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2009年４月23日 

各 位 

 

会社名 ソネットエンタテインメント株式会社 

代表者役職名 代表取締役 社長 

吉田 憲一郎 

（コード番号 3789 東証一部） 

問合せ先 取締役専務 十時 裕樹 

 

 

定款の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、2009 年６月 19 日（金）に開催予定の第 14 期定時

株主総会において、下記のとおり「定款一部変更の件」について議案を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 

 

１．変更の理由 

(1)｢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）の施行

を機に現行定款規定の見直しを行い、以下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項の定めにより、当社は決済合理化法の施行日、すな

わち株券電子化の実施日（平成 21 年１月５日）において株券を発行する旨の定め

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、これに基づき

廃止されたものとみなされております現行定款第７条を削除するものであります。 

 

②｢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、現行定款第９条のうち、同法律上の制度である実質株主名簿に関する文言

を削除するものであります。 

 

③株券喪失登録簿につきましては、会社法第 221 条柱書の規定により、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（平成 22 年１月５日）まではこれを

作成して備え置くこととされているため、現行定款第９条の株券喪失登録簿に関す

る定めを附則に移行するとともに、その効力を平成 22 年１月６日の到来までとす

るものであります。 
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(2)現行定款第３条につき、関連法令の名称変更および字句の統一等のための修正を行

うものであります。 

 

(3)上記(1)の変更に伴い条数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 2009 年６月 19 日（金）(予定) 

定款変更の効力発生日      2009 年６月 19 日（金）(予定) 

以  上 

                                                                                   

（お問い合わせ先） 

ソネットエンタテインメント株式会社 広報 IR 部 IR 課 

〒141-6010 東京都品川区大崎 2-1-1 電話 03-5745-1500 

ホームページ：http://www.so-net.ne.jp/corporation/IR/ 
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【別紙】 

（下線部が変更箇所であります） 

現行定款 変更案 
第１章 総  則 

 
第１条（商号） 
（条文省略） 

第１章 総  則 

 
第１条（商号） 
（現行の通り） 
 

第２条（本店所在地） 
（条文省略） 

第２条（本店所在地） 
（現行の通り） 
 

第３条（目的） 
当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 
（１）電気通信事業法に定める電気通信事

業。 
（２）電気通信事業に係わる通信システム

の開発及び保守の受託、販売ならび

に賃貸。 
（３）電気通信事業に係わる通信機器及び

通信処理装置用のソフトウェアの

開発、制作及び販売。 
（４）各種情報処理端末機器、情報処理装

置、電気通信機器の開発、販売及び

賃貸。 
（５）各種情報処理端末機器、情報処理装

置、電気通信機器による通信処理並

びに情報提供の企画、開発、販売、

賃貸及び運用。 
（６）前各号に関する企画、調査、研究、

研修及びコンサルティングの受託。 
 
（７）情報処理サービス業及び情報提供サ

ービス業。 
（８）広告宣伝の企画、制作及び広告代理

業。 
（９）集金代行業。 

第３条（目的） 
当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 
（１）電気通信事業。 
 
（２）電気通信事業に係わる通信システム

の開発および保守の受託、販売なら

びに賃貸。 
（３）電気通信事業に係わる通信機器およ

び通信処理装置用のソフトウェア

の開発、制作および販売。 
（４）各種情報処理端末機器、情報処理装

置、電気通信機器の開発、販売およ

び賃貸。 
（５）各種情報処理端末機器、情報処理装

置、電気通信機器による通信処理な

らびに情報提供の企画、開発、販売、

賃貸および運用。 
（６）前各号に関する企画、調査、研究、

研修およびコンサルティングの受

託。 
（７）情報処理サービス業および情報提供

サービス業。 
（８）広告宣伝の企画、制作および広告代

理業。 
（９）集金代行業。 
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（１０）コンピュータ、コンピュータ通信、

音声、映像のソフトウェアの企

画・制作・販売業及び輸出入業。 
（１１）キャラクター商品（個性的な名称

や特徴を有している人物・動物・

図柄・文字等の画像を付した物

品）の企画及び著作権・商標権・

意匠権の管理業。 
（１２）書籍・雑誌の企画・出版・販売業

及び輸出入業。 
（１３）映画フィルム、ビデオ、音楽 CD、

その他の録画、録音物の企画・製

作・出版・販売・配信及び仲介業 
 
（１４）物品（衣料品、装身具、貴金属製

品、バッグ、履き物、雨具、おも

ちゃ、楽器、スポーツ用品、キャ

ンプ用品、光学機器、時計、事務

用機械器具、文房具、家庭用電気

製品、台所用品、ガラス製品、陶

磁器製品、日用品雑貨、家具、イ

ンテリア用品雑貨、寝具、食料品、

酒類、化粧品、医薬部外品、医療

用具、美術品、工芸品、映画・興

行・イベントのチケット）の企

画・販売業及び輸出入業。 
（１５）労働者派遣事業法に基づく労働者

派遣事業 
（１６）古物の売買業。 
（１７）前５号の物品の保管・管理・梱包

及び配送業。 
（１８）旅行業法に定める旅行業及び旅行

代理店業。 
（１９）生命保険募集業並びに損害保険代

理業及び自動車損害賠償保障法

に基づく保険代理業。 
（２０）放送事業及び番組制作に関する業

（１０）コンピュータ、コンピュータ通信、

音声、映像のソフトウェアの企

画・制作・販売業および輸出入業。 
（１１）キャラクター商品（個性的な名称

や特徴を有している人物・動物・

図柄・文字等の画像を付した物

品）の企画および著作権・商標

権・意匠権の管理業。 
（１２）書籍・雑誌の企画・出版・販売業

および輸出入業。 
（１３）映画フィルム、ビデオ、音楽 CD、

その他の録画、録音物の企画・製

作・出版・販売・配信および仲介

業。 
（１４）物品（衣料品、装身具、貴金属製

品、バッグ、履き物、雨具、おも

ちゃ、楽器、スポーツ用品、キャ

ンプ用品、光学機器、時計、事務

用機械器具、文房具、家庭用電気

製品、台所用品、ガラス製品、陶

磁器製品、日用品雑貨、家具、イ

ンテリア用品雑貨、寝具、食料品、

酒類、化粧品、医薬部外品、医療

用具、美術品、工芸品、映画・興

行・イベントのチケット）の企

画・販売業および輸出入業。 
（１５）労働者派遣事業。 
 
（１６）古物の売買業。 
（１７）前５号の物品の保管・管理・梱包

および配送業。 
（１８）旅行業および旅行代理店業。 
 
（１９）生命保険募集業ならびに損害保険

代理業および自動車損害賠償保

障法に基づく保険代理業。 
（２０）放送事業および番組制作に関する
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務。 
（２１）不動産の売買、賃貸借、仲介、管

理業及び不動産に関するコンサ

ルティング業。 
（２２）料理飲食店業。 
（２３）イベントの企画・運営業。 
（２４）投資業及び投資顧問業 
（２５）証券取引法第２条第８項に規定す

る証券業 
（２６）証券取引法第２条第１１項に規定

する証券仲介業 
（２７）クレジットカード事業 
（２８）前各号に付帯又は関連する事業に

対する投資業。 
（２９）前各号に付帯又は関連する業務に

対するサービスの提供。 
（３０）その他前各号に付帯又は関連する

一切の業務。 

業務。 
（２１）不動産の売買、賃貸借、仲介、管

理業および不動産に関するコン

サルティング業。 
（２２）料理飲食店業。 
（２３）イベントの企画・運営業。 
（２４）投資業および投資顧問業。 
（２５）金融商品取引法に定める金融商品

取引業。 
（２６）金融商品取引法に定める金融商品

仲介業。 
（２７）クレジットカード事業。 
（２８）前各号に付帯または関連する事業

に対する投資業。 
（２９）前各号に付帯または関連する業務

に対するサービスの提供。 
（３０）その他前各号に付帯または関連す

る一切の業務。 
 

第４条（機関） 
（条文省略） 

第４条（機関） 
（現行の通り） 
 

第５条（公告方法） 
（条文省略） 

第５条（公告方法） 
（現行の通り） 
 

第２章 株  式 

 

第６条（発行可能株式総数） 
（条文省略） 

第２章 株  式 

 

第６条（発行可能株式総数） 
（現行の通り） 
 

第７条（株券の発行） 
当会社は、株式に係る株券を発行する。 
 

（削除） 

第８条（自己株式の取得） 
（条文省略） 

 

第７条（自己株式の取得） 
（現行の通り） 

 
第９条（株主名簿管理人） 第８条（株主名簿管理人） 
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１）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って定め、

これを公告する。 
３）当会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）、ならびに新株予約権

原簿および株券喪失登録簿は、株主名

簿管理人の事務取扱場所に備え置き、

株主名簿、ならびに新株予約権原簿お

よび株券喪失登録簿への記載または

記録およびその他株式ならびに新株

予約権に関する事務は、株主名簿管理

人に委託し、当会社においてはこれを

取り扱わない。 
 

１）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って定め、

これを公告する。 
３）当会社の株主名簿および新株予約権原

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、および新株予

約権原簿への記載または記録ならび

にその他株式および新株予約権に関

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り扱わ

ない。 
 

第１０条～第４３条 
（条文省略） 

第９条～第４２条 
（現行の通り） 
 

（新設） [附則] 

第１条 当会社の株券喪失登録簿は、株主名

簿管理人の事務取扱場所に備え置

き、株券喪失登録簿への記載または

記録および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

取り扱わない。 
 

（新設） 第２条 前条の規定は、平成２２年１月６日

の到来をもって効力を失うものと

し、前条および本条は、同日をもっ

て削除するものとする。 
 

 


