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平成 21年２月 20日 

各    位 

会 社 名  インスパイアー株式会社 
代表者氏名  代表取締役社長  駒澤 孝次 

（コード番号：２７２４ 大証ヘラクレスＧ） 
問 合せ先  取締役管理本部長 菊池  貴之 
電 話番号  03-5418-4811 

 

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、「定款一部変更の件」を平成21年3月13日開催予

定の臨時株主総会に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 

 
定款変更の理由 
（1）今後の事業拡大に備え、現行定款第２条に事業目的を追加するものであります。 
（2）今後の当社における事業拡大及び収益向上を目的とした機動的な資金調達及び資本政

策遂行のため、会社法第 113 条第３項の規定に基づき、現行定款第６条に定める「発

行可能株式総数」を現行の 57,000株から、127,000株へ増加させるものであります。 
（3）「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）が平成 21 年１月５日（施行日政令公布

後の確定日付）に施行されたことに伴い、いわゆる株券電子化に対応するため、現行

定款第７条乃至第 11 条に所要の変更を行い、条数の繰り上げおよび字句の調整を行う

ものであります。 
（4）会社法第 221条および第 231条の規定により、株券喪失登録簿は、前述（3）のいわゆ

る｢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にこれを作成して

備え置くこととされているため、新たに附則に所要の規定を設けるものであります。 
 

１．定款変更の内容 
変更の内容は次のとおりであります 

(下線部は変更部分を示します。) 

現  行  定  款 変  更  案 

 (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. コンピュータソフトウェアの企画、開発、

販売および輸出入 
２. 情報処理機器、通信機器、事務用機器およ

びそれらの周辺機器、関連部品、付属品の企

画、開発、製造、販売および輸出入 
３. 情報処理サービス、情報通信サービス、情

報提供サービスの企画および提供 

(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. コンピュータソフトウェアの企画、開発、

販売、レンタルおよび輸出入 
２. 情報処理機器、通信機器、事務用機器およ

びそれらの周辺機器、関連部品、付属品の企

画、開発、製造、販売、レンタルおよび輸出

入 
３. 情報処理サービス、情報通信サービス、情

報提供サービスの企画および提供 
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現  行  定  款 変  更  案 

４. コンピュータソフトウェアの操作技術の講

習 
５. 市場調査および経営に関するコンサルティ

ング業務 
６. 工業所有権、著作権の賃貸および売買 
７. 書籍、雑誌等の出版および印刷業 
８. 玩具、運動用品の企画、開発および販売 
 
９. コンピュータネットワークシステムの企

画、開発、設計、構築、運用および監視事業 
10. コンピュータネットワーク関連業務の請負

事業、労働者派遣事業および有料職業紹介事

業 
11. コンピュータネットワークサービスの企画

および提供 
12. コンピュータネットワークコンサルティン

グ業務 
13. 有価証券の売買および保有 
14．経営全般に関するコンサルティング業務 
15．インターネット、携帯情報端末機を使用し

た広告及び通信販売業 
16．インターネットを使ったアプリケーション

サービスプロバイダー業 
17．広告代理店業 
18．クレジットカード事業に関わるコンサルテ

ィング業務 
19．クレジットカード加盟店の募集 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４. コンピュータソフトウェアの操作技術の講

習 
５. 市場調査および経営に関するコンサルティ

ング業務 
６.工業所有権、著作権の賃貸および売買 
７. 書籍、雑誌等の出版および印刷業 
８. 玩具、運動用品の企画、開発、販売および

レンタル 
９. コンピュータネットワークシステムの企

画、開発、設計、構築、運用および監視事業 
10. コンピュータネットワーク関連業務の請負

事業、労働者派遣事業および有料職業紹介事

業 
11. コンピュータネットワークサービスの企画

および提供 
12. コンピュータネットワークコンサルティン

グ業務 
13. 有価証券の売買および保有 
14．経営全般に関するコンサルティング業務 
15．インターネット、携帯情報端末機を使用し

た広告および通信販売業 
16．インターネットを使ったアプリケーション

サービスプロバイダー業 
17．広告代理店業 
18．クレジットカード事業に関わるコンサルテ

ィング業務 
19．クレジットカード加盟店の募集 
20. 店舗、事務所のインテリアの企画、設計お

よび内装仕上工事並びに監理 
21. 土木工事、建築工事、設備工事、その他建

設工事の企画、設計、監理、施工および請負 
22. 家具、什器備品、文房具の企画、製造、販

売および輸出入 
23. 衣料用繊維製品の企画、製造および衣料品

の販売および輸出入 
24. 日用家庭用品および日用品雑貨の販売およ

び輸出入 
25. 医薬品、医薬部外品、健康食品、衛生用

品、化粧品の販売および輸出入 
26. 生鮮、冷凍、加工食料品の販売および輸出

入 
27. 茶類、清涼飲料水等の販売および輸出入 
28. 有価証券の売買、金銭の貸付、 債務の保

証、クレジットカード業及び代金前払方式の

磁気カードの発行および販売 
29. 古物の販売およびレンタル 
30. 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に

基づく保険代理業および生命保険の募集に関

する業務 
31. 不動産の売買、賃貸借、仲介、斡旋および

管理 
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現  行  定  款 変  更  案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
20.前各号に付帯する一切の業務 

32. 旅行業ならびにホテル、飲食店、レストラ

ンおよびスポーツ施設の経営 
33. 学習塾、カルチャー教室、レッスン教室等

の開設指導および経営 
34. 医療機器、医療検査機器、医療用具等の開

発、製造、リース、レンタルおよび販売 
35. 通信機器による健康調査に関する医療情報

の収集、分析および提供 
36. 痩身美容機器等のリース、レンタルおよび

販売 
37. フランチャイズ形態によるチェーン店の経

営指導およびその運営に対するコンサルティ

ング業務 
38. 投資基金の運用委託および運用にかかわる

調査、指導、コンサルティング等の業務 
39. 知的所有権（特許権、商標権、実用新案

権、意匠権）および専属販売契約上の権利の

譲渡等の鑑定評価および企画、開発およびそ

のリース、レンタルならびに紹介斡旋業務 
40. 前各号の業務にかかわるコンサルティング

および情報収集、情報提供サービス業務 
41. 前各号に関する顧客の仲介、斡旋業務 
42. 前各号に付帯または関連する一切の事業お

よび業務 
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 57,000

株とする。  

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、127,000

株とする。 
（株券の発行） 
第７条 当社は、その株式に係る株券を発行する。

ただし、１株に満たない端株に係る株券

は、発行しないことができる。 
 

 
 

（削 除） 

 

(株主名簿管理人) 
第８条  当会社は、株式名簿管理人を置く。 

２. 株主名簿管理人およびその取扱場所は、

取締役会の決議によって選定する。 
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、株券喪失登録

簿および新株権および新株予約権原簿の作

成ならびに備え置き、その他の株主名簿、

端株原簿、株券喪失登録簿および新株予約

権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に

委託し、当会においては、これを取り扱わ

ない。 
 

(株主名簿管理人) 
第７条          (現行どおり) 

２.         (現行どおり) 
 

３. 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作

成ならびに備え置き、その他の株主名簿、新

株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理

人に委託し、当社においては、これを取り扱

わない。 
 
 
 

（株式取扱規程） 
第９条 当会社の発行する株券の種類ならびに株

主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権

原簿への記載または記録、実質株主通知の

受理、端株の買取および買増請求の取扱、

その他株式に関する取扱および手数料につ

いては、法令または定款のほか、取締役会

の定める株式取扱規程による。 

（株式取扱規程） 
第８条 当会社の株式に関する取扱は、法令または

定款のほか、取締役会の定める株式取扱規

程による。 
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現   行   定   款 変   更   案 

（基準日) 
第 10 条 当会社は、毎年３月 31 日の 終の株主名

簿に記載または記録された議決権を有する

株主をもって、その事業年度に関する定時

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、株主、登録株式質権者また

は端株主として権利を行使すべき者を定め

るため必要あるときは、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。 

(基準日) 
第９ 条 当会社は、毎年３月 31 日の 終の株主名

に記録された議決権を有する株主をもっ

て、その事業年度に関する定時株主総会に

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、株主または登録株式質権者と

して権利を行使すべき者を定めるため必要

あるときは、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。 
(端株の買増請求) 
第 11 条 端株原簿に記載または記録された端株主

は、株式取扱規定に定めるところにより、

その端株と併せて１株となるべき数の端株

を売り渡すべき旨を当会社に請求すること

ができる。ただし、当会社がその請求によ

り譲渡すべき数の自己株式を有していない

場合は、この限りはない 

 
 
 

(削 除) 
 

 
第３章 株主総会 

第 12条～第 16条（条文記載省略） 
 

 
第３章 株主総会 

第 10条～第 14条  （現行どおり） 
 

 
第４章 取締役および取締役会 

第 17条～第 22条（条文記載省略） 
 

 
第４章 取締役および取締役会 

第 15条～第 20条  （現行どおり） 

 
第５章 監査役および監査役会 

第 23条～第 28条（条文記載省略） 
 

 
第５章 監査役および監査役会 

第 21条～第 26条  （現行どおり） 
 

 
第６章 会計監査人 

第 29条～第 33条（条文記載省略） 
 

 
第６章 会計監査人 

第 27条～第 29条  （現行どおり） 
 

 
第７章 取締役等の責任免除 

第 32条～第 33条（条文記載省略） 
 

 
第７章 取締役等の責任免除 

第 30条～第 31条  （現行どおり） 
 

 
第８章 計算 

第 34条～第 38条（条文記載省略） 
 

 
第８章 計算 

第 32条～第 36条  （現行どおり） 
 

 
附 則 

 
 

（新 設） 

 
附 則 

第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備え

置きその他の株券喪失登録簿に関する事務

は、これを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。 
 
 

（新 設） 
 

 
第２条 前条および本条は、平成 22 年１月５日ま

で有効とし、同日の経過をもって前条およ

び本条を削除するものとする。 

 

以 上 

 


