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各位 

2009年 5月 20日 

株式会社ミクシィ 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

株式会社ミクシィ（東京都渋谷区、代表取締役社長：笠原 健治、証券コード 2121、以下ミクシィ）は、本日開催した

取締役会において、定款一部変更について 2009年 6月 18日に行われる第 10期定時株主総会に付議することを決

議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

(1) 当社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図ると共に、今後の事業展開の多様化に備え、現行定款第

２条につきまして事業目的を追加・整理するものであります。 

(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）の施行に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する

文言の削除及び修正を行うものであります。 

(3) その他、不要な条文の削除、用語及び引用条文の変更、一部の字句の整備及び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章 総  則 第１章 総  則 
第１条 （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。 
第２条 当会社は、次の事業を営むこ

とを目的とする。 
１～２ （省略） １～２ （現行どおり） 

３. 企業の人材採用を支援するサ
ービス 

（削除） 

４．コンピュータシステムの分析、
設計、インターネットに関す
るコンサルティング 

３．コンピュータシステムの分析、
設計、使用許諾、販売及びイ
ンターネットに関するコンサ
ルティング 

５．ホームページの制作・構築 ４．ホームページの制作、構築及
び販売 
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現 行 定 款 変 更 案 

６～９ (省略) 

 

５～８ （現行どおり） 

 

10．著作権、著作隣接権、意匠権、

商標権、工業所有権の取得及

びその管理、運用 

９．キャラクター商品の企画、開発

及び著作権、著作隣接権、意匠

権、商標権、工業所有権の取得、

管理、使用許諾、譲渡並びにそ

れらの仲介、代理業 

11～12 （省略） 10～11 （現行どおり） 

13．各種マーケティングに関する

業務、コンサルティング業 

12．市場調査、市場分析、広告調査

等のリサーチ業及び各種マー

ケティングに関する業務、コン

サルティング業 

14～18 （省略） 13～17 （現行どおり） 

（新設） 18．インターネット、モバイル等の

通信ネットワークを利用した

求人情報の企画、開発、提供及

びシステムの運営 

19. 労働者派遣事業 19．労働者派遣事業及び有料職業

紹介事業 

（新設） 20．企業の人材採用及び人材育成、

並びに企業の組織開発及び組

織の活性化を支援するサービ

ス 

（新設） 21．ポイントサービスの運営業務 

（新設） 22. 自家型及び第三者型前払式支

払手段の発行 

（新設） 23．電子商取引及び電子決済シス

テムの企画、開発、設計、製

造、販売、賃貸、運用、保守

及びそれらの代理業 

（新設） 24．インターネット、モバイル等の

通信ネットワークを利用した

情報、画像、楽曲の収集、配信、

処理及び販売並びにそれらに

かかる機器及び装置等の販売 

（新設） 25．割賦販売法による前払式特定

取引業及び割賦購入あっせん

業における商品の売買等に関

する一切の業務 

（新設） 26．衣料品、食料品、化粧品、医薬

品、日用雑貨等の販売及び輸入

業 

（新設） 27．運送取扱業及び仲介業 
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現 行 定 款 変 更 案 

（新設） 28．金融商品取引法に定める金融
商品取引業及び金融商品仲介
業 

（新設） 29．融資、保証及び債権買取を含
めた信用供与とそのあっせん
及び仲介 

20～21 （省略） 30～31 （現行どおり） 

（新設） 32．インターネットのドメイン取
得代行業 

（新設） 33．イベントの企画、運営 

22. 投資業並びに投資顧問業 （削除） 

23. （省略） 34． （現行どおり） 

第３条～第５条 （省略） 第３条～第５条 （現行どおり） 

第２章 株  式 第２章 株  式 

第６条 （省略） 第６条 （現行どおり） 

（株券の発行） （削除） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を
発行する。 

 

第８条 （省略） 第７条 （現行どおり） 

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 

第９条 （省略） 第８条 （現行どおり） 

２ （省略） ２ （現行どおり） 

３ 当会社の株主名簿（実質株主
名簿を含む。以下同じ）、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、その他株式並びに新
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扱わ
ない。 

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、
株主名簿管理人に委託し、当
会社においてはこれを取り
扱わない。 

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、その他株式並
びに新株予約権に関する取扱
い及び手数料は、法令に定め
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９条 株式又は新株予約権に関する
取扱い及び手数料は、法令又
は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。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（基準日） （基準日） 

第 11条 当会社は､毎事業年度の最終
の株主名簿に記載又は記録さ
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。 

第10条 当会社は､毎事業年度の最終
の株主名簿に記録された議決
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､必要があるとき
は､取締役会の決議によりあ
らかじめ公告して一定の日の
最終の株主名簿に記載又は記
録された株主又は登録株式質
権者をもって、その権利を行
使することができる株主又は
登録株式質権者とすることが
できる｡ 

２ 前項のほか､必要があるとき
は､取締役会の決議によりあ
らかじめ公告して一定の日の
最終の株主名簿に記録された
株主又は登録株式質権者をも
って、その権利を行使するこ
とができる株主又は登録株式
質権者とすることができる｡ 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

第 12条～第 17条 （省略） 第11条～第16条 （現行どおり） 

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 

第 18条～第 25条 （省略） 第17条～第24条 （現行どおり） 

（取締役の決議の省略） （取締役会の決議の省略） 

第 26条 前条に係らず、取締役が取締
役会の決議の目的である事項
について提案をした場合にお
いて、当該提案につき取締役
の全員が書面又は電磁的記録
により同意の意思表示をした
場合は、当該提案を可決する
旨の取締役会の決議があった
ものとみなす。ただし、監査
役が当該提案について異議を
述べたときはこの限りではな
い。 

 

第25条 前条に係らず、取締役が取締
役会の決議の目的である事
項について提案をした場合
において、当該提案につき取
締役（当該事項について議決
に加わることができるもの
に限る。）の全員が書面又は
電磁的記録により同意の意
思表示をした場合は、当該提
案を可決する旨の取締役会
の決議があったものとみな
す。ただし、監査役が当該提
案について異議を述べたと
きはこの限りではない。 

第 27条～第 31条 （省略） 第26条～第30条 （現行どおり） 

第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会 

第 32条～第 43条 （省略） 第31条～第42条 （現行どおり） 

第６章 計  算 第６章 計  算 

第 44 条 （省略） 第43条 （現行どおり） 

第 45条 当会社は、株主総会の決議に
よって毎年３月 31日の最終
の株主名簿に記載又は記録
された株主又は登録株式質
権者に対し剰余金の配当（以
下「期末配当」という。）を
行う。 

第44条 当会社は、株主総会の決議に
よって毎年３月31日の最終の
株主名簿に記録された株主又
は登録株式質権者に対し剰余
金の配当（以下「期末配当」
という。）を行う。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（中間配当） （中間配当） 

第 46条 当会社は､取締役会の決議に
より毎年９月 30日の最終の
株主名簿に記載又は記録され
た株主又は登録株式質権者に
対し、会社法第 454 条第５項
に定める剰余金の配当（以下
「中間配当」という。）をする
ことができる。 

第 45条 当会社は､取締役会の決議に
より毎年９月 30日の最終の
株主名簿に記録された株主
又は登録株式質権者に対し、
会社法第454条第５項に定め
る剰余金の配当（以下「中間
配当」という。）をすること
ができる。 

 

第 47 条 （省略） 第46条 （現行どおり） 

（新設） （附則） 

（新設） 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所に
備え置き、株券喪失登録簿へ
の記録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 当会社の株券喪失登録簿への
記録は、法令又は定款に定め
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。 

（新設） 第３条 附則第１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 

■お問い合わせ先 

株式会社ミクシィ 経営管理本部 広報 IR部 （Tel：03-5738-5900） 


