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平成１８年５月１７日 
各  位 

東 京都千代田区丸の内２－４－１    
コ   ナ   ミ   株   式  会  社   
代表取締役社長  上  月   景  正 

         （コード番号９７６６ 東証、NY、LON、SIN） 
          【問合せ先】執行役員管理担当 野津 直之 

ＴＥＬ ０３－５２２０－０５７３（代表） 
 
 

定款一部変更に関するお知らせ 
 
 

  当社は、本日開催の取締役会において、平成１８年６月２９日開催予定の第３４回定時株主総会に、下
記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
１．変更理由   
 
（１）持株会社として、グループ全体の事業展開に対応するため、現行定款第２条（目的）の一部を変更
するものであります。 
（２）「会社法」（平成１７年法律第８６号）及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
（平成１７年法律第８７号）が平成１８年５月１日に施行されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更
するものであります。 
①当会社に設置する機関を定めるため、変更案第４条（機関）を新設するものであります。 
②株券を発行する旨を定めるため、変更案第７条（株券の発行）を新設するものであります。 
③単元未満株主の権利を定めるため、変更案第１０条（単元未満株式についての権利）を新設するもので
あります。 
④株主総会参考書類等のインターネット開示制度を採用するため、変更案第１７条（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）を新設するものであります。 
⑤株主総会における代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法及び代理人の数を明確に
するため、現行定款第１５条（議決権の代理行使）を変更案第１９条（議決権の代理行使）のとおり変更
するものであります。 
⑥必要が生じた場合に書面または電磁的方法により取締役会の決議を機動的に行うことができるよう、変
更案第２５条（取締役会の決議の省略）を新設するものであります。 
⑦社外取締役の責任限定契約の締結を可能とするため、変更案第２８条（社外取締役の責任限定契約）を
新設するものであります。 
⑧社外監査役の責任限定契約の締結を可能とするため、変更案第３６条（社外監査役の責任限定契約）を
新設するものであります。 
⑨剰余金の配当等を株主総会の決議ではなく、取締役会の決議により定めることが認められたことに伴い、
必要に応じた機動的な配当の実施を可能とするため、変更案第３８条（剰余金の配当等の決定機関）を新
設するものであります。 
⑩上記のほか、会社法の文言に合わせた定款文言の変更、引用条文の変更など所要の変更を行うものであ
ります。 
（３）現行定款の規定を全般的に見直して、条文の整備及び字句の修正など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．日程 
定款変更のための株主総会開催日  平成１８年６月２９日（木曜日） 
定款変更の効力発生日       平成１８年６月２９日（木曜日） 
 

以上 
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＜＜＜＜別別別別    紙紙紙紙＞＞＞＞    
定款変更案新旧対照表 

 

   （下線は変更部分を示しています） 
現行定款 変更案 
第第第第１１１１章章章章    総則総則総則総則    

（商号） 
第１条 当会社は、コナミ株式会社と称し、英文では 
ＫＯＮＡＭＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮと表示する。 
 
（目的） 
第２条 当会社は、次の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を所有することにより、当
該会社の事業活動を支配、管理ならびにそれに付帯する業
務を行うことを目的とする。 
１．電子応用機器関連のソフトウエアおよびハードウエア 
ならびに電子部品の研究、制作、製造および販売 
２．音楽・音声・映像のソフトウェア（ディスク、テープ 
およびフィルム等）の企画、制作、製造、賃貸および販売 
ならびにその原盤の制作・取得および譲渡・使用許諾 
３．音楽著作権、著作隣接権の取得、管理、利用促進・開
発ならびに譲渡・使用許諾 
４．書籍、雑誌、楽譜等の出版物の企画、制作および販売 
５．玩具の制作、製造および販売 
６．キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している 
人物、動物等の画像を付けたもの）のデザイン 
７．インターネット上の企画、制作、販売 
 
８．インターネット上のショッピングモールの企画、開設、
運用およびそれらのノウハウの提供ならびに通信販売業 
９．通信回線を利用したソフトウエアの提供および販売 
（新設） 
 
（新設） 
１０．スポーツ施設、遊技場の経営 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
１１．清涼飲料水、食料品、酒類、スポーツ用品、衣料品、 
コンピュータゲーム機器の販売 
１２．広告代理業、保険代理業、放送事業、旅行・スポー 
ツ等のレジャー業 
１３．古物売買業 
１４．不動産売買、賃貸、仲介および管理業 
１５．有料職業紹介事業 
（新設） 
１６．有価証券の保有および運用 
１７．前各号に関連する著作権、商標権、意匠権、興行権、 
レコード化権、ビデオ化権の取得と管理業務  
１８．前各号に関連する輸出入および代理業 
１９．前各号の営業を行う者に対する投資  
２０．前各号の事業に関連する事業およびこれに附帯する
一切の業務 
 
（本店の所在地） 
第３条 当会社は本店を東京都千代田区に置く。 
 
（新設） 
 
 

第第第第１１１１章章章章    総則総則総則総則    
（商号） 
第１条 （現行どおり） 
 
 
（目的） 
第２条 （現行どおり） 
 
 
 
１．（現行どおり） 
 
２．（現行どおり） 
 
 
３．（現行どおり） 
 
４．（現行どおり） 
５．（現行どおり） 
６．（現行どおり） 
 
７．インターネット上の企画、制作、販売およびインター
ネット附随サービス業 
（削除） 
 
(削除） 
８．電気通信による情報、画像、楽曲の収集、配信、処理、
販売および電気通信に附帯するサービス業 
９．情報処理サービス業および情報提供サービス業 
１０．スポーツ施設、遊技場、飲食店、宿泊施設、温泉浴
場施設及びサウナ風呂、駐車場の経営、管理 
１１．各種スポーツ指導者、デジタルコンテンツ（デジタ
ル技術応用ソフト）制作者、コンピュータのソフトウエア
制作者の養成・教育教室の経営 
１２．療術業、美容業 
１３．（現行どおり） 
 
１４．広告代理業、保険代理業、放送事業、旅行業者代理
業、旅行・スポーツ等のレジャー業 
１５．（現行どおり） 
１６．（現行どおり） 
１７．（現行どおり） 
１８．総合リース事業及び金融業 
１９．（現行どおり） 
２０．（現行どおり） 
 
２１．（現行どおり） 
２２．（現行どおり） 
２３．（現行どおり） 
 
 
（本店の所在地） 
第３条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 
 
（機関） 
第４条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計
監査人を置く。 
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現行定款 変更案 
（公告の方法） 
第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。 
ただし、電子公告によることができない事故その他のやむ
を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行
う。 
 

第第第第２２２２章章章章    株式株式株式株式    
（発行する株式の総数） 
第５条 当会社の発行する株式の総数は４億５，０００万
株とする。ただし、消却が行われた場合には、これに相当
する株式数を減じる。 
 
（新設） 
 
 
（自己株式の取得） 
第６条 当会社は、商法第２１１条ノ３第１項第２号の規
定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けるこ
とができる。 
 
（１単元の株式数および単元未満株券の不発行） 
第７条 当会社の１単元の株式数は１００株とする。 
１． 当会社は、１単元の株式の数に満たない株式（以下「単 
元未満株式」という。）に係わる株券を発行しない。ただ
し、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでは
ない。 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（単元未満株式の買増請求） 
第８条 当会社の単元未満株式を有する株主（実質株主を
含む。以下同じ。）は、その単元未満株式と併せて１単元
の株式の数となるべき数の株式を当会社に対し売渡すこと
を請求（以下「買増請求」という。）することができる。 
２．買増請求をすることができる時期、請求の方法等につ
いては、取締役会で定める株式取扱規則による。 
 
（名義書換代理人） 
第９条 当会社は株式につき名義書換代理人を置く。 
２．名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会
の決議によって選定し、これを公告する。 
３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）
および株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所
に備え置き、株式の名義書換、質権の登録、信託財産の表
示、株券の交付、株券喪失登録、単元未満株式の買取りお
よび売渡し、届出の受理その他株式に関する事務は、名義
書換代理人に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わな
い。 

（公告方法） 
第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。 
ただし、電子公告によることができない事故その他のやむ
を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行
う。 
 

第第第第２２２２章章章章    株式株式株式株式    
（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、４億５，０００万
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。 
 
（自己株式の取得） 
第８条 当会社は、会社法第１６５条第２項の規定により、
取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取
得することができる。 
 
（単元株式数および単元未満株券の不発行） 
第９条 当会社の単元株式数は１００株とする。 
２． 当会社は、単元未満株式に係わる株券を発行しない。 
ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限り
ではない。 
 
 
（単元未満株式についての権利） 
第１０条 当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。） 
は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以 
外の権利を行使することができない。 
（１）会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利 
（２）会社法第１６６条第１項の規定による請求をする権 
利 
（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよ 
び募集新株予約権の割当てを受ける権利 
（４）次条に定める請求をする権利 
 
（単元未満株式の買増請求） 
第１１条 当会社は、その有する単元未満株式と併せて単
元株式数となる数の株式を当会社に対し売渡すことを請求
（以下「買増請求」という。）することができる。 
 
２．（現行どおり） 
 
 
（株主名簿管理人） 
第１２条 当会社は、株式につき株主名簿管理人を置く。 
２．株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会
の決議によって定め、これを公告する。 
３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、
新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置
きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録
簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社にお
いては取り扱わない。 
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現行定款 変更案 
（株式取扱規則） 
第１０条 当会社の株券の種類、株式の名義書換、質権の 
登録、信託財産の表示、株券の交付、株券喪失登録、単元 
未満株式の買取りおよび売渡し、その他株式に関する事項 
は、定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式取扱 
規則による。 

 
（基準日） 
第１１条 当会社は、毎年３月３１日現在における株主名
簿に記載また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ることが
できる株主とする。 
２．前項のほか、必要あるときは、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。 
 

第第第第３３３３章章章章    株主総会株主総会株主総会株主総会    
（招集） 
第１２条 当会社の定時株主総会は毎決算期の翌日から３ 
ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じ随時 
これを招集する。なお、開催地については東京都区内とす 
る。 
 
（新設） 
 
 
 
（招集者および議長） 
第１３条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役会長または取締役社長が招集し、その
議長となる。取締役会長および取締役社長のいずれにも差
支えがあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序によ
り他の取締役がこれに代わる。 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
（決議の方法）   
第１４条 当会社の株主総会の決議は、法令または定款に
別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過
半数をもってこれを行う。 
 
２．商法第３４３条の規定によるべき決議は、総株主の議
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。 
 
 
（議決権の代理行使） 
第１５条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代
理人として、議決権を行使することができる。ただし、代
理人は１名とし、代理権を証する書面を会社に差し出すこ
とを要する。 
    

第第第第４４４４章章章章    取締役取締役取締役取締役およびおよびおよびおよび取締役会取締役会取締役会取締役会    
（取締役の員数） 
第１６条 当会社の取締役は１２名以内とする。 
 
 

（株式取扱規則） 
第１３条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、 
法令または本定款に定めるもののほか、取締役会の定める 
株式取扱規則による。 
 
 
 
（削除） 
 
 
 
 
 
 
 

第第第第３３３３章章章章    株主総会株主総会株主総会株主総会    
（招集） 
第１４条 当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招 
集し、臨時株主総会は、必要に応じ随時これを招集する。 
なお、開催地については東京都区内とする。 

 
 

（定時株主総会の基準日） 
第１５条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎
年３月３１日とする。 
 
（招集権者および議長） 
第１６条 当会社の株主総会は、取締役会長または取締役
社長が招集し、その議長となる。取締役会長および取締役
社長のいずれにも差支えがあるときは、あらかじめ取締役
会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 
 
 
（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１７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計算書類に記載ま
た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。 
 
（決議の方法）   
第１８条 当会社の株主総会の決議は、法令または本定款
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項に定める決議は、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。 
 
（議決権の代理行使） 
第１９条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名
を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、
株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証する書面
を当会社に提出しなければならない。 
 

第第第第４４４４章章章章    取締役取締役取締役取締役およびおよびおよびおよび取締役会取締役会取締役会取締役会    
（取締役の員数） 
第２０条 （現行どおり） 
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現行定款 変更案 
（取締役の選任） 
第１７条 当会社の取締役は株主総会において選任する。 
２．当会社の取締役の選任決議には、総株主の議決権の３
分の１以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半
数で行う。 
３．当会社の取締役の選任決議は、累積投票によらない。 
 
（取締役の任期） 
第１８条 当会社の取締役の任期は、就任後１年内の最終 
の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。 
 
２．増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締
役の任期の満了すべき時までとする。 
３．任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された
取締役の任期は、前任者の残存期間とする。 
 
（代表取締役および役付取締役） 
第１９条 会社を代表すべき取締役ならびに取締役社長お
よびその他の役付取締役は、取締役会において選任する。 
（新設） 
 
 
（取締役会の招集および議長） 
第２０条 当会社の取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役会長または取締役社長が招集し、その
議長となる。取締役会長および取締役社長のいずれにも差
支えがあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序によ
り他の取締役がこれに代わる。 
２．当会社の取締役会の招集通知は、各取締役および各監
査役に対して、会日の３日前までに発する。ただし、緊急
の必要があるときは、これを短縮することができる。 
（新設） 
  
 
（新設） 
 
 
 
（取締役会規則） 
第２１条 当会社の取締役会に関する事項は、法令または
定款に定めがあるもののほか、取締役会の定める取締役会
規則による。 
 
（報酬） 
第２２条 取締役の報酬は、株主総会において定める。 
 

    
    

（新設） 
    
    
    
    
    

第第第第５５５５章章章章    監査役監査役監査役監査役およびおよびおよびおよび監査役会監査役会監査役会監査役会    
（監査役の員数） 
第２３条 当会社の監査役は５名以内とする。 
 
（監査役の選任） 
第２４条 当会社の監査役は株主総会において選任する。 
２．当会社の監査役の選任決議には、総株主の議決権の３
分の１以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半
数で行う。 

（取締役の選任） 
第２１条 （現行どおり） 
２．当会社の取締役の選任決議には、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以上を有する株主の出
席を要し、その議決権の過半数で行う。 
３．（現行どおり） 
 
（取締役の任期） 
第２２条 当会社の取締役の任期は、選任後１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。 
（削除） 
 
（削除） 
 
 
（代表取締役および役付取締役） 
第２３条 当会社の取締役会は、その決議によって代表取
締役を選定する。 
２．当会社の取締役会は、その決議によって取締役社長お
よびその他の役付取締役を定めることができる。 
 
（取締役会の招集および議長） 
第２４条 （現行どおり） 
 
 
 
 
２．（現行どおり） 
 
 
３．取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集
の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 
 
（取締役会の決議の省略） 
第２５条 当会社は、会社法第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。 
  
（取締役会規則） 
第２６条 （現行どおり） 
 
 
 
（報酬等） 
第２７条 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取る財産上の利益（以下、「報酬等」
という。）は、株主総会の決議によって定める。 
 
（社外取締役の責任限定契約） 
第２８条 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ
り、社外取締役との間で、会社法第４２３条第１項の賠償
責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結すること
ができる。 
 

第第第第５５５５章章章章    監査役監査役監査役監査役およびおよびおよびおよび監査役会監査役会監査役会監査役会    
（監査役の員数） 
第２９条 （現行どおり） 
 
（監査役の選任） 
第３０条 （現行どおり） 
２．当会社の監査役の選任決議には、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以上を有する株主の出
席を要し、その議決権の過半数で行う。 



 

6

現行定款 変更案 
（監査役の任期） 
第２５条 当会社の監査役の任期は、就任後４年内の最終
の決算期に関する定時株主総会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、前任者の残存期間とする。 
 
 
（常勤監査役） 
第２６条 監査役は互選により、常勤監査役を選任する。 
 
 
（監査役会の招集通知） 
第２７条 当会社の監査役会の招集通知は、各監査役に対
して、会日の３日前までに発する。ただし、緊急の必要が
あるときは、これを短縮することができる。 
（新設） 
 
 
（監査役会規則） 
第２８条 当会社の監査役会に関する事項は、法令または
定款に定めがあるもののほか、監査役会の定める監査役会
規則による。 
 
（報酬） 
第２９条 監査役の報酬は、株主総会において定める。 
    
 
（新設） 
    

    
    

    
    

第第第第６６６６章章章章    計算計算計算計算    
（営業年度） 
第３０条 当会社の営業年度は、毎年４月１日から翌年３
月３１日までとし、営業年度の末日を決算期とする。 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
（利益配当および中間配当） 
第３１条 利益配当は、毎決算期の最終の株主名簿に記載
または記録された株主または登録質権者に対し、これを行
う。 
２．当会社は、取締役会の決議をもって、毎年９月３０日
現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または
登録質権者に対し、中間配当を行うことができる。 
（新設） 
 
 
（除斥期間） 
第３２条 利益配当金または中間配当金が支払開始の日か
ら満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社は
その支払義務を免れる。 

（監査役の任期） 
第３１条 当会社の監査役の任期は、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る時まで
とする。 
 
（常勤監査役） 
第３２条 監査役会は、その決議によって常勤監査役を選
定する。 
 
（監査役会の招集通知） 
第３３条 （現行どおり） 
 
 
２．監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ない
で監査役会を開催することができる。 
 
（監査役会規則） 
第３４条 当会社の監査役会に関する事項は、法令または
本定款に定めがあるもののほか、監査役会の定める監査役
会規則による。 
 
（報酬等） 
第３５条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定
める。 
 
（社外監査役の責任限定契約） 
第３６条 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ
り、社外監査役との間で、会社法第４２３条第１項の賠償
責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結すること
ができる。 
 

第第第第６６６６章章章章    計算計算計算計算    
（事業年度） 
第３７条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３
月３１日までの１年とする。 
 
（剰余金の配当等の決定機関） 
第３８条 当会社は、剰余金の配当等会社法第４５９条第
１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのあ
る場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議に
よって定める。 
 
（剰余金の配当の基準日） 
第３９条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月３１日
とする。 
 
２．当会社の中間配当の基準日は、毎年９月３０日とする。 
 
 
３．前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をするこ
とができる。 
 
（配当金の除斥期間） 
第４０条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の
日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会
社はその支払義務を免れる。 

 

以上 


