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商号の変更および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、商号の変更、事業目的の追加、監査役会設置会社への移行

およびこれらに伴う定款の一部変更について、平成 22 年６月開催予定の第 159 期定時株主総会で定款

変更が承認されることを条件として実施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．商号の変更

（1）変更の理由

当社は、平成 22 年 10 月１日をもって創立 100 周年を迎えます。これを機に、次の 100 年に

向け、音楽制作の原点に立ち返り、長年皆様にご愛顧いただいておりました「日本コロムビア

株式会社」に商号を変更することといたしました。

（2）新商号（英文表記）

日本コロムビア株式会社（Nippon Columbia Co., Ltd.）

（3）変更予定日

平成 22 年 10 月１日

２．定款の一部変更について

1. 提案の理由
（1） 当社創立100周年を機に、次の100年に向け、音楽制作の原点に立ち返り、長年皆様にご愛

顧いただいておりました「日本コロムビア株式会社」に商号を変更するものであります。（現
行定款第１条）
ただし、創立100周年を迎える平成22年10月１日に商号を変更するため、その旨附則を設

けるものであります。
（2） 業容の拡大を図り、新たな事業展開に対応するため、現行定款第２条につきまして、事業

目的を追加し、これに伴い号数の繰り下げを行うとともに、一部字句の修正を行うものです。

（現行定款第２条）
（3） 当社の筆頭株主である株式会社フェイスのグループ全体としてのコーポレート・ガバナン

スの整合性を確保し、体制の強化、効率化を行うために、委員会設置会社から監査役会設置会
社に移行するに伴い、所要の変更を行うものであります。



① 会社の機関として、委員会を廃止し、新たに監査役および監査役会を設置するものであ
ります。（現行定款第４条）

② 株主総会の招集権者および議長を変更するものであります。（現行定款第13条、第14条）

③ 取締役および取締役会に関する規定について以下の変更を行うものであります。
・監査役会設置会社に移行するに伴い、執行役を置かないことになりますので、取締役会

の機動性確保、監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入いたします。これに伴
い、取締役の員数の削減を行うものであります。（現行定款第18条）

・取締役の選任について、出席株主の議決権の過半数をもって決議することを明確にする
ものであります。（現行定款第19条）

・取締役会会長に関する規定を廃し、新たに代表取締役および役付取締役に関する規定を
置くものであります。（変更案第21条）

・取締役会の招集権者、議長および招集方法を変更するものであります。（現行定款第22
条、第23条）

・取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会の決議があったものとみなすことを可能

にするための規定を置くものであります。（変更案第24条）
・委員会の廃止に伴い、取締役の報酬について株主総会で決議する旨の規定を置くもので

あります。（変更案第26条）
④ 委員会設置会社から監査役会設置会社に移行するに伴い、執行役および各委員会に関す
る規定を削除するとともに、監査役および監査役会に関する規定を置くものであります。
（変更案第５章）

⑤ その他、上記変更に伴う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。

（下線は変更部分を示します｡）

現 行 定 款 変 更 案

（商 号）

第１条 当会社は、コロムビアミュージックエン

タテインメント株式会社と称し、英文では

Columbia Music Entertainment, Inc. と

表示する。

（商 号）

第１条 当会社は、日本コロムビア株式会社と

称し、英文では Nippon Columbia Co.,

Ltd.と表示する。



現 行 定 款 変 更 案

（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 （条文省略）

（中略）

４ 音楽、映像配信事業及び放送事業

（中略）

８ テレビ・ラジオ等の放送番組の企画、

制作及び販売

９ （条文省略）

10 ゲーム用ソフトウエアの企画・制作及

び販売

（新設）

（新設）

（新設）

11 （条文省略）

（中略）
17 （条文省略）

（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 (条文内容は現行どおり）

（中略）
４ 音楽、映像、ゲーム用ソフトウエア等

の配信事業及び放送事業

（中略）
８ テレビ、ラジオ等の放送番組の企画、

制作及び販売

９ (条文内容は現行どおり）

10 ゲーム用ソフトウエアの企画、制作及

び販売

11 キャラクターの企画、開発及びデザイ

ンの賃貸

12 キャラクター商品の企画、開発及び販

売

13 楽譜、書籍等の出版業

14 (条文内容は現行どおり。但し、以下号

番号を３ずつ繰り下げる）

（中略）
20 (条文内容は現行どおり）

（機関の設置）
第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、

次の機関を置く。
１．取締役会
２．指名委員会
３．報酬委員会
４．監査委員会
５．会計監査人

（機 関）
第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、

次の機関を置く。
１．取締役会
２．監査役
３．監査役会
（削除）
４．会計監査人

（招集及び招集地）

第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終
了後３ヵ月以内に、臨時株主総会は、随時
必要あるときに、取締役会が予め定めた代
表執行役である取締役がこれを招集する。
当該代表執行役である取締役に事故ある
ときは、予め取締役会において定めた順序
に従い、他の取締役がこれに当る。

株主総会は、東京都区内においてこれを
開催する。

（招集及び招集地）

第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度
終了後３ヵ月以内にこれを招集し、臨時
株主総会は、必要あるときに随時これを
招集する。

株主総会は、東京都区内においてこれ
を開催する。



現 行 定 款 変 更 案

（議 長）

第14条 株主総会の議長は、取締役会が予め定め

た代表執行役がこれに当る。当該代表執行

役に事故あるときは、取締役会が予め定め

た順序に従い、他の執行役がこれに当る。

（招集権者及び議長）

第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集

し、議長となる。取締役社長に事故があ

るときは、取締役会が予め定めた順序に

従い、他の取締役がこれに当る。

（取締役の員数）

第18条 当会社の取締役は、15名以内とする。

（取締役の員数）

第18条 当会社の取締役は、10名以内とする。

（取締役の選任）

第19条 取締役は、株主総会において選任する。

取締役の選任決議については、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すること

を要する。

取締役の選任決議については、累積投票

によらないものとする。

（取締役の選任）

第19条 取締役は、株主総会において選任する。
取締役の選任決議は、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、その議決権
の過半数をもって行う。

取締役の選任決議は、累積投票によらな
いものとする。

（取締役会会長）

第21条 取締役会の決議によって、取締役会会長

を定めることができる。

（削除）

（新設）
（代表取締役及び役付取締役）

第21条 取締役会は、その決議によって代表取

締役を選定する。

取締役会は、その決議によって取締役

会長、取締役社長各１名、取締役副社長、

専務取締役、常務取締役各若干名を定め

ることができる。

（取締役会の招集権者及び議長）

第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合

を除き、取締役会会長がこれを招集し、そ

の議長となる。

取締役会会長に欠員又は事故あるとき

は、取締役会において予め定めた順序に従

い、他の取締役がこれに当る。

第32条に定める各委員会の委員である

取締役であって各委員会が選定する者は、

前２項に係わらず、取締役会を招集するこ

とができる。

（取締役会の招集権者及び議長）

第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合

を除き、取締役会長がこれを招集し、議

長となる。

取締役会長に欠員又は事故があるとき

は、取締役社長が、取締役社長に事故が

あるときは、取締役会において予め定め

た順序に従い、他の取締役が取締役会を

招集し、議長となる。

（削除）



現 行 定 款 変 更 案

（取締役会の招集通知）

第23条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し

会日の３日前までに発するものとする。

取締役全員の同意あるときは、前項の手

続を経ないで取締役会を開催することがで

きる。

（取締役会の招集通知）

第23条 取締役会の招集通知は、会日の３日前ま

でに各取締役及び各監査役に対して発す

る。但し、緊急の必要があるときは、こ

の期間を短縮することができる。

取締役及び監査役の全員の同意がある

ときは、招集の手続きを経ないで取締役

会を開催することができる。

（新設）
（取締役会の決議の省略）

第24条 当会社は、会社法第370条の要件を充た

したときは、取締役会の決議があったも

のとみなす。

第24条 （条文省略） 第25条 （条文内容は現行どおり）

（新設）
（取締役の報酬等）
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行

の対価として当会社から受ける財産上の
利益（以下、「報酬等」という。）は、株
主総会の決議によって定める。

第25条 （条文省略） 第27条 （条文内容は現行どおり）

第５章 執行役

第26条 （条文省略）
（中略）

第31条 （条文省略）

（第５章 執行役 を全て削除）

第６章 各委員会

第32条 （条文省略）
第33条 （条文省略）

（第６章 各委員会 を全て削除）

（新設） 第５章 監査役及び監査役会

（新設）
（監査役の員数）
第28条 当会社の監査役は、４名以内とする。

（新設）
（監査役の選任）
第29条 監査役は、株主総会において選任する。

監査役の選任決議は、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、その議決権
の過半数をもって行う。



現 行 定 款 変 更 案

（新設）
（監査役の任期）
第30条 監査役の任期は、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した監査役の補欠

として選任された監査役の任期は、退任
した監査役の任期の満了する時までとす
る。

（新設）
（常勤の監査役）
第31条 監査役会は、その決議によって常勤の

監査役を選定する。

（新設）
（監査役会の招集通知）
第32条 監査役会の招集通知は、会日の３日前

までに各監査役に対して発する。但し、
緊急の必要があるときは、この期間を短
縮することができる。

監査役全員の同意があるときは、招集
の手続きを経ないで監査役会を開催する
ことができる。

（新設）
（監査役会規程）
第33条 監査役会に関する事項は、法令又は本

定款のほか、監査役会において定める監
査役会規程による。

（新設）
（監査役の報酬等）
第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議に

よって定める。

（新設）
（監査役の責任免除）
第35条 当会社は、会社法第426条第１項の規定

により、任務を怠ったことによる監査役
（監査役であった者を含む。）の損害賠償
責任を、法令の限度において、取締役会
の決議によって免除することができる。

当会社は、会社法第427条第１項の規定
により、社外監査役との間に、任務を怠
ったことによる損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる。但し、当
該契約に基づく責任の限度額は、300万円
以上で予め定めた金額又は法令が規定す
る額のいずれか高い額とする。



現行定款 変更案

第７章 計 算

第34条 （条文省略）

（中略）

第37条 （条文省略）

第６章 計 算

第36条 (条文内容は現行どおり。但し、以下条番
号を２ずつ繰り下げる）

（中略）

第39条 (条文内容は現行どおり）

附則

（新設） 第１条 第１条（商号）の変更は、平成22年10
月1日より効力を生じる。なお、本条は同
日の経過後、これを削るものとする。

（3）日程

定時株主総会開催予定日 ：平成 22 年６月 23 日

定款変更の効力発生予定日：平成 22 年６月 23 日

但し、商号に関する規定については、平成 22 年 10 月１日

以 上


