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平成 22 年 11 月１日 

各      位 
会社名 ダイキサウンド株式会社 

（URL: http://www.daiki-sound.jp/） 

代表者名 代表取締役社長 小野間史敏 

（JASDAQ・コード番号：３３５０） 

問合せ先  

役職・氏名 管理部長 河野 昌平 

電話 ０３―３２２２―１３４１ 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成22年11月１日開催の当社取締役会において、下記のとおり、定款の一部変

更を平成22年11月29日開催予定の当社定時株主総会に付議することを決議致しましたので

お知らせ致します。 

 

記 

 

1. 定款変更の目的 

(1) 業務効率のさらなる向上を図るため、本店の所在地を東京都千代田区から東京都港

区に変更するものであります。なお、本変更につきましては、附則にて平成22年12月

31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力が生じるも

のと規定し、併せて本店移転の効力発生日経過後に、当該附則を定款から削除する時

期を規定するものであります。 

 

(2) 今後、資本政策等の必要性が生じた場合に機動的かつ柔軟な資本政策を可能とする

ため、発行可能株式総数を250,000株から550,000株に変更し、さらに種類株の発行を

可能とするものであります。 

 

(3) 事業構造改革の一環として、①スピード経営・自主独立経営の徹底、②各業種・業

態に最適な経営体制の確立、③変化に対応出来る柔軟な経営体制の確立、④ポートフ

ォリオマネジメントに基づく選択と集中、を徹底し、より強固な経営基盤の確立並び

に成長促進を図る為に、平成22年11月１日の取締役会において、当社を事業持株会社

体制に移行し、平成23年３月１日をもって当社の商号を「株式会社フォンツ・ホール

ディングス」に変更するとともに、既存事業として基盤の確立しているパッケージデ

ィストリビューション事業とデジタルディストリビューション事業を平成23年3月1日

をもって新設分割により設立されるダイキサウンド株式会社に事業を承継させ、自主

独立経営の徹底を図るとともに、事業持株会社としてマーケティングソリューション

事業の更なる拡大と新規事業への取組み並びにグループ経営戦略の策定・推進等に注

力するため、現行定款第１条並びに第２条に所要の変更を加えるものであります。 
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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)   
現 行 定 款 変 更 案 

（商号） 

第１条  当会社は、ダイキサウンド株式会社

と 称 し 、 英 文 で は Daiki Sound 

Co.,Ltd.と表示する。 

 

（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) レコード音盤、コンパクトディスク等

の音楽を録音した商品の制作、販売及

び印税の管理並びに原盤の管理 

(2) 音楽レコード企画、制作、販売及び卸

売 

(3) キャラクター商品（コンピューターで

作成した個性的な名称や特徴を有して

いる人物、動物の画像をつけたもの及

びテレビ、映画、漫画等に登場する人

物、動物等の名称や特徴を施した衣料

品、文房具、装身具等）の著作管理、

販売及び印税の管理並びに原盤の管理 

(4) 上記３のキャラクター商品に関する企

画、デザイン、製造及び販売業務 

(5) コンピュータソフトウエアの企画、開

発、制作、販売、賃貸 

(6) 情報処理サービス業並びに情報提供サ

ービス業 

(7) コンピュータハードウエアの販売、賃

貸及びリース 

(8) 著作権法に基づく著作権・著作隣接権

の管理及び譲渡、貸与の取次 

(9) 印刷業 

(10) 出版業 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社フォンツ・ホー

ルディングスと称し、英文では Fontz 

Holdings, Inc.と表示する。 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むこと、並び

に次の事業を営む会社及び外国会社の

株式又は持分を所有することにより、当

該会社の事業活動を支配し、管理するこ

とを目的とする。 

(1) （現行通り） 

 

 

(2) （現行通り） 

 

(3) （現行通り） 

 

 

 

 

 

 

(4) （現行通り） 

 

(5) （現行通り） 

 

(6) （現行通り）  

 

(7) （現行通り） 

 

(8) （現行通り） 

 

(9) （現行通り） 

(10) （現行通り） 
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現 行 定 款 変 更 案 

(11) 飲食店の経営 

(12) 印刷物のデザイン企画 

(13) ライブハウスの経営 

(14) レコード、コンパクトディスク、ビデ

オテープその他の音響又は映像媒体の

販売店の経営 

(15) 音響機器の販売 

(16) 広告業 

(17) 広告代理業 

(18) 前各号に付帯する一切の業務に対す

る投資又は融資 

(19) 前各号に附帯する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都千代田区に置

く。 

 

(11) （現行通り） 

(12) （現行通り） 

(13) （現行通り） 

(14) （現行通り） 

 

 

(15) （現行通り） 

(16) （現行通り） 

(17) （現行通り） 

(18) （現行通り） 

 

(19) （現行通り） 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く 

第２章 株式 

 

（発行可能株式） 

 

第６条  当 会社の 発 行可能 株式 総数は 、

250,000 株とする。 

 
 
 

 

 

 

 

第２章の２ Ａ種優先株式 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 株式 

 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総

数） 

第６条  当 会社の 発 行可能 株式 総数は 、

550,000 株とし、普通株式の発行可能種

類株式総数は 350,000 株、A 種優先株式

の発行可能種類株式総数は 350,000 株

とする。 

 

第７条～第９条（現行通り） 

 

第２章の２ Ａ種優先株式 

（Ａ種優先株式） 

第９条の２ 当会社の発行するＡ種優先株式

の内容は、次のとおりとする。 

２ 当会社は、剰余金の配当を行うときは、

当該配当の基準日の最終の株主名簿に

記載又は記録されたＡ種優先株式を有

する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）

又はＡ種優先株主の登録株式質権者（以

下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）

に対し、Ａ種優先株式１株当たり、普通
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現 行 定 款 変 更 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式１株当たりの配当金にその時点に

おけるＡ種優先株式転換比率（本条の第

５項において定められる。）を乗じて得

られる額を普通株式を有する株主(以下

｢普通株主｣という。)又は普通株式の登

録株式質権者(以下｢普通登録株式質権

者｣という。)および他の種類の優先株式

の優先株主又は優先登録株式質権者と

同順位にて支払う。 

３ 当会社は、残余財産の分配をするとき

は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式

質権者に対し、普通株主又は普通登録株

式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株に

つき 1,775 円を支払う。Ａ種優先株主又

はＡ種優先登録株式質権者に対しては、

前記のほか残余財産の分配は行わない。

４ 株主は、法令に別段の定めがある場合を

除き、株主総会において議決権を行使す

ることができない。 

５ Ａ種優先株主は、当会社に対し、平成

24 年 12 月１日以降、平成 34 年 11 月 30

日までの間、当該Ａ種優先株主が有する

Ａ種優先株式を取得し、これと引換え

に、Ａ種優先株式１株につき１株の割合

（以下「Ａ種優先株式転換比率」という。

ただし、以下に従い比率が変更された場

合には、当該変更後の比率を「Ａ種優先

株式転換比率」という。)で普通株式を

交付することを請求することができる。

６ Ａ種優先株式転換比率は、合併、株式交

換、株式移転、又は会社分割その他当会

社の普通株式の発行済株式の総数が変

更する事由が生じる場合で、Ａ種優先株

主の権利・利益に鑑みての実質的公平の

観点から当該転換比率の調整が必要と

される場合には、取締役会が適切と判断

する転換比率に変更される。 
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現 行 定 款 変 更 案 

 

 

 

第10条～第16条（現行通り） 

 

第３章の２ 種類株主総会 

 (種類株主総会) 

第16条の２ 第10条から第16条までの規定は、

種類株主総会についてこれを準用する。

２ 当会社は、会社法第322条第３項ただし

書の場合を除き、会社法第322条第１項

に定めるＡ種優先株主を構成員とする

種類株主総会の決議を要しない。 

３ 当会社は、Ａ種優先株式又はＡ種優先株

式を目的とする新株予約権に関する募

集事項の決定若しくはその委任を行う

場合には、Ａ種優先株主を構成員とする

種類株主総会の決議を要しない。 

４ 当会社は、第２項及び第３項に定める場

合の他、定款による制限が法令上認めら

れない場合を除いて、Ａ種優先株主を構

成員とする種類株主総会の決議を要し

ない。 

 

（附則） 

１．第１条（商号）及び第２条（目的）の規

程変更は平成23年３月１日をもって効

力を生ずるものとする。なお、本附則は、

商号及び目的の変更の効力発生日経過

後これを削除する。 

２．第３条（本店の所在地）の規定変更は、

平成22年12月31日までに開催される取

締役会において決定する本店移転日を

もって効力を生ずるものとする。なお、

本附則は本店移転日の効力発生日経過

後これを削除する。 

 

 

3. 効力発生日 

平成 22 年 11 月 29 日（附則において個別に定められる条項を除く） 

以 上 


