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平成 21 年 2 月 16 日 

各  位 

東京都港区赤坂八丁目 4 番 14 号 

株 式 会 社 エ ル ゴ ・ ブ レ イ ン ズ 

代 表 取 締 役   宮 田  徹 

（コード番号：4309） 

問合せ先：取締役 高財務責任者（CFO） 

小 川 大 介 

ＴＥＬ：（03）5775－6070 

 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 21 年 2 月 16 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 21 年 3 月 25 日

開催予定の第 12 期定時株主総会に付議することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知

らせいたします。 

 

記 

 

1．変更の理由 

(1) 株式会社インタースパイアとの合併に伴い、商号、目的、発行可能株式総数の変更を行うもの

であります。（変更案第１条、変更案第２条、変更案第６条）また、商号の変更につきましては、

平成21年５月１日より効力を生じるものといたします。（変更案附則第１条） 

  なお、上記の変更につきましては、本定時株主総会に付議いたします「株式会社インタースパ

イアとの合併契約承認の件」が承認可決されることを条件といたします。 

(2) 「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、以下「決済合理化法」という。）が平成21年１月５日に施行さ

れたことに伴い、次のとおり変更を行うものであります。 

① 決済合理化法附則第６条第１項により、平成21年１月５日をもって株券を発行する旨の定

款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、株券の発行に

関する規定及び単元未満株券の不発行に関する規定を削除するものであります。（現行定款第

７条、現行定款第９条第２項） 

② ｢株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、実質株主及び実質株主名

簿に関する文言の削除を行うものであります。（現行定款第10条、現行定款第11条第３項） 

③ 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日までこれを

作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるものであります。（変更

案附則第２～４条） 

(3) コーポレートガバナンス強化の観点より、株主総会の招集権者及び議長並びに取締役会の招集

権者及び議長に関する規定につき、所要の変更を行うものであります。（変更案第14条、変更案

第23条） 
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(4) 経営体制の強化を図るため、取締役の員数を10名以内から15名以内に増員するものであります。

（変更案第19条） 

(5) 会社法第427条に定める社外取締役及び社外監査役との責任限定契約に関する規定につき、当該

契約に基づく賠償責任の限度額を見直し変更するものであります。なお、当該変更につきまし

ては監査役全員の同意を得ております。（変更案第31条第２項、変更案第38条第２項） 

(6) その他、条文の削除に伴う条数の繰り上げ、字句の修正及び表現の変更等、所要の変更を行う

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 21 年３月 25 日（水）（予定） 

定款変更の効力発生日       平成 21 年３月 25 日（水）（予定） 

ただし、第１条の商号変更につきましては、平成 21 年５月１日より効力を生じるものといたし

ます。 

 

 

以 上 
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別紙 
（下線は変更部分） 

現 行 定 款 変  更  案 

 

第１章 総  則 

 

（商 号） 

第１条 当会社は、株式会社エルゴ・ブレインズと称し、

英文ではErgo-Brains inc.と表示する。 

 

（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．広告、宣伝に関する企画並びに制作 

（新 設） 

２．新商品開発、企画、立案、並びに販売、調

査の受託 

（新 設） 

３．インターネット及び携帯電話通信網での広

告並びに情報収集、処理業務 

４．コンピューターを利用した情報サービスの

提供 

５．インターネット及び携帯電話通信網を利用

したニューメディア関連の通信提供サービ

ス 

６．インターネット及び携帯電話通信網を利用

したニューメディア関連の企画、開発、制

作、販売 

７．インターネット及び携帯電話通信網を利用

した通信販売業務 

８．インターネット及び携帯電話通信網を利用

した情報システム、通信ネットワーク、デ

ータベースの企画、開発、設計、管理、技

術提供及び運用に関する受託 

 

（新 設） 

 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

 

（新 設） 

（新 設） 

（新 設） 

９．デジタルコンテンツの企画、制作、配信及

び販売 

10．各種音声、映像ソフトウエアの企画、制作、

販売 

（新 設） 

 

11．各種コンピュータソフトウエアの開発、販

売 

12．出版物の企画、発行並びに販売 

（新 設） 

 

 

 

第１章 総  則 

 

（商 号） 

第１条 当会社は、株式会社スパイアと称し、英文では

SPiRE, Inc.と表示する。 

 

（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．広告、宣伝に関する企画並びに制作 

２．広告代理業 

３．新商品開発、企画、立案、並びに販売、調

査の受託 

４．各種マーケティング業務 

５．インターネット及び携帯電話通信網での広

告並びに情報収集、処理業務 

６．インターネット及び携帯電話通信網を利用

した各種情報サービスの提供 

７．インターネット及び携帯電話通信網を利用

したニューメディア関連の通信提供サービ

ス 

８．インターネット及び携帯電話通信網を利用

したニューメディア関連の企画、開発、制

作、販売 

（削 除） 

 

９．インターネット及び携帯電話通信網を利用

した情報システム、通信ネットワーク、デ

ータベースの企画、開発、設計、管理、技

術提供及び運用に関する受託並びにコンサ

ルタント 

10．インターネット及び携帯電話通信網を利用

した市場調査の企画、実施、コンサルタン

ト 

11．インターネット及び携帯電話通信網のホー

ムページの企画及び制作 

12．インターネット及び携帯電話通信網の代金

決済システムの導入代行業務 

13．インターネット及び携帯電話通信網を利用

した通信販売業務並びに通信販売の仲介、

情報提供業務 

14．一般雑貨の販売業務並びに委託 

15．酒類の販売 

16．古物営業法に基づく古物の売買 

17．デジタルコンテンツの企画、制作、配信及

び販売 

18．各種音声、映像ソフトウエアの企画、制作、

販売 

19．コンピュータ及びその関連機器の販売、斡

旋 

20．各種コンピュータソフトウエアの開発、販

売、賃貸、保守及び運用 

21．出版物の企画、発行並びに販売 

22．プロモーションビデオ等の映像の企画、制

作並びに販売 
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現 行 定 款 変  更  案 

 

（新 設） 

 

13．著作権、商標権、及び意匠権の利用、管理、

販売並びに賃貸借 

 

14．一般雑貨の販売業務並びに委託 

15．酒類の販売 

16．古物営業法に基づく古物の売買 

（新 設） 

17．労働者派遣事業 

18．広告代理業 

（新 設） 

（新 設） 

（新 設） 

19．前各号に付帯するコンサルタント業 

20．前各号に付帯する一切の事業 

 

（本店の所在地） 

第３条        （省 略） 

 ≀ 
（公告方法） 

第５条        （省 略） 

 

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、13,382,400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        （省 略） 

 

（単元株式数及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、第７条の規定にかかわらず、単元未満

株式に係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

当て及び募集新株予約権の割当てを受ける

権利 

 

（株主名簿管理人） 

第11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。 

 

 

 

23．グラフィックデザイン及び商業デザインの

企画及び制作 

24．無体財産権（著作権、著作隣接権、特許権、

実用新案権、意匠権、商標権等）の取得、使

用承諾、管理、販売並びに賃貸借 

（削 除） 

（削 除） 

（削 除） 

25．電気通信事業 

26．労働者派遣事業 

（削 除） 

27．有価証券の運用、投資、売買、保有 

28．投資業並びに投資顧問業 

29．国内外投資先の斡旋及び仲介業務 

30．前各号に付帯するコンサルタント業 

31．前各号に付帯する一切の事業 

 

（本店の所在地） 

第３条      （現行どおり） 

 ≀ 
（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、22,346,400株とす

る。 

 

 

（削 除） 

 

（自己の株式の取得） 

第７条      （現行どおり） 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

（削 除） 

 

 

 

（単元未満株式についての権利） 

第９条 当会社の株主は、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

当て及び募集新株予約権の割当てを受ける

権利 

 

（株主名簿管理人） 

第10条      （現行どおり） 

  ②      （現行どおり） 
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現 行 定 款 変  更  案 

 

  ③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同

じ。）、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並

びに備置きその他株主名簿、新株予約権原簿及び株

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12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

扱規則による。 

 

 

 

第３章 株主総会 

 

（招 集） 

第13条        （省 略） 

 ≀ 
（定時株主総会の基準日） 

第14条        （省 略） 

 

（招集権者及び議長） 

第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会の決議によりあらかじめ取締役会が定

める取締役がこれを招集し、議長となる。当該取締

役に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた

順序により他の取締役がこれにあたる。 

 

（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16条        （省 略） 

 ≀ 
（議事録） 

第19条        （省 略） 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

（取締役の員数） 

第20条 当会社の取締役は10名以内とする。 

 

（取締役の選任方法） 

第21条        （省 略） 

 ≀ 
（代表取締役） 

第23条        （省 略） 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、あらかじめ取締役会で定めた取締役がこれを招

集し、議長となる。当該取締役に事故あるときは、

あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締

役がこれにあたる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第25条        （省 略） 

 ≀ 
（取締役会議事録） 

第27条        （省 略） 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

（株式取扱規則） 

第11条 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載

又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式及び

新株予約権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等は、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則による。 

 

第３章 株主総会 

 

（招 集） 

第12条      （現行どおり） 

 ≀ 
（定時株主総会の基準日） 

第13条      （現行どおり） 

 

（招集権者及び議長） 

第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会の決議により取締役社長がこれを招集

し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、あ

らかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役

がこれにあたる。 

 

（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15条      （現行どおり） 

 ≀ 
（議事録） 

第18条      （現行どおり） 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

（取締役の員数） 

第19条 当会社の取締役は15名以内とする。 

 

（取締役の選任方法） 

第20条      （現行どおり） 

 ≀ 
（代表取締役） 

第22条      （現行どおり） 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締

役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定

めた順序により他の取締役がこれにあたる。 

 

 

（取締役会の招集通知） 

第24条      （現行どおり） 

 ≀ 
（取締役会議事録） 

第26条      （現行どおり） 
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現 行 定 款 変  更  案 

 

（取締役会規則） 

第28条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほ

か、取締役会において定める取締役会規則による。

 

（取締役の報酬等） 

第29条        （省 略） 

 

（取締役の責任免除） 

第30条     （省 略） 

  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、同法第423条第１項の賠償責

任を限定する契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万

円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定す

る額のいずれか高い額とする。 

 

（監査役の員数） 

第31条     （省 略） 

 ≀ 

（監査役の報酬等） 

第38条     （省 略） 

 

（監査役の責任免除） 

第39条     （省 略） 

  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、同法第423条第１項の賠償責

任を限定する契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万

円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定す

る額のいずれか高い額とする。 

 

（会計監査人の選任方法） 

第40条     （省 略） 

 ≀ 
（配当金の除斥期間） 

第45条        （省 略） 

 

           （新 設） 

 

           （新 設） 

 

 

 

           （新 設） 

 

 

 

 

           （新 設） 

 

 

 

           （新 設） 

 

 

 

（取締役会規程） 

第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほ

か、取締役会において定める取締役会規程による。

 

（取締役の報酬等） 

第28条      （現行どおり） 

 

（取締役の責任免除） 

第31条     （省 略） 

  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、同法第423条第１項の賠償責

任を限定する契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に

定める額とする。 

 

 

（監査役の員数） 

第30条     （省 略） 

 ≀ 

（監査役の報酬等） 

第37条    （現行どおり） 

 

（監査役の責任免除） 

第38条     （省 略） 

  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、同法第423条第１項の賠償責

任を限定する契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に

定める額とする。 

 

 

（会計監査人の選任方法） 

第39条    （現行どおり） 

 ≀ 
（配当金の除斥期間） 

第44条      （現行どおり） 

 

附則 

 

第１条 第１条の変更は、平成21年５月１日より効力を生

じるものとする。なお、本条は効力発生日をもって

これを削除する。 

 

第２条 当会社の株券喪失登録簿の記載又は記録並びに

備置きその他の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。 

 

第３条 当会社の株券喪失登録簿への記載又は記録は、法

令又は本定款のほか、取締役会において定める株式

取扱規則による。 

 

第４条 本附則第２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。 

 

   
以 上 


