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ニッポン・ニュー・マーケット―｢ヘラクレス｣ 平成21年2月26日 

 各 位 

 会社名           ターボリナックス株式会社 代表者の役職氏名 代表取締役社長 矢野 広一 （コード番号 3777 大証HC） 問合せ先      取締役財務統括 佐藤 浩二 

03-5766-1892 

 

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ定款の一部変更に関するお知らせ定款の一部変更に関するお知らせ定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 21 年 3 月 26 日開催予定の第 15期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. 変更の理由 

(1) 「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）の施行に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正及び追加等所要の変更を行うものであります。 （現行定款 第7条、第9条第3条、第9条、第10条、第11条、第13条及び第46条の変更、附則 第
1条、第2条、第3条の新設） 

(2) 本日、別途開示しております「会社分割による持株会社体制への移行及び商号の変更に関するお知らせ」にございますように、当社は新設分割方式にて、平成21年5月1日（予定）を効力発生日として、持株会社体制に移行いたします。それに伴い商号及び目的の変更をするものであります。 （現行定款 第1条、第2条、第6条及び第33条第3項と第4項の変更、附則 第4条の新設） 
(3) 上記変更に伴い、一部字句の修正や条数の調整等、規定の整備を行うものであります。 

 

2. 変更の内容 定款変更の内容は別紙のとおりです。 

 

3. 日程 

(1) 定款変更のための株主総会開催日    平成21年3月26日（木） 
(2) 定款変更の効力発生日           平成21年3月26日（木） なお、第 1条及び第 2条につきまして、平成 21年 3月 26日開催予定の第 15期定時株主総会において、当社を分割会社とする新設分割に関する議案が承認され、かつ当該新設分割の分割期日（平成

21年5月1日（予定））の到来をもって効力が発生するものとします。 以上
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現 行 定 款 変 更 案 第第第第1章章章章 総総総総    則則則則 第第第第1章章章章    総総総総    則則則則 （商号） （商号） 第1条 当会社は、ターボリナックス株式会社と称し、英文にて
Turbolinux, Inc. と表記する。 

第1条 当会社は、TL ホールディングス株式会社と称し、英文にて
TL Holdings Corporation と表記する。 （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る。 第2条 当会社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社及び外国の会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。 

(1) コンピューター、通信機器及び周辺機器のソフトウェアの開発、輸出入及び販売 

(1) コンピューター、通信機器及び周辺機器のソフトウェアの開発、製造、輸出入及び販売 

(2) コンピューター、通信機器及び周辺機器のハードウェアの開発、輸出入及び販売  

(2) コンピューター、通信機器及び周辺機器のハードウェアの開発、製造、輸出入及び販売 

(3) コンピューター、通信機器及び周辺機器のリース (3) （現行どおり） 
(4) 情報通信システム・ソフトウェアの企画、設計、開発、運用、保守及びこれらのコンサルティングに関する業務 

(4) （現行どおり） 
(5) 情報通信システム上の商品・サービス販売システムの企画、設計、開発、運用、保守及びこれらのコンサルティングに関する業務 

(5) （現行どおり） 
(6) インターネット等を利用した通信販売業ならびに情報提供の仲介 

(6) （現行どおり） 
(7) インターネット等における代金決済システムの運用及び導入代行業務 

(7) （現行どおり） 
(8) 情報通信関連事業への投資ならびにこれら企業の合併、提携、営業権、有価証券の譲渡に関するコンサルティング、仲介、斡旋に関する業務  

(8) 情報通信関連事業への投資ならびにこれら企業の合併、提携、事業譲渡、資本参加等に関するコンサルティング、仲介、斡旋に関する業務 

(9) 電気通信事業 (9) （現行どおり） 
(10) 書籍、雑誌等の出版及び販売 (10) （現行どおり） 
(11) 経営ならびに販売推進等に関するコンサルティング業務 (11) （現行どおり） 
(12) 各種情報提供サービスならびに広告代理業務  (12) 各種情報提供サービス、広告及び広告代理業務 

(13) コールセンター業務（電話受信発信事務代行業） (13) （現行どおり） 
(14) イベントの企画・運営 (14) イベント・旅行等の企画・運営 

(15) 労働者派遣事業 (15) （現行どおり） 
(16) 古物の売買 (16) （現行どおり） 
 （新設） (17) 有料職業紹介業 

 （新設） (18) コンピューターシステムのコンサルタント業 

 （新設） (19) コンピューターのシステム及び操作に関する教育 

 （新設） (20) 通信機器、電子部品及び家庭用電気製品の製造及び販売 

 （新設） (21) インターネットショッピングモールの運営、関連する輸出入サービス及び物流サービスの提供 

 （新設） (22) 工業所有権、著作権等の知的所有権の取得及び使用許諾に関する事業 

 （新設） (23) インターネットを利用した映像、音楽等の情報提供サービスの企画、運営 

 （新設） (24) 情報処理サービス業及び情報提供サービス業 

 （新設） (25) 映像、音楽作品の販売 

 （新設） (26) 音楽楽曲の利用の開発 

 （新設） (27) 書籍・雑誌その他印刷物及び電子出版物の企画、制作及び販売 
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 （新設） (28) CD、DVD 等の映像、音声媒体の企画、制作及び販売並びにこれらに記録された映像、音声等デジタルコンテンツの配信 

 （新設） (29) 電子マネー及びその他の電子的価値情報（物品、情報又はサービス等の購入、利用若しくは交換に用いることができるもの）の発行、販売及び管理 

 （新設） (30) 通信システムによる情報の収集・処理及び販売 

 （新設） (31) 有価証券の保有、運用及び管理 

(17) 前各号に附帯する一切の業務 (32) （現行どおり） 
 （新設） 2. 当会社は、前項各号の事業又はそれらに附帯関連する一切の事業を営むことができる。 第3条～第5条 （省略） 第3条～第5条 （現行どおり） 
  第第第第2章章章章    株式株式株式株式 第第第第2章章章章    株式株式株式株式 （発行可能株式総数） （発行可能株式総数） 第6条 当会社の発行可能株式総数は、348,000株とする。 第6条 当会社の発行可能株式総数は、478,000株とする。 （株券の発行）  第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。  （削除） 第8条 （省略） 第7条 （現行どおり） （株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ２  株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 ３ 当会社の株主名簿、実質株主名簿、株券喪失登録及び新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿、実質株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを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8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ２  株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 

 （削除） 
（株式取扱規程） （株式取扱規程） 第10条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 

第9条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。  

  第第第第3章章章章    株主総会株主総会株主総会株主総会 第第第第3章章章章    株主総会株主総会株主総会株主総会 （招集の時期） （招集の時期） 第1１条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日から3ヶ月以内にこれを召集し、臨時株主総会は、必要あるときにこれを招集する。 

第10条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日から 3 ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときにこれを招集する。 第12条 （省略） 第11条 （現行どおり） （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主（実質株主を含む。以下同じ）に対して提供したものとみなすことができる。 

第12条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 第14条～第18条 （省略） 第13条～第17条 （現行どおり） 
  第第第第4章章章章    取締役及び取締役会取締役及び取締役会取締役及び取締役会取締役及び取締役会 第第第第4章章章章    取締役及び取締役会取締役及び取締役会取締役及び取締役会取締役及び取締役会 第19条～第30条 （省略） 第18条～第29条 （現行どおり） 
  第第第第5章章章章    監査役及び監査役会監査役及び監査役会監査役及び監査役会監査役及び監査役会 第第第第5章章章章    監査役及び監査役会監査役及び監査役会監査役及び監査役会監査役及び監査役会 
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第31条～第32条 （省略） 第30条～第31条 （現行どおり） 第33条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。  ２ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。  ３ 会社法第 329 条第２項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。  ４ 前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。 

第32条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。  ２ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。  ３ 会社法第 329 条第２項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。  ４ 前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。ただし、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会開始の時を超えることはできない。 第34条～第40条 （省略） 第33条～第39条 （現行どおり） 
  第第第第6章章章章    会計監査人会計監査人会計監査人会計監査人 第第第第6章章章章    会計監査人会計監査人会計監査人会計監査人 第41条～第44条 （省略） 第40条～第43条 （現行どおり） 
  第第第第7章章章章    計算計算計算計算 第第第第7章章章章    計算計算計算計算 第45条 （省略） 第44条 （現行どおり） （期末配当） （期末配当） 第46条 当会社は株主総会の決議によって毎年12月31日の最終の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を支払う。 

第45条 当会社は株主総会の決議によって毎年12月 31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を支払う。 第47条～第48条 （省略） 第46条～第47条 （現行どおり） 
  （新設）（新設）（新設）（新設） 附附附附        則則則則 

 （新設） 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え置き、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。 

 （新設） 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。 

 （新設） 第3条 本附則第１条乃至本条は、平成 22 年１月６日をもってこれを削除する。 

 （新設） 第4条 定款第1条（商号）及び第2条（目的）の変更については、当会社第15期定時株主総会において、当会社を分割会社とする新設分割に関する議案が承認され、かつ当該新設分割期日の到来をもって効力が発生するものとし、本条は当該分割期日をもって削除する。 

 


