、当該吸収分割契約
の効力発生日である２０２２年２月１日に効力が生
じるものとする。なお、本条は、効力発生日の経過を
もってこれを削除する。
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3.

日程
定款変更のための定時株主総会

2021年９月28日（予定）

定款変更の効力発生日

第２条（５）、第13条、第44条、第45条及び第46条
2021年９月28日（予定）
第１条、第２条（第２条（５）については除く）
2022年２月１日（予定）
以
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上

