
 

                             
平成 19 年 11 月 28 日 

各      位 

会 社 名 株式会社セントラルサービスシステム 

代表者名 代表取締役社長 石井 二郎 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2304） 

問合せ先 事業推進部 吉原 伸幸 

（TEL：０３－３２６４－１１２４） 

 

定款の一部変更および商号の変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 11 月 28 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年 12 月 19

日開催予定の第 23 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、下記のとおりお知らせい

たします。また、前記定時株主総会で第３号議案「新設分割計画承認の件」および第４号議案「定款

一部変更の件(新設分割承認後の純粋持株会社移行時の変更)」が承認されることを条件として、下記

のとおり、商号変更を付議することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．定款の一部変更について 

１． 定款変更の目的 

(1) 定款変更案１（第２号議案） 

株主の皆様の利便性の向上および手続の効率化を図るため、現行定款第５条に定める公告方法

を電子公告に変更し、併せて電子公告による公告をすることができない場合に備えて、代替的な

公告方法を定めるものであります。 

 

(2) 定款変更案２（第４号議案） 

平成 19 年９月６日付「会社分割による純粋持株会社移行のお知らせ」および平成 19 年 10 月

24 日付「新設分割計画に関するお知らせ」にてご案内のとおり、平成 20 年４月１日（予定）を期

して、当社は、新設分割により、純粋持株会社に移行いたします。これに伴い、第３号議案「新

設分割計画承認の件」の承認を条件として、次の理由により定款変更を行うものです。 

① 現行定款第１条の商号を「株式会社ＣＳＳホールディングス」に変更するものであります。 

② 現行定款第２条に定める事業目的の変更を行うものであります。 

③ 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、経営の透明性をより向上

させるため、取締役の任期を現行の２年から１年に短縮することとし、現行定款第 20 条に所

要の変更を行うものであります。 

④ 機動的な資本政策および配当政策を実施するため、剰余金の配当等を取締役会決議により行

うことができる旨の規定（変更案第 39 条）を新設するものであります。 
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⑤ 前記変更案第 39 条の新設に伴い、現行定款第８条を削除するとともに、現行定款第 41 条を

削除し、現行定款第 40 条に所要の変更を行うものであります。 

⑥ その他、条文の新設および削除に伴い、条数の変更を行うものであります。 

 

なお、本議案の承認決議は、当社がスチュワード管理事業に関して有する権利義務を分割によ

り設立する会社（株式会社セントラルサービスシステム）に承継させる新設分割に係る新設分割

計画に基づき、新設会社の成立の日をもって、効力を生じるものといたします。 

 

 

２． 定款変更の内容 

定款変更の内容は、別紙に記載のとおりであります。 

 

 

３． 日程 

定時株主総会基準日 平成 19 年 ９月 30 日 

取締役会（定款一部変更および商号変更の決定） 平成 19 年 11 月 28 日 

定時株主総会（定款変更案の承認） 平成 19 年 12 月 19 日 

定款変更案１の効力発生日 平成 19 年 12 月 19 日 

定款変更案２の効力発生日 平成 20 年 ４月 １日(予定) 

 

 

Ⅱ．商号の変更について 

１．新 商 号 株式会社ＣＳＳホールディングス(英文名 CSS HOLDINGS, LTD.) 
 

２．変 更 日 平成20年４月１日（予定） 

 

３．変更の理由 平成19年９月６日付「会社分割による純粋持株会社移行のお知らせ」および平成

19年10月24日付「新設分割計画に関するお知らせ」にてご案内のとおり、当社は、

平成20年４月１日（予定）を期して、新設分割により、純粋持株会社に移行いた

します。これに伴い、商号を「株式会社ＣＳＳホールディングス」に変更するも

のであります。 

 

以   上 
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別紙 

 

定款変更の内容 

(1) 定款変更案１（第２号議案） 
 （下線部分は変更箇所） 
現 行 規 定 変 更 案 

第１章 総  則 第１章 総  則 

（公告方法） （公告方法） 

第５条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載する。 第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただ

し、事故その他やむを得ない事由によって電

子公告による公告をすることができない場合

は、日本経済新聞に掲載して行う。 

 

 

(2) 定款変更案２（第４号議案） 
 （下線部分は変更箇所） 

現 行 規 定 変 更 案 

第１章 総  則 第１章 総  則 

（商号） （商号） 

第１条 当会社は、株式会社セントラルサービスシス

テムと称し、英文では、CENTRAL SERVICE 
SYSTEMS, LTD．と表示する。 

第１条 当会社は、株式会社ＣＳＳホールディングス

と称し、英文では、CSS HOLDINGS, LTD．と

表示する。 

  

（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、次の事業を営む会社およびこれに

相当する事業を営む外国会社の株式または持

分を所有することにより、当該会社の事業活

動を支配・管理することを目的とする。

①ホテル、旅館、会館、レストランなどの宴会・

飲食施設、食品加工施設、ならびに介護施設

における食器洗浄および食器・什器備品管理

業務

(1) ホテル、旅館、会館、レストランなどの宴会・

飲食施設、食品加工施設、ならびに介護施設にお

ける食器洗浄および食器・什器備品管理業務

②ホテル、旅館、会館、レストランなどの宴会・

飲食施設、食品加工施設、ならびに介護施設

における食器類、洗浄機器ならびにその関連

機材のレンタル、リース、販売およびメンテ

ナンス業務

(2) ホテル、旅館、会館、レストランなどの宴会・

飲食施設、食品加工施設、ならびに介護施設にお

ける食器類、洗浄機器ならびにその関連機材のレ

ンタル、リース、販売およびメンテナンス業務

③ホテル、旅館、会館、レストランなどの宴会・

飲食施設、食品加工施設、ならびに介護施設

における塵芥処理業務、害虫駆除業務ならび

にゴミ処理施設の管理請負業務

(3) ホテル、旅館、会館、レストランなどの宴会・

飲食施設、食品加工施設、ならびに介護施設にお

ける塵芥処理業務、害虫駆除業務ならびにゴミ処

理施設の管理請負業務

④ホテル、旅館、会館、レストランなどの宴会・

飲食施設、食品加工施設、ならびに介護施設

における厨房設備、厨房施設に関するクリー

ニングおよびメンテナンス業務ならびに企

画、設計、監修、管理業務およびコンサルタ

ント業務

(4) ホテル、旅館、会館、レストランなどの宴

会・飲食施設、食品加工施設、ならびに介護施設

における厨房設備、厨房施設に関するクリーニン

グおよびメンテナンス業務ならびに企画、設計、

監修、管理業務およびコンサルタント業務
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⑤ホテル、旅館、介護施設などの宿泊施設、宴

会・飲食施設、食品加工施設、売店遊戯場施

設などの企画、運営、管理請負業務およびコ

ンサルタント業務

(5) ホテル、旅館、介護施設などの宿泊施設、宴

会・飲食施設、食品加工施設、売店遊戯場施設な

どの企画、運営、管理請負業務およびコンサルタ

ント業務

⑥ホテル、旅館、食品加工施設、介護施設など

における従業員食堂の運営および管理請負業

務

(6) ホテル、旅館、食品加工施設、介護施設など

における従業員食堂の運営および管理請負業務

⑦ホテル、旅館、介護施設などの宿泊施設にお

ける客室清掃業務

(7) ホテル、旅館、介護施設などの宿泊施設にお

ける客室清掃業務

⑧労働者派遣事業 (8) 労働者派遣事業

⑨前記各号に附帯する一切の業務 (9) 電気工事・電気通信工事業

 (10)消防施設工事業

 (11)音響・映像・通信および制御機器の製作なら

びに販売および保守管理

 (12)事務機器の販売および保守管理

 (13)家庭電気器具製品、香り発生装置および香料

の輸入、販売

 (14)有線ならびに無線による音声・映像情報の伝

送および放送

 (15)録音・録画物の企画製作、賃貸、輸入および

販売

 (16)催事（音楽会・講演会・映写会・商品展示会）

の企画運営

 (17)広告代理業

 (18)総合リース業

 (19)飲食店および婚礼式場の経営および運営の

コンサルティング業務

 (20)ホテル、旅館、保養所の経営および運営の指

導

 (21)結婚式場の経営、結婚式・披露宴の企画およ

び制作、結婚式の記録撮影、ブライダル衣装の着

付け、メイクアップの技術指導、ブライダル関連

商品の開発、輸入および販売

 (22)結婚情報を含む情報の管理、処理ならびに提

供サービス

 (23)社員食堂における給食及び給食管理業務

 (24)医療法人及び社会福祉法人等に対する給食

及び給食管理業務

 (25)弁当・食料品および厨房機器・食器の販売

 (26)食堂の企画、設計、施工

 (27)介護保険法による訪問介護サービスの居宅

サービス事業および居宅介護支援事業ならびに

介護機器・介護用品の販売およびレンタル事業

 (28)経理・財務に関する業務の代行

 (29)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

 (30)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
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 (31)社員の求人・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

 (32)情報システムの企画・設計・管理・運営・助

言その他情報システムに関する業務の代行

 (33)与信管理およびリスク管理に関する業務の

代行

 (34)電話応対、顧客応対およびその代行

 (35)資産の貸与およびその代行

 (36)不動産の賃貸、金銭の貸付およびその代行

 (37)生命保険募集業および損害保険代理業

 (38)前各号に附帯または関連する一切の業務

 ２ 当会社は、次の事業を営むことができる。

 (1) 当会社が株式または持分を所有する会社お

よび外国会社への経営指導

 (2) 前項各号に掲げる事業

 (3) 前項各号および前各号に附帯または関連す

る一切の事業

 

現 行 規 定 変 更 案 

（自己の株式の取得） （削 除） 

第８条 当会社は、会社法第１６５条第２項の規定に

より、取締役会の決議によって自己の株式を

取得することができる。

 

  

第９条～第19条 （条文省略） 第８条～第18条 （現行どおり） 

  

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会 

（取締役の任期） （取締役の任期） 

第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事

業年度のうち 終のものに関する定時株主総

会の終結の時までとする 

第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事

業年度のうち 終のものに関する定時株主総

会の終結の時までとする。 

２ 増員または補欠として選任された取締役の任

期は、在任取締役の任期の満了する時までと

する。

（削 除） 

  

第21条～第39条 （条文省略） 第20条～第38条 （現行どおり） 

第７章 計  算 第７章 計  算 

（新 設）  （剰余金の配当の決定機関）

 第39条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１

項各号に定める事項については、法令に別段

の定めのある場合を除き、株主総会の決議に

よらず取締役会の決議によって定める。

  

（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日） 

第40条 当会社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年

９月３０日とする。 

第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年９月３０

日とする。 

（新 設） ２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年３月３１

日とする。
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 ３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当

をすることができる。

  

（中間配当の基準日） （削 除） 

第41条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年３

月３１日を基準日として中間配当をすること

ができる。

 

  

（配当金の除斥期間） （配当金の除斥期間） 

第42条 （条文省略） 第41条 （現行どおり） 
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