
平成 23 年９月 16 日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社エム・ピー・ホールディングス 

代表者名 代表取締役社長      藤元 伸彦 

（コード番号：3734 東証マザーズ） 

問合せ先              IR・広報室 

03-6893-7770（代表） 

 

商号の変更及び定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 23 年９月 16 日開催の取締役会において、平成 23 年 10 月 28 日開催予定の第 13 期 

定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、下記のとおり商号を変更する

ことを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．商号の変更について 

 （１）変更の理由 

  当社は、持株会社として安定した利益成長に向けた経営戦略を加速させるとともに、グループの 

一体化を推進するため商号を変更するものであります。 

 

 （２）新商号（英文表記） 

   株式会社インテア・ホールディングス（Intea Holdings,Inc.） 

 

（３）変更予定日 

 平成 23 年 11 月１日 

※本件商号変更については、平成 23 年 10 月 28 日開催予定の第 13 期定時株主総会において付議さ

れる「定款一部変更の件」が承認されることが条件となります。 

 

２．定款の一部変更 

  変更案の内容は、次のとおりであります。 

 なお、平成 23 年９月 14 日に発表いたしました「事業年度の変更及び定款一部変更に関するお知ら

せ」の変更内容（第７章 計算）につきましても併せて記載しております。 

 （下線部分は変更を示しております。）

現行定款 変更案 

第１章  総 則 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社エム・ピー・ホールディングスと

称し、英文ではM.P.Holdings,Inc.と表示する。 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の各号の事業を営み、また、次の各号

の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国

における組合に相当するものを含む。）その他これに

準ずる事業体の株式又は持分を所有することに 

第１章  総 則 

（商号） 

第１条  当会社は、株式会社インテア・ホールディングスと

称し、英文ではIntea Holdings,Inc.と表示する。

 

（目的） 

第２条  当会社は、次の各号の事業を営むことを目的とす

る。 

 

 



より、当該会社等の事業活動を支配・管理すること

を目的とする。 

1．ハードウェア及びソフトウェアの開発・仕入・販

売・リース・賃貸 

2．情報処理サービス及び情報提供サービス 

3．情報ネットワークシステムの企画・立案・設計及

びコンサルティング 

4．ハードウェア及びソフトウェア操作に関する指導

5．ハードウェア及びソフトウェア操作に関する指導

者の養成 

6. ハードウェア及びソフトウェア操作に関する各

 種解説書の作成と出版 

（新設） 

7. 労働者派遣事業 

8.  有価証券の投資、売買、保有及び運用並びに投

ンサルティング 資コ

9.  経営一般に関するコンサルティング 

10. 会社の合併ならびに技術、販売、製造等の業務

の斡旋 提携

11. 投資事業組合財産の運用および管理 

12. 電気通信事業法に基づく電気通信事業 

13. 金銭の貸付、債務の保証及び引き受け、各種債

売買並びにその他の金融業 権の

14. 古物の売買 

15. 経理・財務に関する業務の代行 

16. 就業管理、給与計算・給与支払、社会保険・労

務の手続・届出、労災管理その他労務・給与・福利

に関する業務の代行 

17. 資産管理、文書・電子データー管理、契約書管

理、在庫管理、書類の複製、商品の受注・発注、備

品・消耗品の受注・発注、セミナー・イベント・会

議の開催その他総務・庶務に関する業務の代行 

社員の求18. 人・採用、パート・アルバイトの求人・

採用、教育、研修その他人事・求人・採用に関する

業務の代行 

19. 画・設計・管理・運営・助言

20.

情報システムの企

その他情報システムに関する業務の代行 

 の代

21.

与信管理およびリスク管理に関する業務

行 

 応対、顧客対応およびその代行 電話

22. 資産の貸与およびその代行 

23. 不動産の賃貸、金銭の貸付およびその代行 

 

.

（新設） 

（新設） 

24  前各号に附帯する一切の業務 

第２章  株 式 

 

 

1. （現行どおり） 

 

2. （現行どおり） 

3. （現行どおり） 

 

  （削除） 

  （削除） 

 

4. （現行どおり） 

 

5. 広告の企画、制作、取次、販売 

6. （現行どおり） 

7. （現行どおり) 

 

8. （

9.

現行どおり） 

 （

10.

現行どおり） 

 

 

11.

（現行どおり） 

 （現行どおり） 

12. （現行どおり） 

 

13. 

14. 

（現行どおり） 

労務、経理等事務代行業務 

  （削除） 

 

 

  （削除） 

 

 

 

 

  （削除） 

 

 

15. （現行どおり） 

 

16. 

17.

（現行どおり） 

 

 

18.

（現行どおり） 

 

19.

（現行どおり） 

 

20. 

（現行どおり） 

電気製品の販売 

21. 会社の株式を所有することにより、当該会社の事

業活動を支配、管理する業務 

22. 前各号に附帯する一切の業務  



（発行可能株式総数） 

能株式総数は、105,600第６条  当会社の発行可 株とする。 

（基準日） 

社は、毎年7

 

第 10 条 当会 月 31 日の最終の株主名簿に記載又

   2 取締役会の

第７章 

の事業年度は、毎年8

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株主の権利を

行使することができる株主とする。 

 前項にかかわらず、必要がある場合は、

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。  

 計 算 

（事業年度） 

第43条 当会社 月 1 日から翌年7月 31

期末配当金） 

、株主総会の決議によって毎年7

日までの 1年とする。 

 

（

第44条 当会社は 月 31 日の

中間配当金） 

、取締役会の決議によって、毎年1

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。）をする。 

 

（

第45条 当会社は 月31日

      （新設） 

 

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２章  株 式 

（発行可能株式総数） 

第６条  当会社の発行可能株式総数は、200,000株とする。 

 

（基準日） 

第 10 条 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株主の権利を

行使することができる株主とする。 

     2  （現行どおり）  

 

 

 

 

第７章  計 算 

（事業年度） 

第 43 条 当会社の事業年度は、毎年4月 1 日から翌年3月 31

日までの 1年とする。 

 

（期末配当金） 

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。）をする。 

 

（中間配当金） 

第 45 条  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。 

 

（附 則） 

第１条  第 43 条（事業年度）の規定にかかわらず、平成

23 年 8 月 1 日から始まる第 14 期事業年度は、平成 24 年 3

月 31 日までの 8ヶ月間とする。なお、本附則は、第 14 期事

業年度経過後、これを削除するものとする。 

 

 

 以 上 

 


