
平成 19 年 8 月 14 日 
 

各      位 
 

会 社 名 株式会社アーティストハウスホールディングス 
代表社名 代表取締役社長 村上寿滋 

（コード番号 3716 東証マザーズ） 
問合せ先 管理本部 経営管理部 

（TEL. 03－5766－9315） 
 
 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 
 
 当社は、平成 19 年８月 14 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 19 年 8
月 29 日開催予定の第８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． 定款変更の目的及び理由 

(1) 将来の業容の拡大に備えるために、目的の追加を行うものであります。 
(2) 現行定款第３条に定める本店の所在地につき、利便性の向上、業務の効率及び本社コ

ストの圧縮を図るため、東京都渋谷区から東京都千代田区に変更を行うものであります。 

なお、本店所在地の変更に関しましては、附則により平成 19 年 11 月 1 日から実施する

こととし、実施日経過後、当該附則は定款から削除するものと致します。 
(3) 将来の業容の拡大に備えるため、発行可能株式総数を変更するものであります。 
 

２．定款変更の内容 
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 19 年８月 29 日（水曜日） 
定款変更の効力発生日 平成 19 年８月 29 日（水曜日） 

 
以  上 
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【別紙】 

 

現行 改定案 

第１章 総則 

 

 

（目  的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

１．次の事業を営む会社の株式を所有するこ

とにより、当該会社の事業活動を支配・管理

する 

１ 書籍、雑誌の企画、編集、出版及び

販売 

２ 印刷及び製本業 

３ 著作権、商標権、意匠権の管理及び

使用許諾並びに譲渡 

 

４ 映画、音楽、教育用のフィルム、レ

コード原盤コンパクトディスク、カ

セットテープ及びビデオテープの企

画、製作並びに販売 

 

５ コンサート等イベントの企画、運営

及びチケットの販売 

６ 映画の配給 

７ 翻訳家、作家、音楽家、画家、俳優、

歌手、映画監督のプロモート及び育

成 

 

 

８ コンピューターのソフトウェアの企

画、制作並びに販売 

 

 

９ 広告宣伝の企画、製作並びに広告代

理業 

10 インターネットを利用したマーケテ

ィングリサーチの請負 

11 インターネットを利用した各種情報

収集及び提供サービス 

12 インターネットを利用した通信販売

 

13 インターネット等のネットワークを

利用した商品の売買システムの設

計、開発運用及び保守 

14 知的財産権（著作権、特許権、商品

化権等）の実施、利用、許諾、維持、

管理 

15 投資事業組合財産の運用及び管理 

16 投資業務 

17 新品、中古のパッケージソフト（音

楽、映像、ゲーム、コンピュータソ

フトウェア）のレンタル及び卸売業、

販売業 

18 楽器の製造並びに販売 

第１章 総則 

 

 

（目  的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

するとともに同事業を営む会社及びこ

れに相当する事業を行う国内及び外国

会社の株式または持分を取得・所有する

ことを目的とする。 

１ 書籍、雑誌、楽譜、その他書籍雑誌

の出版の企画、編集、出版及び販売

２ 印刷及び製本業 

３ 著作権、商標権、意匠権及びその他

の知的所有財産権の利用、許諾、維

持、管理及び使用許諾並びに譲渡 

４ 映画、音楽、教育用のフィルム、レ

コード原盤コンパクトディスク、カ

セットテープ及びビデオテープの

企画、製作、管理、運営及び販売、

輸出入、卸・小売

５ コンサート等イベントの企画、運営

及びチケットの販売 

６ 映画の企画及び制作並びに配給 

７ 翻訳家、作家、画家、俳優、歌手、

映画監督、作詞家、作曲家、編曲家、

演奏家、レコーディングエンジニ

ア、歌手等音楽家の育成とプロモー

ト並びにマネージメント

８ 音声、映像、コンピュータデータ、

電子商取引などネットワーク関連

のソフトウェアの企画、制作、製造、

販売並びに輸出入

９ 広告宣伝の企画、製作並びに広告代

理業 

10 インターネットを利用したマーケ

ティングリサーチの請負 

11 インターネットを利用した各種情

報収集及び提供サービス 

12 インターネットを利用した通信販

売 

13 インターネット等のネットワーク

を利用した商品の売買システムの

設計、開発運用及び保守 

14 電気通信事業法に基づく電気通信

事業 

 

15 投資事業組合財産の運用及び管理 

16 投資業務 

17 新品、中古のパッケージソフト（音

楽、映像、ゲーム、コンピュータソ

フトウェア）のレンタル及び卸売

業、販売業 

18 楽器、文房具、インテリアのデザイ
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19 飲食店業 

20 披露宴、パーティ、会議、催事の企

画、運営、管理及び配膳の請負 

２．作詞、作曲、編曲、写譜の受託並びに音

楽著作物の企画、開発、販売、管理、運営 

３．映画、音楽、教育用のフィルム、レコー

ド、コンパクトディスク、その他録音、録画

物の原版の企画、制作、管理、運営及び販売、

輸出入、卸、小売 

４．映画、音楽、教育用のフィルム、レコー

ド、コンパクトディスク、その他録音、録画

物の原盤制作に関わる音楽・映像著作権及び

肖像権の管理、運営 

 

５．音楽・映像著作物の譲り受け及び管理 

 

６．楽譜、その他書籍雑誌の出版及び管理 

７．国内及び国外のコンサート、音楽イベン

ト、演芸、催し物、放送番組等の企画、制作、

興行及び請負 

８．映画の配給 

９．翻訳家、作家、画家、俳優、映画監督、

作詞家、作曲家、編曲家、演奏家、レコーデ

ィングエンジニア、歌手等音楽家の育成とプ

ロモート並びにマネージメント 

10．アーティストに関する著作権及び肖像権

の管理、運営 

11．アーティスト及び制作物に関する宣伝、

販売 

12．広告・宣伝の情報媒体の企画及び制作並

びに広告代理業 

13．インターネット及びその他情報技術を利

用したマーケティングリサーチの請負、各種

情報収集及び提供サービス、通信販売、広

告・宣伝の情報媒体の企画及び制作、アーテ

ィスト及び制作物の宣伝 

14．インターネット等のネットワークを利用

した商品の売買システムの設計、開発運用及

び保守 

15．コンピューターのソフトウェアの企画、

開発並びに販売 

16．投資事業組合財産の運営及び管理 

17. 商品投資に係る事業の規制に関する法律

に基づく商品投資販売業 

18. 映画館、書店、遊技場、飲食店等各種商

業施設の経営企画、経営コンサルティング業

務 

19. 知的財産権（著作権、特許権、商品化権

等）の実施、利用、許諾、維持、管理 

20. 前号に係る事業の資金調達、価値算定業

務、情報処理並びに情報提供 

 

21. 投資業務 

（新設） 

（新設） 

ンの請負、製造並びに販売 

19 飲食店業 

20 披露宴、パーティ、会議、催事の企

画、運営、管理及び配膳の請負 

21 作詞、作曲、編曲、写譜の受託並び

に音楽著作物の企画、開発、販売、管理、

運営 

（削除） 

 

 

 

22 映画、音楽、教育用のフィルム、レ

コード、コンパクトディスク、その他録

音、録画物の原盤制作に関わる音楽・映

像著作権及び肖像権の管理、運営 

23 音楽・映像著作物の譲り受け及び管

理 

（削除） 

  24 国内及び国外のコンサート、音楽イ

ベント、演芸、催し物、放送番組等

の企画、制作、興行及び請負 

（削除） 

（削除） 

 

 

 

25 アーティストに関する著作権及び

肖像権の管理、運営 

26 アーティスト及び制作物に関する

宣伝、販売 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

27 商品投資に係る事業の規制に関す

る法律に基づく商品投資販売業 

28 映画館、書店、遊技場、飲食店等各

種商業施設の経営企画、経営コンサルテ

ィング業務 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

29 レコーディングスタジオの経営 

30 ファッションデザインのライセン
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（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

22. 有価証券等の売買、保有、管理、運用及

び仲介 

23. 有価証券等への投資に関する調査企画 

24. 投資顧問業 

25. 金銭の貸付 

26. 未公開企業の株価に関する情報収集処理

並びに情報提供 

27. 企業診断及び企業の株価算定業務 

28. 企業の合併、営業権の譲渡に関する企

画・仲介 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

29．上記各号に付帯関連する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。

 

 

第２章 株式 

 

 

（発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、400,000

株とする。 

 

 

（新設）

ス契約の代理 

31 建物の築造およびその利用方法に

関するコンサルティング 

32 音楽家および美術家等アーティス

トのマネージメント 

33 防災・防火システムの設置、工事、

管理、販売およびメンテナンス 

34 防災・防火システムに関する部品お

よび設備機器の輸出入および販売 

35 企業に対する貸付、保証および投資

36 ベンチャー企業・ベンチャービジネ

スへの投資 

37 不動産及び有価証券の投資顧問業 

38 貸金業 

（削除） 

 

39 企業診断及び企業の株価算定業務 

40 企業の合併、営業権の譲渡に関する

企画・仲介 

41 不動産賃貸業 

42 不動産の売買、貸借、管理、保有、

運用及びそれらの仲介 

43 動産賃貸業 

44 総合リース業 

45 一般および特定労働者派遣事業 

46 前各号の製品、物品、ソフトウェア

に関する修理、保守サービスの提供、受

託など役務の提供 

47 前各号の事業を行う国内、外国会社

に対する直接投資および事業活動の支

配、管理 

48 前各号に付帯または関連する一切

の事業及び業務 

 

（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。

 

 

第２章 株式 

 

 

（発行可能株式総数） 

第５条  当会社の発行可能株式総数は、

1,400,000株とする。 

 

 

附則 

 

第３条（本店所在地）の変更は、平成 19 年 11 月１

日から実施する。なお、本附則は、第３条の効力発

生後削除されるものとする。 
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