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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 21 年４月 24 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５月 27 日開 

催予定の第５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．変更の理由 

(１) 平成 16 年６月９日に公布された「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日に施行さ

れ、上場株式は一斉に振替株式に変更されたことから、これに対応するため、株券の存在を前提

とした規定の削除及びその他所要の変更を行うものであります。 

(２) 株式取扱規程に株主の権利行使に際しての手続についても定められている旨を明確にするもので

あります。 

(３) 機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可

能となる旨の規定を新設し、その他所要の変更を行うものであります。 

(４) 上記各変更に伴い必要な条数の変更を行うとともに、一部字句、表現の整備を行うものであります。 

会 社 名 プ ラ イ ム ワ ー ク ス 株 式 会 社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 昌 史

（コード番号：３６２７  東証マザーズ）

問合せ先 常務執行役員企画部長 中 野 隆 司

   （ T E L． 0 3－ 5 2 0 9－ 1 5 9 0）



 

２．変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 

 （下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１条 （記載省略） 第１条 （現行どおり） 

（目  的） （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． （記載省略） 
 ２． （記載省略） 
 ３． （記載省略） 
４． 電気通信機械器具、コンピュータ、テ

レビゲーム機器、電気機械器具のソフ
トウェアおよびハードウェアの企画、
製造、販売、輸出入および賃貸事業 

 ５． （記載省略） 
 ６． （記載省略） 
 ７． （記載省略） 
 ８． （記載省略） 
 ９． （記載省略） 
 １０．（記載省略） 
 １１．（記載省略） 
 １２．（記載省略） 
１３．ビデオソフト、デジタルビデオディ

スク、コンパクトディスク等の映像、
音楽に関するソフトウェアの企画、製
造、販売および輸出入 

 １４．（記載省略） 
 １５．（記載省略） 
 １６．（記載省略） 
 １７．（記載省略） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目
的とする。 

 １． （現行どおり） 
 ２． （現行どおり） 
 ３． （現行どおり） 
４． 電気通信機械器具、コンピュータ、テ

レビゲーム機器、電気機械器具のソフ
トウエアおよびハードウエアの企画、
製造、販売、輸出入および賃貸事業 

 ５． （現行どおり） 
 ６． （現行どおり） 
 ７． （現行どおり） 
 ８． （現行どおり） 
 ９． （現行どおり） 
 １０．（現行どおり） 
 １１．（現行どおり） 
 １２．（現行どおり） 
１３．ビデオソフト、デジタルビデオディス

ク、コンパクトディスク等の映像、音
楽に関するソフトウエアの企画、製造、
販売および輸出入 

 １４．（現行どおり） 
 １５．（現行どおり） 
 １６．（現行どおり） 
 １７．（現行どおり） 

第３条 （記載省略） 第３条 （現行どおり） 

（公告方法） （公告方法） 

第４条 当会社の公告方法は、電子広告とす
る。ただし、やむを得ない事由により、
電子広告による公告をすることがで
きない場合には、日本経済新聞に掲載
する方法により行う。 

第４条 当会社の公告方法は、電子公告とす
る。ただし、やむを得ない事由により、
電子公告による公告をすることができ
ない場合には、日本経済新聞に掲載す
る方法により行う。 

第５条 （記載省略） 第５条 （現行どおり） 

（株券の発行）  
第６条 当会社は、株式に係る株券を発行す

る。 
（削  除） 

第７条 （記載省略） 第６条 （現行どおり） 

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 

第８条 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。）、新株予約権原簿
および株券喪失登録簿の作成ならび
に備置きその他の株主名簿、新株予約
権原簿および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７条 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
簿の作成ならびに備置きその他の株主
名簿および新株予約権原簿に関する事
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。 



 

現 行 定 款 変 更 案 

（株式取扱規程） （株式取扱規程） 

第９条 当会社の株式に関する取扱および手

数料は、法令または本定款のほか、取締

役会において定める株式取扱規程によ

る。 

 

第８条 株主名簿および新株予約権原簿への
記載または記録、その他当会社の株式ま
たは新株予約権に関する取扱および手
数料、株主の権利行使に際しての手続等
については、法令または本定款に定める
もののほか、取締役会において定める株
式取扱規程による。 

（基準日） （基準日） 

第10条 当会社は、毎事業年度末日の 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（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
を行使すべき株主とする。 

第９条 当会社は、毎事業年度末日の 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。 

第11条～第14条 （記載省略） 第10条～第13条 （現行どおり） 

（決議の方法） （決議の方法） 

第15条  株主総会の決議は、法令または定款
に別段の定めがある場合を除き、出
席した議決権を行使することがで
きる株主の議決権の過半数をもっ
て行う。 

２． 会社法第３０９条第２項に定める決
議は、議決権を行使することができる
株主の議決権の３分の１以上を有す
る株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上をもって行う。

第14条  株主総会の決議は、法令または本定款
に別段の定めがある場合を除き、出席
した議決権を行使することができる
株主の議決権の過半数をもって行う。

２． 会社法第３０９条第２項に定める決
議は、議決権を行使することができる株
主の議決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、出席した当該株主の議決権
の３分の２以上をもって行う。 

第16条～第47条 （記載省略） 第15条～第46条 （現行どおり） 

 （剰余金の配当等の決定機関） 

（新  設） 

 

第47条  当会社は、剰余金の配当等会社法第
459条第１項各号に定める事項について
は、法令に別段の定めのある場合を除
き、株主総会の決議によらず取締役会の
決議により定める。 

 （剰余金の配当の基準日） 

（新  設） 

 

第48条 当会社の期末配当の基準日は、毎年２
月末日とする。 

２．当会社の中間配当の基準日は、毎年８
月末日とする。 

３．前２項のほか、基準日を定めて剰余金
の配当をすることができる。 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 
（期末配当金および中間配当金）  

第48条 当会社は、株主総会の決議によっ
て、毎事業年度末日の 終の株主名簿
に記載または記録された株主もしく
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。）を行う。 

２．当会社は、取締役会の決議によって、
毎年８月３１日の 終の株主名簿に
記載または記録された株主もしくは
登録株式質権者に対し、金銭による剰
余金の配当（以下「中間配当金」とい
う。）を行うことができる。 

（削  除） 

（除斥期間等） （除斥期間等） 

第49条  当会社の期末配当金および中間配
当金が、その支払開始の日から満３年
を経過しても受領されないときは、当
会社はその支払義務を免れるものと
する。 

２．未払の期末配当金および中間配当金
には利息を付けない。 

第49条  配当財産が金銭である場合は、その支
払開始の日から満３年を経過しても受
領されないときは、当会社はその支払義
務を免れるものとする。 

２．剰余金の配当には利息を付けない。 

 附則 

（新  設） 
 
 
 
 
 

（新  設） 
 
 
 
 
 

（新  設） 

第１条  当会社の株券喪失登録簿の作成およ
び備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  当会社の株券喪失登録簿への記載ま

たは記録は、法令または本定款に定め
るもののほか、取締役会において定め
る株式取扱規程による。 

 
第３条  本附則第１条ないし本条は、平成２２

年１月６日をもってこれを削除する。
 

 

 

以 上 


