平成 18 年 6 月 15 日

株主各位
埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目 3 番 1 号
株式会社ゴルフ・ドゥ
代表取締役社長 伊東 龍也
第７回定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第７回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申し上げます。
尚、本総会の付議事項には、その決議に定足数を必要とする議案がございますので、当日ご出
席願えない場合は、後記の参考書類をご検討いただき、同封の委任状用紙に賛否を
ご表示、ご貴名ご記入、ご捺印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
１．日時

平成 18 年 6 月 30 日（金曜日）10 時

２．場所

株式会社ゴルフ・ドゥ 本社 1 階 大会議室
埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目 3 番 1 号（ＪＲ埼京線北与野駅下車）

３．会議の目的事項
報告事項 第 19 期（平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで）営業報告書、
貸借対照表及び損益計算書報告の件
決議事項
第 1 号議案 第 19 期（平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで）利益処分
案承認の件
第 2 号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」
に記載のとおりであります。
第３号議案 会計監査人選任の件
以上

（お願い）
当日、ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を、また法人の代表者の代理人の
方がご出席の場合には職務代行通知書をご用意のうえ、同封の委任状用紙に添えて会場受付まで
ご提出くださいますようお願い申し上げます。

2

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

１．議決権の代理行使の勧誘者

株式会社ゴルフ・ドゥ
代表取締役社長 伊東 龍也

２．総株主の議決権の数

１１，０２８個

３．議案および参考事項
第 1 号議案

第 19 期利益処分案承認の件

当期の利益処分案につきましては、企業間競争が激化するなかで経営体力をつけ、将
来の安定的な配当を可能にするために全額内部留保させていただき、新規出店費用に振
り向ける予定であります。

第 2 号議案

定款一部変更の件

変更の理由
（1）商号の英文名称を統一（大文字）表示とするため、変更案第１条を変更するもので
あります。
（2）現行の目的について不必要な条項を整理するため、変更案第２条第１項とし現行の
第２項及び第３項を削除するものであります。
（3）端株は今後も発生しないため、変更案第８条第３項、第９条、第３５条第１項及び
第３６条とし、端株の文言を削除するものであります。
（4）電子公告制度の導入のため商法等の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 87 号）
が、平成 17 年 2 月 1 日に施行されたことにより、電子公告制度の導入が可能になり
ましたので、変更案第５条とするものであります。
（5）取締役会決議によって取締役及び監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる制
度を導入することにより、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できる
よう変更案第２４条、第３３条を新設するものであります。
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（6）
「会社法」
（平成 17 年法律第 86 号、以下「新会社法」という。
）及び法務省令が平
成 18 年 5 月 1 日に施行されたことにより、次のとおり新設及び変更等をするもので
あります。
①定款に定めることによって、株主総会の招集に際しインターネットを利用する方
法で株主総会参考書類等を開示した場合は株主に対して提供したものとみなすこ
とが可能となったため、株主の皆様の利便性を高めるために、変更案第１４条を
新設するものであります。
②定款に定めることにより、取締役会における書面決議が可能となったため、より機
動的な意思決定をしていくことを目的に、変更案第２２条第２項を新設するもので
あります。
③会社法第 326 条第 2 項の規定に従い、当会社に設置する機関を定めるため、変更
案第４条を新設するものであります。
④その他、用語及び引用条文等について「会社法」に対応した変更を行うとともに、
上記の変更、新設に伴い条数の変更を行うものであります。

第３号議案 会計監査人選任の件
当社は株式上場準備における作業全般の指導、支援及び証券取引法第１９３条の２
に基づく財務計算に関する書類の監査を同社より受けており、新たに会計監査人の選
任をお願いしたいと存じます。
会計監査人の候補者は次の通りであります。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役全員の同意を得ております。
監査法人の名称：監査法人トーマツ
事務所の所在地：
主たる事務所

東京都港区芝浦四丁目 13 番 23 号 ＭＳ芝浦ビル

その他の事務所

(国内）札幌、仙台、盛岡、新潟、北関東、千葉、横浜、
長野、北陸、静岡、名古屋、岐阜、三重、京都、大阪、奈良、
和歌山、神戸、岡山、広島、松江、高松、松山、福岡、大分、熊本、
鹿児島、那覇
(海外）Deloitte Touche Tohmatsu

沿革：
昭和 43 年 ５月

設立
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駐在員派遣 約 40 都市

平成 ２年 ２月

監査法人トーマツに名称変更。国際会計事務所組織である
デロイト トウシュ トーマツに主要構成事務所として参加

監 査 関 与 会 社：3,717 社
証取法・商法特例法監査：911／証取法監査：113／商法特例法監査：
923／学校法人監査：126／労働組合監査：58／その他の法定監査：193
／その他の任意監査：1,393
出
構

資
成

金：1,584 百万円
人 員 ： 3,770 名

社員（公認会計士）
参与
職員
（公認会計士）
（会計士補）
(その他専門職員)
(事務職員)
合計

386
20
1,493
1,113
434
324
3,770 名

注：海外駐在員を含む。関係会社の人員を含まない。
（平成18年3月末日現在）

5

「株式会社ゴルフ・ドゥ」定款（案）
現行定款
定
第１章
（商

総

（目

款

則

号）

第1条

定
第１章
（商

総

款

則

号）

当会社は、株式会社ゴルフ・ドゥ 第１条

当会社は、株式会社ゴルフ・ドゥと

と称し、英文ではＧＯＬＦ・Ｄｏ

称し、英文ではＧＯＬＦ・ＤＯ Ｃ

ＣＯ.，ＬＴＤ.と表示する。

Ｏ．，ＬＴＤ．と表示する。

的）

第２条

変更案

（目

的）

当会社は、次の事業を営むことを 第２条

当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。

目的とする。
１．ゴルフ関連用品の販売及び中古ゴル

１．ゴルフ関連用品の販売及び中古ゴルフ

フクラブの買取・修理・賃貸借

クラブの買取・修理・賃貸借
２．ゴルフ用品の販売及び買取を目的とす

２．ゴルフ用品の販売及び買取を目的と

るフランチャイズチェーン店の加盟募

するフランチャイズチェーン店の加

集及び加盟店の指導

盟募集及び加盟店の指導
３．ゴルフ場及びゴルフ練習場の運営

３．ゴルフ場及びゴルフ練習場の運営及び

及び運営支援

運営支援
４．インターネットを利用したゴルフ関連

４．インターネットを利用したゴルフ関

商品の販売及び買取並びに各種情報サ

連商品の販売及び買取並びに各種情

ービスの提供､業務代理業

報サービスの提供､業務代理業

５．経営コンサルタント業務

５．経営コンサルタント業務

６．情報処理システムの企画開発及び保守

６．情報処理システムの企画開発及び保

管理業務

守管理業務

７．広告代理店

７．広告代理店

８．不動産の賃貸、売買、仲介並びに管理

８．不動産の賃貸、売買、仲介並びに管

９．損害保険代理業

理
９．損害保険代理業
10．前各項に附帯関連する一切の業務

② 当会社は、次の事業を営む会社の株
式を所有することにより、当該会社の

②及び③は削除
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事業活動を支配・管理することを目的
とする。
１. スポーツ用品の販売
２．前各号に関する中古品の売買
３．ニューメディアの情報の調査、研究
４．ニューメディアに関するシステム開発
５．インターネットを利用した各種情報提
供サービス
６．経営コンサルタント業務
７．不動産の賃貸、売買、仲介並びに管理
８．損害保険代理業
③ 前各項に附帯関連する一切の業務
（本店所在地）
第３条

（本店所在地）

当会社は、本店を埼玉県さいたま市 第３条

当会社は、本店を埼玉県さいたま市

におく。

に置く。
（機関）
第４条

当会社は、株主総会及び取締役のほ
か、次の機関を置く。

① 取締役会
② 監査役
③ 監査役会
④ 会計監査人
（公告をする方法）
第４条

（公告方法）

当会社の公告は、日本経済新聞に掲 第５条

当会社の公告方法は、電子公告とす

載してする。

る。ただし、事故その他やむを得な
い事由によって電子公告による公告
をすることができない場合は、日本
経済新聞に掲載して行う。

第２章

株

式

（発行する株式の総数）

第２章

株

式

（発行可能株式総数）
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第５条

当会社の発行する株式の総数は、 第６条

当会社の発行可能株式総数は、

４４，０００株とする。

４４，０００株とする。
（株券の発行）
第７条

当会社は、その株式に係る株券を発
行する。

（名義書換代理人）
第６条

（株主名簿管理人）

当会社は、株式及び端株につき名 第８条
義書換代理人をおく。

②

当会社は、株主名簿管理人をおく。
②

名義書換代理人及びその事務取扱

所は､取締役会の決議によって定め

場所は､取締役会の決議によって選

る。

定する。
③

株主名簿管理人及びその事務取扱場

③

当会社の株主名簿、
（実質株主名簿を

当会社の株主名簿及び端株原簿並

含む。以下同じ。
）新株予約権原簿お

びに株券喪失登録名簿は、名義書換

よび株券喪失登録名簿の作成ならび

代理人の事務取扱場所に備え置き、

に備置きその他の株主名簿、新株予

株式の名義書換、端株原簿の記載又

約権原簿および株券喪失登録名簿に

は記録、端株の買取り、その他株式

関する事務は、これを株主名簿管理

及び端株に関する事務は、これを名

人に委託し、当会社においては取扱

義書換代理人に取扱わせ、当社にお

わない。

いては取扱わない。
（基準日）
第７条

当会社は、毎年３月３１日の最終の

削除

株主名簿に記載又は記録された議決権
を有する株主をもって、その決算期の
定時株主総会において権利を行使すべ
き株主とする。
② 前項のほか、取締役会の決議により
あらかじめ公告して､臨時に基準日
を定めることができる
（株式取扱規程）
第８条

（株式取扱規程）

当会社の株券の種類並びに株式の名 第９条

当会社の株式に関する取扱い及び手

義書換、端株原簿の記載又は記録、

数料は､法令又は本定款のほか､取締

端株の買取り､その他株式及び端株

役会において定める株式取扱規程に
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に関する取扱い及び手数料は､法令

よる。

又は本定款のほか､取締役会におい
て定める株式取扱規定による。

第３章

株 主

総 会

第３章

株 主

総 会

（基準日）
第１０条

当会社は、毎年３月３１日の株主名
簿に記載又は記録された株主をもっ
て、定時株主総会において権利を行
使すべき株主とする。

（招

集）

第９条

（議

当会社の定時株主総会は、事業年度

度末日の翌日から３か月以内に招

末日の翌日から３か月以内にこれを

集し、臨時株主総会は、その必要

招集し、臨時株主総会は、その必要

に応じて招集する。

に応じて招集する。
（招集権者および議長）

株主総会の議長は、取締役社長が 第１２条

株主総会は、取締役社長が招集し、

これに当たる。取締役社長に事故

議長となる。

あるときは、あらかじめ取締役会

②

取締役社長に事故のあるときは、あ

の定める順序により、他の取締役

らかじめ取締役会の定める順序によ

がこれに代わる。

り、他の取締役がこれに代わる。

（決議の方法）
第１１条

集）

当会社の定時株主総会は、営業年 第１１条

長）

第１０条

（招

（決議の方法）

株主総会の決議は、法令又は定款 第１３条

株主総会の決議は、法令又は定款に

に別段の定めがある場合のほか、

別段の定めがある場合のほか、出席

出席した株主の議決権の過半数を

した議決権を行使することができる

もって決する。

株主の議決権 の過半数 をもって行
う。

②

②

商法第３４３条に定める特別決議

会社法第３０９条第２項の規定によ

は、総株主の議決権の３分の１以

る株主総会の決議は､議決権を行使

上を有する株主が出席し、その議

することができる株主の議決権の３

決権の３分の２以上をもって決す

分の１以上を有する株主が出席し､
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る｡

その議決権の３分の２以上をもって
行う｡
（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１４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
類および連結決算書類に記載または
表示すべき事項にかかわる情報を、
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。

（議決権の代理行使）
第１２条

②

（議決権の代理行使）

株主は、当会社の株主以外の者に 第１５条

株主は、当会社の議決権を有する他

議決権の行使を委任してはならな

の株主１名を代理人としてその議決

い。

権を行使することができる。

株主が議決権の行使を委任する場

②

合には、株主または代理人は株主

には、株主または代理人は株主総会

総会毎に代理権を証する書面を当

毎に代理権を証明する書面を当会社

会社に提出しなければならない。

に提出しなければならない。

（議事録）
第１３条

株主が議決権の行使を委任する場合

削除
株主総会における議事の経過の要

領およびその結果については､こ
れを議事録に記載または記録し､
議長および出席した取締役がこれ
に記名押印または電子署名を行な
う｡

第４章

取締役、監査役、代表取締役及び

第４章

取締役及び取締役会

取締役会
（取締役の員数）

（取締役の員数）
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第１４条

当会社の取締役は、７名以内とす 第１６条 （現行「第１４条」の通り）

る。
（取締役の選任方法）
第１５条

②

（取締役の選任方法）

当会社の取締役は、株主総会にお 第１７条

取締役は、株主総会において、議決

いて議決権のある総株主の議決権

権を行使することができる株主の議

の３分の１以上に当たる株式を有

決権の３分の１以上を有する株主が

する株主が出席し、その議決権の

出席し、その議決権の過半数の決議

過半数の決議によって選任する。

をもって行う。

取締役の選任決議は、累積投票に

②

（現行「１５条②」の通り）

よらない。
（任期）

（任期）

第１６条

取締役の任期は、就任後２年内の 第１８条

取締役の任期は、選任後２年以内に

最終の決算期に関する定時株主総

終了する事業年度のうち最終のもの

会の終結の時までとする。

に関する定時株主総会の終結のとき

任期満了前に退任した取締役の補

までとする。

②

欠として、又は増員により選任さ
れた取締役の任期は、在任取締役

締役の任期は、在任取締役の任期の満

の任期の残存期間と同一とする。

了する時までとする。

（取締役会の招集及び議長）
第１７条

② 増員または補欠として選任された取

（取締役会の招集及び議長）

取締役会は、取締役社長がこれを 第１９条 （現行「第１７条」の通り）
招集し、議長となる。

②

取締役社長に事故があるときは、
あらかじめ取締役会の定める順序
により、他の取締役がこれに代わ
る｡

③

取締役会の招集通知は、会日の３
日前までに各取締役および各監
査役に対し発するものとする。た
だし、緊急の必要があるときは､
この期間を短縮することができ
る｡

④

取締役および監査役の全員の同意
があるときは、招集の手続きを経
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ないで取締役会を開くことができ
る｡
（役付取締役）
第１８条

削除

取締役会の決議をもって、取締役
の中から、取締役社長１名を選任
し、必要に応じて、取締役会長、
取締役副社長、専務取締役、常務
取締役各若干名を選任することが
できる。

（代表取締役）
第１９条
②

（代表取締役および役付取締役）

取締役社長は、当会社を代表し、 第２０条

取締役会は、その決議によって代表

会社の業務を統轄する。

取締役を選定する。

取締役会の決議をもって、前条の

②

取締役会は、その決議によって取締

役付取締役の中から会社を代表す

役会長、取締役社長各１名、取締役

る取締役を定めることができる。

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。

（報酬）

（報酬）

第２０条 取締役の報酬は、それぞれの株主 第２１条
総会の決議をもって定める。

取締役の報酬、賞与その他の職務執
行の対価として当会社から受ける財
産上の利益（以下、｢報酬等」という。）
は、株主総会の決議をもって定める。

（取締役会の決議方法）
第２１条

（取締役会の決議方法）

取締役会の決議は､取締役の過半 第２２条

取締役会の決議は､取締役の過半数

数が出席し､出席した取締役の過

が出席し､出席した取締役の過半数

半数で行なう｡

で行なう｡
②

当会社は、会社法３７０条の要件を
充たしたときは、取締役会の決議が
あったものとみなす。
削除

（取締役会の議事録）
第２２条

取締役会における議事の経過の要
領およびその結果については､こ
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れを議事録に記載または記録し､
出席した取締役および監査役がこ
れに記名押印または電子署名を行
なう｡
（取締役会規程）
第２３条

（取締役会規程）

取締役会に関する事項は､法令ま 第２３条

（現行「第２３条」の通り）

たは本定款のほか､取締役会にお
いて定める取締役会規程による。
（取締役の責任免除）
第２４条

当会社は、会社法第４２６条第１項
の規定により、任務を怠ったことに
よる取締役（取締役であった者を含
む。）の損害賠償を、法令の限度にお
いて、取締役会の決議によって免除
することができる。

②

当会社は、会社法第４２７条第 1 項
の規定により、社外取締役との間に、
任務を怠ったことによる損害賠償責
任を限定する契約を締結することが
できる。ただし、当該契約に基づく
責任の限度額は、法令が規定する額
とする。

第５章

監査役および監査役会

第５章

監査役及び監査役会

（員数）

（員数）

第２４条

当会社の監査役は､３名以内とす 第２５条

（現行「第２４条」の通り）

る｡
（選任方法）
第２５条

（選任方法）

監査役は､株主総会の議決権の３ 第２６条

監査役は、株主総会において議決権

分の１以上を有する株主が出席

を行使することができる株主の議決

し､その議決権の決議によって選

権の３分の１以上を有する株主が出

任する｡

席し、その議決権の過半数の決議を
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もって行う。
（任期）

（任期）

第２６条

監査役の任期は､就任後４年内の 第２７条

監査役の任期は、選任後４年以内に

最終の決算期に関する定時株主総

終了する事業年度のうち最終のもの

会終結の時までとする｡

に関する定時株主総会終結のときま
でとする。
②

任期の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満了する
時までとする。

（常勤の監査役）
第２７条

監査役は､互選により常勤の監査 第２８条

監査役会は、監査役の中から常勤監

役を定める。

査役を選定する。

（監査役会の招集通知）
第２８条

（常勤の監査役）

（監査役会の招集通知）

監査役会の招集通知は､会日の３ 第２９条 （現行「第２８条」の通り）
日前までに各監査役に対して発す
る。ただし、緊急の必要あるとき
は､この期間を短縮することがで
きる｡

②

監査役全員の同意があるときは､
招集の手続きを経ないで監査役会
を開くことができる｡

（監査役会の決議方法）
第２９条

（監査役会の決議方法）

監査役会の決議は、法令に別段の 第３０条 （現行「２９条」の通り）
定めある場合を除き、監査役の過
半数で行なう。

（監査役会の議事録）
第３０条

削除

監査役会における議事の経過の要
領およびその結果については､こ
れを議事録に記載または記録し､
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出席した監査役がこれに記名押印
または電子署名を行なう。
（監査役会規程）
第３１条

（監査役会規程）

監査役会に関する事項は､法令ま 第３１条 （現行「第３１条」の通り）
たは本定款のほか､監査役会にお
いて定める監査役会規程による｡

（報酬）

（報酬）

第３２条 監査役の報酬は、株主総会の決議 第３２条
により定める。

監査役の報酬等は、株主総会の決議

により定める。
（監査役の責任免除）
第３３条

当会社は、会社法第４２６条第１項
の規定により、任務を怠ったことに
よる監査役（監査役であった者を含
む。）の損害賠償を、法令の限度にお
いて、取締役会の決議によって免除
することができる。

②

当会社は、会社法第４２７条第 1 項
の規定により、社外監査役との間に、
任務を怠ったことによる損害賠償責
任を限定する契約を締結することが
できる。ただし、当該契約に基づく
責任の限度額は、法令が規定する額
とする。

第６章

計

算

（営業年度および決算期）
第３３条

第６章

計

算

（事業年度及び決算期）

当会社の営業年度は、毎年４月１ 第３４条 当会社の事業年度は、毎年 4 月１日
日から翌年３月３１日までの１年

から翌年 3 月 31 日までの１年とす

とし、毎年３月３１日を決算期と

る。

する。
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（利益配当金）
第３４条

（剰余金の配当金）

利益配当金は、毎年３月３１日の 第３５条 株主総会決議によって、毎年 3 月 31
最終の株主名簿に記載または記録

日の最終の株主名簿に記載または記

された株主または登録質権者およ

録された株主または登録株式質権者

び同日の最終の端株原簿に記載又

に対し、期末配当を行うことができ

は記録された株主に支払う。

る。

（中間配当金）

（中間配当）

第３５条 当会社は、
取締役会の決議により、 第３６条

前条のほか、取締役会の決議によっ

毎年９月３０日の最終の株主名簿

て、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿

に記載または記録された株主また

に記載又は記録された株主又は登録

は登録質権者および同日の最終の

株式質権者に対し、中間配当を行う

端株原簿に記載または記録された

ことができる。

端株主に対し、中間配当を行なう
ことができる。
（配当金の除斥期間）
第３６条

附則

（剰余金の配当金等の除斥期間）

利益配当金および中間配当金は、 第３７条

期末配当および中間配当が、支払開

支払開始の日から満３年を経過し

始の日から満 3 年を経過してもなお

てもなお受領されないときは、当

受領されないときは、当会社はその

会社はその支払義務を免れる。

支払義務を免れる。

１．第４条（公告する方法）の変更及 （附則） １．改訂：平成１７年６月２８日
び現行第７条（株式の譲渡制限）

２．改訂：平成１７年８月２２日

の削除については、効力発生日を
平成１７年７月末日とする。
２．改訂：平成１７年６月２８日
３．改訂：平成１７年８月２２日
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