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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成 18 年５月 18 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 18 年６月 27 日

開催予定の第６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．変更の理由 
(１) 事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため事業目的を追加し所要の変更を行なうものであ

ります。 
(２) 「会社法」（平成１７年法律第８６号）が平成１７年７月２６日に、「会社法施行規則」（平成１８

年法務省令第１２号）が平成１８年２月７日に、それぞれ公布され、平成１８年５月１日に施行さ

れたことに伴い、次のとおり所要の変更を行うものであります。 
① 当社の定款には、取締役、監査役、監査役会および会計監査人を置く旨の定めがあるとみなさ

れることとなるため、当該規定の新設を行うものであります。 
② 当社の定款には、株式に係る株券を発行する旨の定めがあるとみなされることとなるため、当

該規定の新設を行うものであります。 
③ 会社法等の施行に伴い、現行定款の名義書換代理人は株主名簿管理人と名称変更され、当社の

定款には、これを置く旨の定めがあるとみなされるとともに、新株予約権原簿に関する事務を

委託することとなるため、当該規定の変更を行なうものであります。 
④ 定款の定めにより、剰余金の配当等を取締役会が決定できることになったことに伴い、取締役

の任期を１年以内に短縮するとともに、当該規定の新設等を行うものであります 
⑤ 定款の定めにより、取締役会における書面決議が認められることに伴い、当該規定の新設を行

うものであります。 
⑥ 定款の定めにより、社外監査役責任限定契約が認められることに伴い、当該規定の新設を行う

ものであります。 
⑦ 定款の定めにより、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になるため、当該規

定の新設を行うものであります。 
⑧ 取締役の解任について、中長期的視野に基づく経営の安定性確保のため、会社法施行後も現行

どおりの定足数及び決議要件といたしたく、当該規定の新設を行うものであります。 
 



２．変更内容 
  変更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 27 日（火） 
  定款変更の効力発生日  平成 18 年６月 27 日（火） 
 



変更の内容は以下のとおりであります。 
現行定款 変更案 

第１章 総  則 

（商 号） 

第１条   （条文省略） 

 

（目 的） 

第２条  

１．ゲームソフトの企画、開発および販売 

２．音楽ソフト、映像ソフトの企画、制作、販売

および輸出入 

３．電子出版物の企画、制作および販売 

４．携帯型電子情報伝達機器、携帯型コンピュー

タ機器のソフトの開発、提供および開発技術

に関するコンサルティング業務 

５．インターネットを利用する情報処理および情

報提供サービス業 

６．ディジタル通信システムに関するハードウェ

ア、ソフトウェアの開発、製造、販売および

リース 

７．携帯型電子情報伝達機器、携帯型コンピュー

タ機器の研究、開発、製造、販売およびリー

ス 

８．電子遊技機、電子玩具の企画、開発、製造、

販売およびリース 

９．通信販売業 

10．広告代理業 

11．コンピュータソフト、テレビ番組、コマーシ

ャルフィルムの制作、製造、販売 

12．インターネットホームページの企画・制作 

13．コンピュータグラフィッククリエイターのマ

ネージメント 

14．ゲームソフト、コンピュータソフト製品の輸

出および輸入 

15．ゲームソフト、コンピュータソフト、映像ソ

フトの版権管理、売買 

16．前各号に附帯関連する一切の業務 

      （新  設） 

第１章 総  則 

（商 号） 

第１条   （現行どおり） 

 

（目 的） 

第２条 

      （削  除）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ゲームコンテンツの企画、開発、販売、配信、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本店の所在地） 

第３条   （条文省略） 

 

 

受託、輸出入及びコンサルティング業務 

２．音楽コンテンツの企画、制作、販売、配信、

受託、輸出入及びコンサルティング業務 

３．映像コンテンツの企画、制作、販売、配信、

受託、輸出入及びコンサルティング業務 

４．出版物の企画、制作、販売、配信、受託、輸

出入及びコンサルティング業務 

５．コンピュータソフトウェアの企画、開発、販

売、配信、受託、輸出入及びコンサルティン

グ業務 

６．キャラクター及びキャラクター製品の企画、

開発、販売、配信、受託、輸出入及びコンサ

ルティング業務 

７．電子遊技機及び電子玩具、電子機器の企画、

研究、開発、製造、販売、リース、受託、輸

出入及びコンサルティング業務 

８．インターネットや通信回線等を利用する情報

処理、情報提供、受託、システム開発、シス

テム運用、通信サービス及びコンサルティン

グ業務 

９．携帯型電子情報伝達機器、携帯型コンピュー

タ機器、デジタル通信システムに関するハー

ドウェア、ソフトウェアの企画、研究、開発、

製造、販売、リース、輸出入及びコンサルテ

ィング業務 

10. ゲーム、音楽、映像、出版物、コンピュータ

ソフトウェア、キャラクター等の知的財産権

（特許権、著作権等）の管理、維持、斡旋、

売買、輸出入 

11. 通信販売業 

12. 広告代理業 

13. 市場調査及びマーケティングリサーチ業 

14. 前各号に附帯関連する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第３条   （現行どおり） 

 

 



       

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

（公告の方法） 

第４条   （条文省略） 

 

第２章 株式および端株 

（会社が発行する株式の総数） 

第５条 当会社が発行する株式の総数は、250,896

株とする。 

 

 

      （新  設） 

 

（自己株式の買受け） 

第６条 当会社は、取締役会の決議により、自己

の株式を買受けることができる。 

 

 

（名義書換代理人） 

第７条 当会社は、株式および端株につき名義書

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り選定する。 

３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以

下同じ。）、端株原簿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、実質株主名簿・株券喪失登録簿への記

載または記録、端株原簿への記載または記録、端

株の買取り、その他株式および端株に関する事務

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。 

 

（機 関） 

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほか、

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 

 

（公告方法） 

第５条   （現行どおり） 

 

第２章 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、250,896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。 

 

（自己の株式の取得） 

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、自己の株式

を取得することができる。 

 

（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．株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、

取締役会の決議により定める。 

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

の作成ならびにこれらの備え置き、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

いてはこれを取扱わない。 

 

 

 



（株式取扱規則） 

第８条 当会社が発行する株券の種類ならびに株

式の名義書換、実質株主名簿・株券喪失登録簿へ

の記載または記録、端株原簿への記載または記録、

端株の買取り、その他株式および端株に関する取

扱いおよび手数料については、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

取扱規則による。 

 

（基 準 日） 

第９条 当会社は、毎年３月31日の最終の株主名

簿に記載または記録された議決権を有する株主

(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その決

算期に関する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、必要がある場合は、取締役会の

決議により、あらかじめ公告して、一定の日の最

終の株主名簿に記載または記録された株主または

登録質権者および同日の最終の端株原簿に記載ま

たは記録された端株主をもって、その権利を行使

すべき株主または登録質権者および端株主とする

ことができる。 

 

第３章 株主総会 

（招 集） 

第10条 定時株主総会は、毎営業年度終了後３カ

月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場

合にこれを招集する。 

 

 

      （新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

（株式取扱規則） 

第10条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数

料については、法令または本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則によ

る。 

 

 

 

 

 

      （削  除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 株主総会 

（招 集） 

第11条 定時株主総会は、毎事業年度終了後３カ

月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場

合にこれを招集する。 

 

（基準日） 

第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主

名簿に記載または記録された株主（実質株主含む。

以下同じ。）をもってその事業年度に関する定時株

主総会において議決権を行使することができる株

主とする。 

２ 前項のほか、必要があるときは、取締役会の

決議によりあらかじめ公告のうえ、一定の日現在

の株主名簿に記載または記録された株主または登



 

 

 

（招集権者および議長） 

第11条   （条文省略） 

 

（議決権の代理行使） 

第12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。 

２．    （条文省略）  

 

（決議の方法） 

第13条 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条の定めによる決議および商法その

他法令において同条の決議方法が準用される決議

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 事 録） 

第14条 株主総会における議事の経過の要領およ

びその結果は、議事録に記載または記録し、議長

ならびに出席した取締役がこれに記名押印または

電子署名する。 

 

 

 

      （新  設） 

 

 

 

 

 

 

録株式質権者をもってその権利を行使することが

できる株主または登録株式質権者とする。 

 

（招集権者および議長） 

第13条   （現行どおり） 

 

（議決権の代理行使） 

第14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。 

２．    （現行どおり）  

 

（決議の方法） 

第15条 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 事 録） 

第16条 株主総会における議事の経過の要領およ

びその結果ならびにその他法令に定める事項につ

いては、これを議事録に記載または記録する。 

 

 

（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を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４章 取締役および取締役会 

（取締役の員数） 

第15条   （条文省略） 

 

（取締役の選任） 

第16条   （条文省略） 

２．取締役の選任決議は、総株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過

半数をもってこれを行う。 

 

３．    （条文省略） 

      （新  設） 

 

 

 

 

（取締役の任期） 

第17条 取締役の任期は、就任後２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、または補欠として選任された取

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。 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第18条 当会社は、取締役会の決議により、代表

取締役を定める。 

２．代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議

に基づき、会社の業務を執行する。 

３．取締役会は、その決議により、取締役社長１

名を選任し、また必要に応じ、取締役会長１名お

よび取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、

常務取締役各若干名を定めることができる。 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

第19条   （条文省略） 

 

第４章 取締役および取締役会 

（取締役の員数） 

第18条   （現行どおり）  

 

（取締役の選任） 

第19条   （現行どおり）  

２．取締役の選任決議は、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、その議決権の過半数をもってこれを

行う。 

３．    （現行どおり）  

４．当会社の取締役の解任決議は、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

をもって行う。 

 

（取締役の任期） 

第20条 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） 

 

 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第21条 取締役会は、その決議によって代表取締

役を選定する。 

    （削  除） 

 

２．取締役会は、その決議によって、取締役社長

１名を選任し、また必要に応じ、取締役会長１名

および取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、

常務取締役各若干名を定めることができる。 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

第22条   （現行どおり） 

 



（取締役会の招集通知） 

第20条   （条文省略） 

 

（取締役会の決議の方法） 

第21条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出

席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行

う。 

 

      （新  設） 

 

 

（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

びその結果は、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

電子署名する。 

       

 

（新  設） 

 

 

（取締役会規則） 

第23条   （条文省略） 

 

（取締役の報酬） 

第24条 取締役の報酬は、株主総会の決議をもっ

てこれを定める。 

 

 

（取締役の責任免除） 

第25条 当会社は、取締役の商法第266条第１項第

５号の行為に関する責任につき、その取締役（取

締役であった者を含む。）が職務を行うにつき善意

にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会

の決議により、法令の定める限度内でこれを免除

することができる。 

      （新  設） 

 

（取締役会の招集通知） 

第23条   （現行どおり） 

 

（取締役会の決議の方法） 

第24条 取締役会の決議は、議決に加わることが

できる取締役の過半数が出席し、出席した取締役

の過半数をもってこれを行う。 

２．当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合

は、取締役会の決議の目的である事項につき、取

締役会の決議があったものとみなす。 

 

（取締役会の議事録） 

第25条 取締役会における議事の経過の要領およ

びその結果ならびにその他法令に定める事項につ

いては、こ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

電子署名する。 

２．前条第２項の決議があったとみなされる事項

の内容およびその他法令に定める事項について

は、これを議事録に記載または記録する。 

 

（取締役会規則） 

第26条   （現行どおり） 

 

（取締役の報酬等） 

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る財産上の利益は、株

主総会の決議によって定める。 

 

（取締役の責任免除） 

第28条 当会社は、取締役（取締役であった者を

含む。）の会社法第423条第１項の責任につき、善

意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の

決議をもって、法令の定める限度額の範囲内でそ

の責任を免除することができる。 

 

２．当会社は、社外取締役との間で当該社外取締

役の会社法第423条第１項の責任につき、善意でか



 

 

 

 

 

第５章 監査役および監査役会 

（監査役の員数） 

第26条   （条文省略） 

 

（監査役の選任） 

第27条   （条文省略） 

２．監査役の選任決議は、総株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過

半数をもってこれを行う。 

 

（監査役の任期） 

第28条 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．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。 

 

 

（常勤監査役） 

第29条 監査役は、互選により、常勤監査役を定

める。 

 

（監査役会の招集通知) 

第30条   （条文省略） 

 

（監査役会の決議の方法） 

第31条   （条文省略） 

 

（監査役会の議事録） 

第32条 監査役会における議事の経過の要領およ

びその結果は議事録に記載または記録し、出席し

た監査役がこれに記名押印または電子署名する。 

 

つ重大な過失がないときは、金100万円以上であら

かじめ定める金額または法令が定める額のいずれ

か高い額を限度として責任を負担する契約を締結

することができる。 

 

第５章 監査役および監査役会 

（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．監査役の選任決議は、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、その議決権の過半数をもって行う。 

 

（監査役の任期） 

第31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、常勤の

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）  

 

（監査役会の決議の方法） 

第34条   （現行どおり） 

 

（監査役会の議事録） 

第35条 監査役会における議事の経過の要領およ

びその結果ならびにその他法令に定める事項につ

いては、これを議事録に記載または記録し、出席

した監査役がこれに記名押印または電子署名す



 

 

（監査役会規則） 

第33条   （条文省略） 

 

（監査役の報酬） 

第34条 監査役の報酬は、株主総会の決議をもっ

てこれを定める。 

 

 

（監査役の責任免除） 

第35条  当会社は監査役の責任につき、その監査

役（監査役であった者を含む。）が職務を行うにつ

き善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取

締役会の決議により法令の定める限度内でこれを

免除することができる。 

      （新  設） 

 

 

 

 

 

 

第６章 計  算 

（営業年度） 

第36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、毎営業年度末日を決算期

とする。 

 

       

（新  設） 

 

 

 

 

       

（新  設） 

 

る。 

 

（監査役会規則） 

第36条   （現行どおり）  

 

（監査役の報酬等） 

第37条 監査役の報酬、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は、株

主総会の決議によって定める。 

 

（監査役の責任免除） 

第38条  当会社は、監査役（監査役であった者を

含む。）の会社法第423条第１項の責任につき、善

意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決

議をもって法令の定める限度額の範囲内でその責

任を免除することができる。 

２．当会社は、社外監査役との間で当該社外監査

役の会社法第423条第１項の責任につき、善意でか

つ重大な過失がないときは、金100万円以上であら

かじめ定める金額または法令が定める額のいずれ

か高い額を限度として責任を負担する契約を締結

することができる。 

 

第６章 計  算 

（事業年度および決算期） 

第39条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から

翌年3月31日までとし、毎事業年度末日を決算期と

する。 

 

（剰余金の処分等の決定機関） 

第40条  当会社の剰余金の処分の額および剰余金

の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事

項の決定は、法令に別段の定めのある場合を除き、

取締役会の決議による。 

 

（剰余金の配当） 

第41条 当会社の剰余金を、毎事業年度末日の最

終の株主名簿に記載または記録された株主または



 

 

 

 

 

 

 

（利益配当金） 

第37条 当会社の利益配当金は、毎年３月31日の

最終の株主名簿に記載または記録された株主また

は登録質権者および同日の最終の端株原簿に記載

または記録された端株主に対し、これを支払う。 

 

（中間配当） 

第38条 当会社は、取締役会の決議により、毎年

９月30日の最終の株主名簿に記載または記録され

た株主または登録質権者および同日の最終の端株

原簿に記載または記録された端株主に対し、商法

第293条ノ５に定める金銭の分配（以下「中間配当」

という。）を行うことができる。 

 

（利益配当金の除斥期間） 

第39条  利益配当金および中間配当金が、支払開

始の日から満３年を経過しても受領されないとき

は、当会社はその支払の義務を免れる。 

２．未払の利益配当金および中間配当金には利息

をつけない。 

登録株式質権者に対して支払う。 

２．当会社は、取締役会の決議により毎年９月３

０日最終の株主名簿に記載または記録された株主

または登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行

うことができる。 

３．当会社は、前２項のほか、基準日を定めて剰

余金の配当を行うことができる。 

       

（削  除） 

 

 

 

 

 

      （削  除） 

 

 

 

 

 

 

 

（配当の除斥期間） 

第42条  配当財産が金銭である場合は、支払開始

の日から満３年を経過しても受領されないとき

は、当会社はその支払の義務を免れる。 

２．前項の金銭には利息をつけない。 

 

 
以  上 

 


