
                             
 

平成21年2月27日 

各    位 
プラネックスコミュニケーションズ株式会社 

代表取締役社長 久保田 克昭 
（JASDAQコード 6784） 

問合せ先：経営企画室長 森田 巌徹 
TEL: 03-5766-1333 

 
 
 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 21 年 2 月 27 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 21 年 3 月 27

日開催予定の第 15 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 

(1)第 1 条（商号） 

本日付「会社分割による純粋持株会社化への移行及び商号変更のお知らせ」にて発表してお

りますように、分社型新設分割による純粋持株会社への移行に伴い商号を変更いたします。 

(2)第 2 条（目的） 

純粋持株会社への移行に伴う業容の変更に伴い当社の目的を変更いたします。 

(3)「株式等の取引にかか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」）といいます。）が平成 21 年 1

月 5日に施行されたことに伴い、以下のとおり変更を行います。 

（a）第6条、第9条３項、第10条 
決済合理化法附則第６条第１項により、同法の施行日をもって当社の株券を発行する

旨の規定を廃止する定款変更決議をしたものとみなされておりますので、当該規定を削
除するとともに、単元未満株式に係る株券に関する規定および株券喪失登録簿に関する
定めについても削除します。ただし、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行
日の翌日から１年間は株主名簿管理人が株券喪失登録に係る事務を取り扱いますので、
経過処置として、その旨附則を設けるものです。  

（b）第8条、第10条 
決済合理化法附則第２条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和59年法

律第30号）が廃止されたことに伴い、「実質株主」及び「実質株主名簿」に関する定め
を削除します。 

（c）株主電子化の振替制度においては端株が取扱の対象とならないことから、端株制度を廃
止するため、これに関する規定を削除します。 

(4)その他、上記変更に伴う条数の変更を行います。 



 

２．定款変更の内容 

 

現 行 定 款 変 更 案 

（商号） 
第１条 当会社は、プラネックスコミュニケーシ

ョンズ株式会社と称し、英文では
PLANEX COMMUNICATIONS INC. と表
示する。 

 

（商号） 
第１条 当会社は、プラネックスホールディング

株式会社と称し、英文では 
PLANEX HOLDING INC. と表示する。 

 

（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を行うことを目的と

する。 
1. コンピューター周辺機器の開発・製

造・販売 
2. コンピューターソフトウェアーの

開発販売及び保守 
3．電話機等各種通信機器、及びソフト

ウェアの開発、販売及び保守業務 
4. 外国為替取引業 
5．前各号に付帯する一切の業務 

 

（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を行う会社その他の

法人等の株式または持分を所有するこ
とにより、当該法人等の経営管理及びこ
れに附帯または関連する業務を行うこ
とを目的とする。 

    1．コンピューター周辺機器の開発、製造
及び販売 

    2．コンピューターソフトウェアーの開 
発、販売及び保守 

   3．電話機等各種通信機器及びソフトウェ
アの開発、販売及び保守業務 

    4．外国為替取引業 
    5．前各号に付帯する一切の業務 
  ② 当会社は、前項各号に定める事業及びこ

れに附帯または関連する事業を行うこと
ができる。 

 
（株券の発行） 
第６条 当会社の株式については、株券を発行 

する。 
 

第７条 （条文省略） 
 

（削除） 
 
 
 

第６条 （現行どおり） 

（基準日） 
第８条 当会社は、毎年１２月３１日の 終の

株主名簿（実質株主名簿を含む。以下
同じ。）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、登録株式質権者又は

端株主として権利を行使すべき者を定
めるために必要がある場合は、取締役会
の決議によって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７条 当会社は、毎年１２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
めに必要がある場合は、取締役会の決議
によって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。 



  
 

現 行 定 款 変 更 案 

（株主名簿管理人） 
第９条 （条文省略） 

②  （条文省略） 
③ 当会社の株主名簿、端株原簿ならびに 

株券喪失登録簿及び新株予約権原簿
は、株主名簿管理人の事務取扱場所に
備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿
及び新株予約権原簿への記載又は記
録、端株原簿の記載または記録、端株
の買取り、その他株式及び端株並びに
新株予約権に関する事務は、株主名簿
管理人に取扱わせ、当会社においては
これを取扱わない。 

 

（株主名簿管理人） 
第８条 （現行どおり） 

②  （現行どおり） 
③ 当会社の株主名簿及び新株予約権

原簿は、株主名簿管理人の事務取扱
場所に備え置き、株主名簿及び新株
予約権原簿への記載又は記録、その
他株式及び新株予約権に関する事
務は、株主名簿管理人に取扱わせ、
当会社においてはこれを取扱わな
い。 

（株式取扱規定） 
第10条 当会社が発行する株券の種類並びに 

株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予
約権原簿への記載又は記録、実質株主
名簿・株券喪失登録簿への記載または
記録、端株原簿の記載または記録、端
株の買取り、その他株式及び端株に関
する取扱い並びに手数料については、
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定による。 

（株式取扱規定） 
第９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、その他株式に
関する取扱い並びに手数料について
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定によ
る。 

 

第11条 
 

～
 

 （条文省略） 
 

第48条 
（期末配当金） 
第49条 期末配当金は、毎年12月31日の 終の株

主名簿に記載または記録された株主又
は登録株式質権者及び同日の 終の端
株原簿に記載または記録された端株主
に対し、金銭による剰余金の配当（以下
「期末配当金」という）をすることがで
きる。 

 

第10条 
 

～
 

 （現行どおり） 
 

第47条 
（期末配当金） 
第48条 期末配当金は、毎年12月31日の 終

の株主名簿に記載または記録された
株主又は登録株式質権者に対し、金
銭による剰余金の配当（以下「期末
配当金」という）をすることができ
る。 

 

（中間配当金） 
第50条 当会社は、取締役会の決議により、毎年

６月30日の 終の株主名簿に記載また
は記録された株主又は登録株式質権者
及び同日の 終の端株原簿に記載また
は記録された端株主に対し、会社法第
454条第５項の定めによる金銭による剰
余金の配当（以下中間配当という。）を
行うことができる。 

（中間配当金） 
第49条 当会社は、取締役会の決議により、

毎年６月30日の 終の株主名簿に記
載または記録された株主又は登録株
式質権者に対し、会社法第454条第５
項の定めによる金銭による剰余金の
配当（以下中間配当という。）を行う
ことができる。 



 

現 行 定 款 変 更 案 

第51条 （条文省略） 
 
（新設） 

第50条 （現行どおり） 
 
（附則） 
第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成及び

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扱
わない。 

 
第２条 前附則及び本附則は、平成22年１月 

５日まで有効とし、平成22年１月６
日をもって前条及び本条を削るもの
とする。 

 
 
第３条 第１条（商号）及び第２条（目的） 

の変更は、平成21年３月27日に開催
される定時株主総会において決定す
る新会社設立登記日（効力発生日）
をもって、その効果を生ずるものと
する。本附則は、効力発生時期経過
後削るものとする。 

 
 

 

３． 定款変更の日程 

定款変更のための定時株主総会開催日  平成 21 年 3月 27 日（金） 

定款変更の効力発生日    平成 21 年 3月 27 日（金） 

 

以 上 


