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定款一部変更に関するお知らせ 
 
 

当社は平成 27 年６月５日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27 年６月 27

日開催予定の第 12回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。 

記 

 

I. 定款一部変更の件 

１．変更の理由 

グループ各社の事業展開に対応するため、現行定款第２条（目的）に定める目的の一部を

変更するものであります。 

 

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 

第１章  総 則 
（目的） 

第１章  総 則 
（目的） 

第２条 （条文省略） 第２条 （現行どおり） 

 (１)健康食品の販売  (１)健康食品の製造、輸入、販売及び
その仲介 

 (２)化粧品の製造及び販売  (２)化粧品の研究開発、製造、輸入、
販売及びその仲介 

 (３)    （条文省略）  (３)    （現行どおり） 

 (４)ビタミン類の補助食品の販売  (４)ハーブ・ビタミン・ミネラル類の
補助食品の研究開発、製造、輸入、
販売及びその仲介 

 (５)～(８) （条文省略）  (５)～(８) （現行どおり） 

        （新設）  (９)入院患者に対する給食業務の受託
及び管理 
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現 行 定 款 変  更  案 

 (９)スポーツ娯楽用品の製造及び販
売 

 (10)スポーツ娯楽用品の製造及び販売 

 (10)健康に関する文化教室等の運営
及び通信教育 

 (11)医療、健康及び美容に関する文化
教室等の運営及び通信教育 

 (11)医薬品、医薬部外品の製造販売  (12)医薬品、医薬部外品及び衛生用品
の企画、研究開発、臨床協力、管理、
製造、輸出入、販売及びその仲介 

 (12)医療器具、用具の製造販売  (13)医療器具、用具の企画、研究開発、
臨床協力、管理、製造、輸入、販売
及びその仲介 

 (13)書籍類の出版、販売  (14)印刷業並びに書籍類その他の印刷
物の企画、制作、編集、翻訳、出版
及び販売 

 (14)薬局の経営  (15)薬局の経営 

 (15)エステティックサロンの経営  (16)エステティックサロンの経営 

 (16)フィットネスクラブの経営  (17)フィットネスクラブの経営 

 (17)喫茶、食堂、レストランの経営  (18)喫茶、食堂、レストランの経営 

        （新設）  (19)ホテルの経営 

 (18)広告、コマーシャルの企画、制
作及び販売 

 (20)広告、コマーシャルの企画、制作
及び販売 

 (19)経営に関するコンサルティング
業務 

 (21)経営に関するコンサルティング業
務、情報提供サービス業務及び経営
管理システムの開発業務 

 (20)美容用品及び美容機器・健康機
械器具等の製造、リース、レンタ
ル及び販売 

 (22)美容用品及び美容機器・健康機械
器具、自動車、バイク、自転車、事
務機器、什器、備品等の製造、リー
ス、レンタル及び販売 

 (21)包装資材及び梱包資材の製造販
売 

 (23)包装資材及び梱包資材の製造販売 

 (22)健康食品・美容機器・化粧品の
品質と安全に係る研究と新製品
の研究開発 

 (24)健康食品・美容機器・化粧品の品
質と安全に係る研究と新製品の研
究開発 

 (23)電気通信に関連する電話工事全
般及び請負業務並びに代理店業
務 

 (25)電気通信に関連する電話工事全般
及び請負業務並びに代理店業務 

 (24)電話受信発信事務代行業務及び
コンサルティング業務 

 (26)電話受信発信事務代行業務及びコ
ンサルティング業務 

        （新設）  (27)電気通信設備による国内・国際間
の電信電話の媒介及び伝送 

        （新設）  (28)通信機器、音響機器、映像機器、
照明機器及び同部品、電子機器用部
品の設計、開発、輸出入、販売、レ
ンタル並びにその仲介 

 (25)コンピュータソフトウエアの企
画、開発及び販売 

 (29)ゲームソフト、コンピュータソフ
トウエア及びマルチメディアコン
テンツの企画、開発、制作、販売、
輸出入及び翻訳並びにそれらの開
発技術に関する教育 

 (26)介護保険法に基づく居宅サービ
ス事業 

 (30)介護保険法に基づく居宅サービス
事業 

 (27)介護保険法に基づく地域密着型
サービス事業 

 (31)介護保険法に基づく地域密着型サ
ービス事業 
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現 行 定 款 変  更  案 
 (28)介護保険法に基づく居宅介護支

援事業 
 (32)介護保険法に基づく居宅介護支援

事業 
 (29)介護保険法に基づく介護予防サ

ービス事業 
 (33)介護保険法に基づく介護予防サー

ビス事業 
 (30)介護保険法に基づく地域密着型

介護予防サービス事業 
 (34)介護保険法に基づく地域密着型介

護予防サービス事業 
 (31)介護保険法に基づく介護予防支

援事業 
 (35)介護保険法に基づく介護予防支援

事業 
 (32)介護保険法に基づく地域包括支

援センター運営事業 
 (36)介護保険法に基づく地域包括支援

センター運営事業 
 (33)介護保険法に基づく施設サービ

ス事業 
 (37)介護保険法に基づく施設サービス

事業 
 (34)介護保険法に基づくその他の事

業 
 (38)介護保険法に基づくその他の事業 

 (35)要介護者等の輸送サービス業  (39)要介護者等の輸送サービス業 
        （新設）  (40)入院患者に対するリネンサプライ

業務 

        （新設）  (41)医療施設の維持、保守、改修、修
理及び管理 

        （新設）  (42)病医院の防災、警備、清掃、自動
車保険、駐車場管理 

        （新設）  (43)病医院内の託児所・食堂・売店等
の経営 

        （新設）  (44)診療報酬請求事務及び経理事務の
受託 

        （新設）  (45)病院職員の福利厚生活動の企画及
び代行 

 

(36)衣料品、靴、家具、バッグ、ア
クセサリー、日用雑貨品及び家庭
用電気機械器具の製造、輸出入及
び販売業務 

 

(46)衣料品、靴、家具、バッグ、アク
セサリー、日用雑貨品及び家庭用電
気機械器具その他各種物品の企画、
製造、輸出入及び販売業務 

 
(37)デザインの企画及び製作並び
にオフィス空間、商業店舗空間等
の企画、デザイン、設計及び施工 

 
(47)デザインの企画及び製作並びにオ
フィス空間、商業店舗空間等の企
画、デザイン、設計及び施工 

        （新設）  (48)写真業 

        （新設）  (49)商業写真スタジオの賃貸 

 
       （新設） 

 
(50)画像・映像・音声ソフトの企画、
立案、制作、編集、受託及び販売 

        （新設）  (51)貸金業 

        （新設）  (52)引越しに係る代理店業務 

        （新設）  (53)倉庫業 

        （新設）  (54)内装工事業 

 

(38)インターネットを利用したシ
ョッピングモールの運営管理、コ
ンピュータネットワークを利用
した物品販売、マーケティング並
びに代金決済システムの企画及
び開発 

 

(55)インターネットを利用したショッ
ピングモールその他新規ビジネス
の企画・運営管理及び情報検索代行
サービス、コンピュータネットワー
クを利用した物品販売、マーケティ
ング並びに代金決済システムの企
画開発、販売及び保守 

 

       （新設） 

 

(56)インターネットサイト及びそのコ
ンテンツに関する企画、デザイン、
開発、制作、管理及び運営並びにこ
れらの受託 
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現 行 定 款 変  更  案 

 
       （新設） 

 
(57)情報セキュリティに関する情報の
収集及び提供 

 (39)古物売買業  (58)古物売買業 

 (40)特定労働者派遣事業  (59)労働者派遣事業 

        （新設）  (60)有料職業紹介事業 

 

 

以 上 


