
 
平成 21 年 11 月６日 

各      位 

会 社 名  株式会社プライム 

代表者名 代表取締役社長  田端 一宏 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード２６８４） 

問合せ先 取締役管理本部長 坂井 賢二 

電話 ０５２－３１０－０７１１ 

「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部変更について 

当社は、平成 21 年 11 月６日開催の取締役会において、平成 21年 12 月 18 日開催の臨時株主総会に

おける議案の一部を変更することを決定いたしました。従いまして、平成 21 年 10 月 28 日に開示いた

しました「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部を変更いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

１． 変更の理由 

 平成 21年 10月 28日に開示いたしました「株式会社ジパングとの合併契約締結に関するお知らせ」

に記載のとおり株式会社ジパング（以下「ジパング」という。）と合併することとなりました。つき

ましては、事業年度を現在の毎年７月１日から翌年６月 30 日を毎年４月１日から翌年３月 31 日に

変更することを決定いたしました。 

 

２．変更箇所（変更箇所は下線で表示しております） 

１． 定款変更の目的 

（変更前） 

（追加） 

(5)上記の定款変更につきましては、吸収合併を前提条件としておりますので、効力発生日につき
附則で規定するものであります。 
なお、当該附則につきましては、吸収合併の効力発生日（本定款変更の効力発生日）をもち 

まして、これを削除するものです。 

 

  （変更後） 

  (5) 事業年度を変更することに伴い、現行定款第 10 条（基準日）、現行定款第 11 条（招集）、第

35 条（事業年度）、第 36 条（期末配当金）、現行定款第 37 条（中間配当金）および附則第５条

につき所要の変更を行うものであります。 

(6) 上記の定款変更につきましては、吸収合併を前提条件としておりますので、効力発生日につ
き附則で規定するものであります。 
なお、当該附則につきましては、吸収合併の効力発生日（本定款変更の効力発生日）をもち 

まして、これを削除するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  【別紙】 

   注：今回の変更部分は網掛けにしております。 

  （変更前） 
(下線は変更部分) 

現行定款 変更案 

第１条（商号） 

当会社は、株式会社プライムと称し、 

英文で｢PRIME NETWORK INC.｣と表示する。 

 

第２条（目的） 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．通信販売業務 

２．放送時間の販売 

３．放送番組の企画、制作及び販売 

４．広告代理店業 

５．家庭用電気製品、家具、家庭用雑貨、服飾雑貨、

日用品雑貨、宝石、貴金属、バッグ、皮革製品、

アクセサリ－用品、食品、健康器具の輸出入及

び販売 

 

６．放送法による放送事業 

７．電気通信事業法に基づく第二種電気通信事業 

８．市場調査、経営コンサルタント業務 

 

 

９．情報提供サ－ビス業 

10．損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業

務 

 

 

 

 

 

 

 

新 設 

 

 

 

 

 

 

 

第１条（商号） 

当会社は、株式会社ジパング・ホールディングスと

称し、英文で「Jipangu Holdings Inc.」と表示する。 

 

第２条（目的） 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．通信販売業務 

２．放送時間の販売 

３．放送番組の企画、制作及び販売 

４．広告代理店業 

５．家庭用電気製品、家具、家庭用雑貨、服飾雑貨、

日用品雑貨、宝石、貴金属、バッグ、皮革製品、

アクセサリ－用品、食品、健康器具、化粧品、

健康食品、医薬品医薬部外品、清涼飲料水及び

軽飲食材料の企画、製造、輸出入及び販売 

６．放送法による放送事業 

７．電気通信事業法に基づく第二種電気通信事業 

８．市場調査、マーケティング、経営政策、財務政

策、株主政策、企業イメージに関する調査及び

経営コンサルタント業務 

９．情報提供サ－ビス業 

10．損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業

務 

11．金属鉱業、土石採取業 

12．金の精錬業 

13．鉱物資源の開発及びこれに関する調査、研究、

設備設計、技術指導、施工、監理 

14．有価証券の投資 

15．商品先物市場での貴金属売買 

16．温浴施設、リラクゼーション施設及びホテルの

企画、設計、経営、運営及びそれらに関するコ

ンサルティング業務 

17．前２号に関するフランチャイズチェーンシステ

ム展開のための募集、経営指導業務 

18．レストラン等の飲食店の経営及び施設の賃貸業 

19．店舗設備、店舗什器備品の販売、賃貸、管理並

びにこれらの設備の設計、施工、監理、建築工

事、設備工事、電気工事、内装工事の請負業 

20．建築設計事務所の経営 

21．書籍、雑誌その他印刷物の企画、制作及び販売 

 

 



 (下線は変更部分) 

 

現行定款 変更案 

 

新 設 

 

 

11．上記各号に附帯関連する一切の業務 

 

第３条～第５条 （条文省略） 

 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、537,808株とする。 

 

第７条～第15条 （条文省略） 

 

第16条（取締役の員数） 

当会社の取締役は、10名以内とする。 

 

第17条～第26条 （条文省略） 

 

第27条（監査役の員数） 

当会社の監査役は、４名以内とする。 

 

第28条～第38条 （条文省略） 

 

附 則 

 

第１条～第３条 （条文省略） 

 

 

 

新 設 

 

22．インターネットによるウェブサイト企画、制作

及び運営 

23．各種企業の業務内容、実績に関する印刷物、映

像物に関する企画、編集、作成 

24．上記各号に附帯関連する一切の業務 

 

第３条～第５条 （条文省略） 

 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、18,500,000株とする。 

 

第７条～第15条 （条文省略） 

 

第16条（取締役の員数） 

当会社の取締役は、15名以内とする。 

 

第17条～第26条 （条文省略） 

 

第27条（監査役の員数） 

当会社の監査役は、10名以内とする。 

 

第28条～第38条 （条文省略） 

 

附 則 

 

第１条～第３条 （条文省略） 

 

第４条 本定款は平成22年１月１日に効力発生するもの

とする。 

なお、本附則は平成22年１月１日に削除するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（変更後） 
(下線は変更部分) 

現行定款 変更案 

第１条（商号） 

当会社は、株式会社プライムと称し、 

英文で｢PRIME NETWORK INC.｣と表示する。 

 

第２条（目的） 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．通信販売業務 

２．放送時間の販売 

３．放送番組の企画、制作及び販売 

４．広告代理店業 

５．家庭用電気製品、家具、家庭用雑貨、服飾雑貨、

日用品雑貨、宝石、貴金属、バッグ、皮革製品、

アクセサリ－用品、食品、健康器具の輸出入及

び販売 

 

６．放送法による放送事業 

７．電気通信事業法に基づく第二種電気通信事業 

８．市場調査、経営コンサルタント業務 

 

 

９．情報提供サ－ビス業 

10．損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業

務 

 

 

 

 

 

 

 

新 設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．上記各号に附帯関連する一切の業務 

第１条（商号） 

当会社は、株式会社ジパング・ホールディングスと

称し、英文で「Jipangu Holdings Inc.」と表示する。 

 

第２条（目的） 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．通信販売業務 

２．放送時間の販売 

３．放送番組の企画、制作及び販売 

４．広告代理店業 

５．家庭用電気製品、家具、家庭用雑貨、服飾雑貨、

日用品雑貨、宝石、貴金属、バッグ、皮革製品、

アクセサリ－用品、食品、健康器具、化粧品、

健康食品、医薬品医薬部外品、清涼飲料水及び

軽飲食材料の企画、製造、輸出入及び販売 

６．放送法による放送事業 

７．電気通信事業法に基づく第二種電気通信事業 

８．市場調査、マーケティング、経営政策、財務政

策、株主政策、企業イメージに関する調査及び

経営コンサルタント業務 

９．情報提供サ－ビス業 

10．損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業

務 

11．金属鉱業、土石採取業 

12．金の精錬業 

13．鉱物資源の開発及びこれに関する調査、研究、

設備設計、技術指導、施工、監理 

14．有価証券の投資 

15．商品先物市場での貴金属売買 

16．温浴施設、リラクゼーション施設及びホテルの

企画、設計、経営、運営及びそれらに関するコ

ンサルティング業務 

17．前２号に関するフランチャイズチェーンシステ

ム展開のための募集、経営指導業務 

18．レストラン等の飲食店の経営及び施設の賃貸業 

19．店舗設備、店舗什器備品の販売、賃貸、管理並

びにこれらの設備の設計、施工、監理、建築工

事、設備工事、電気工事、内装工事の請負業 

20．建築設計事務所の経営 

21．書籍、雑誌その他印刷物の企画、制作及び販売 

22．インターネットによるウェブサイト企画、制作

及び運営 

23．各種企業の業務内容、実績に関する印刷物、映

像物に関する企画、編集、作成 

24．上記各号に附帯関連する一切の業務 

 



(下線は変更部分) 

現行定款 変更案 

第３条～第５条 （条文省略） 

 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、537,808株とする。 

 

第７条～第９条 （条文省略） 

 

第10条（基準日） 

当会社は、毎年６月３０日の最終の株主名簿に記載又

は記録された株主をもって、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．前項にかかわらず、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、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。 

 

第11条（招集） 

定時株主総会は、毎年９月に招集し、臨時株主総会は、

必要あるごとに招集する。 

 

 第 12 条～第 15 条 （条文省略） 

 

第16条（取締役の員数） 

当会社の取締役は、10名以内とする。 

 

第17条～第26条 （条文省略） 

 

第27条（監査役の員数） 

当会社の監査役は、４名以内とする。 

 

第28条～第34条 （条文省略） 

 

第35条（事業年度） 

当会社の事業年度は、毎年７月１日から翌年６月３０

日までとする。 

 

第36条（期末配当金） 

  当会社は、株主総会の決議によって毎年６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、金銭による剰余金の配当（以下｢期

末配当金｣という。）を支払う。 

 

第３条～第５条 （条文省略） 

 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、18,500,000株とする。 

 

第７条～第９条 （条文省略） 

 

第10条（基準日） 

当会社は、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．前項にかかわらず、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、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。 

 
第11条（招集） 

定時株主総会は、毎年６月に招集し、臨時株主総会は、

必要あるごとに招集する。 

  

 第 12 条～第 15 条 （条文省略） 

 

第16条（取締役の員数） 

当会社の取締役は、15名以内とする。 

 

第17条～第26条 （条文省略） 

 

第27条（監査役の員数） 

当会社の監査役は、10名以内とする。 

 

第28条～第34条 （条文省略） 

 

第35条（事業年度） 

当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１

日までとする。 

 

第36条（期末配当金） 

  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、金銭による剰余金の配当（以下｢期

末配当金｣という。）を支払う。 

 

 

 

 

 



 
(下線は変更部分) 

現行定款 変更案 

第37条（中間配当金） 

  当会社は、取締役会の決議によって、毎年１２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、会社法第４５４条第５項に定

める剰余金の配当（以下｢中間配当金｣という。）をす

ることができる。 

 

第38条 （条文省略） 

附 則 

 

第１条～第３条 （条文省略） 

 

新 設 

 

第37条（中間配当金） 

  当会社は、取締役会の決議によって、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｢中間配当金｣という。）をする

ことができる。 

 

第38条 （条文省略） 

附 則 

 

第１条～第３条 （条文省略） 

 

第４条 本定款は平成22年１月１日に効力発生するもの

とする。 

なお、本附則は平成22年１月１日に削除するもの

とする。 

第５条 本定款の第35条（事業年度）の規定にかかわらず、

第15期事業年度については平成21年７月１日か

ら平成22年３月31日までとする。 

なお、本附則は平成22年３月31日に削除するもの

とする。 

 

以  上 


