
                                        

 

 

                                                                                    
 

平成 28年 11月 17 日 

各      位  

 
 

 

 

 

 

 

 

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、平成 28 年 12 月 15 日開催予定の第 17 期定時株主総会に「定款一

部変更の件」を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 

 

 

1. 変更の理由 

当社および子会社の事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業

展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について所要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、別紙のとおりであります。 

 

3. 日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 28年 12 月 15 日（木） 

定款変更の効力発生日            平成 28年 12 月 15 日（木） 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名 BEENOS株式会社 

代表者名 代表取締役社長 兼 グループ CEO 直井 聖太 

（コード番号 3328 東証第一部） 

問合せ先 代表取締役副社長 兼 グループ CFO 中村 浩二 

電  話 03－5739－3350 



                                        

 

 

                                                                                    
【別紙】 

変更の内容は、次のとおりであります。 

 

(変更箇所は下線部にて表示) 

現行定款 変更案 

（目的） 

第 2条 当会社は、次の事業を営む会社及び

これに相当する業務を行う株式又は持分を

取得・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、並びに次の事

業及び関連する事業を営むことを目的とす

る。 

1． インターネット及びカタログによる通信販売

及び仲介 

2． インターネットサービスの企画立案及び仲介 

 

 

3． インターネットによるオークションシステムの

企画立案、製作、提供、販売及び仲介 

4． インターネットを利用した情報の収集、管

理、処理、提供の各サービス及び仲介 

5． 電子決済システムの管理、運営 

6． ソフトウェアの企画、開発、製作、販売及び

仲介 

7． 食料品の卸、販売、輸入及び仲介 

 

8． 家具類及び室内装飾品の製造、加工、販

売、輸出入及び仲介 

9． 日用品雑貨の企画、製造、販売、輸出入及

び仲介 

10．衣料用繊維製品の企画、製造、加工、販

売、輸出入及び仲介 

11．装身装飾品（宝石、貴金属等）の製造、加

工、販売、輸出入及び仲介 

12．化粧品の製造、販売、輸出入及び仲介 

 

13．煙草類、酒類、塩、印紙、郵便切手類の販

売及び仲介 

14．医療機器、計量器の製造、販売、リース及び

仲介 

15．動物の販売業及び仲介業 

16．コマーシャル、広告の企画、制作、コンサル

ティング及びその代理業務 

17．古物売買 

18．写真業 

19．旅行業法に基づく旅行業及び旅行代理店

業 

20．不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋及び管理 

21．印刷業、出版業及びそれらの仲介業、並び

に印刷物の企画、製造、販売及び仲介 

 

（目的） 

第 2条 当会社は、次の事業を営む会社及び

これに相当する業務を行う株式又は持分を

取得・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、並びに次の事

業及び関連する事業を営むことを目的とす

る。 

1． インターネット及びカタログによる通信販売

及び仲介 

2． インターネットショッピングシステム及びサー

ビスの企画立案、製作、提供、販売並びに

仲介 

3． インターネットによるオークションシステムの

企画立案、製作、提供、販売及び仲介 

4． インターネットを利用した情報の収集、管

理、処理、提供の各サービス及び仲介 

5． 電子決済システムの管理、運営 

6． ソフトウェアの企画、開発、製作、販売、輸

出入及び仲介 

7． 食料品の企画、製造、加工、卸、販売、輸

出入及び仲介 

8． 家具類及び室内装飾品の企画、製造、加

工、卸、販売、輸出入及び仲介 

9． 日用品雑貨の企画、製造、加工、卸、販

売、輸出入及び仲介 

10． 衣料用繊維製品の企画、製造、加工、卸、

販売、輸出入及び仲介 

11． 装身装飾品（宝石、貴金属等）の企画、製

造、加工、卸、販売、輸出入及び仲介 

12． 化粧品の企画、製造、加工、卸、販売、輸

出入及び仲介 

13． 煙草類、酒類、塩、印紙、郵便切手類の販

売、輸出入及び仲介 

14． 医療機器、計量器の企画、製造、卸、販

売、リース、輸出入及び仲介 

15． 動植物の販売業及び仲介業 

16． コマーシャル、広告の企画、制作、コンサル

ティング及びその代理業務 

17． 古物売買及びその仲介業 

18． 写真業 

19． 旅行業法に基づく旅行業及び旅行代理店

業 

20． 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋及び管理 

21． 印刷業、出版業及びそれらの仲介業、並び

に印刷物の企画、製造、販売、輸出入及び

仲介 



                                        

 

 

                                                                                    
22．損害保険代理業及びその仲介業、生命保

険募集業及びその仲介業 

23．自動車レンタル、レンタル代行業及び仲介

業 

24．映画フィルム、ビデオ、レコード、音楽テー

プ、その他の録音物の企画、製作、販売及

び輸出入 

25．著作権、著作隣接権、商標権、意匠権、実

用新案権、特許権等の知的所有権の賃貸

借及び売買 

 

26．貸金業及びその仲介業 

27．運送取扱業及びその仲介業 

28．イベント企画実施及びその仲介、委託業務 

29．通信システム機器及びその周辺機器の製

造、販売及び輸出入 

30．インターネット上でのシステム設計、開発、運

用及び販売 

31．電子商取引システムの設計、開発、運用及

び販売 

32．電子商取引における決済代行及び配送代

行 

33．インターネットオークションの実施 

 

34．デジタルコンテンツの企画、制作、販売、コ

ンサルティング及び仲介業務 

35．コンテンツの企画、制作、販売、コンサルティ

ング及び仲介業務 

36．書籍、雑誌、カタログ類の企画、製作、印刷

及び出版 

37．電子メール、メールマガジンの配信及び配

信代行業務 

38．キャラクター商品等の企画、開発及び販売

業務 

39．キャンプ等のレジャー用品・スポーツ用品等

の企画、開発及び販売業務 

 

40．美容用品、美容機器類の企画、開発及び販

売業務 

41．健康食品等の企画、開発及び販売業務 

 

42．著作権の使用に関するコンサルティング及

び媒介業 

43．テレビ番組、映画、ビデオ等の企画、製作、

販売及びその輸出入業務 

44．武道具用品の製造・販売 

 

（省略） 

59．通信ネットワークを利用した各種情報提供サ

ービス、情報処理サービス、広告、宣伝に

関する業務及び代理業務 

22． 損害保険代理業及びその仲介業、生命保

険募集業及びその仲介業 

23． 自動車レンタル、レンタル代行業及び仲介

業 

24． 映画フィルム、ビデオ、レコード、音楽テー

プ、その他の録音物の企画、製作、販売、

仲介及び輸出入 

25． 著作権、著作隣接権、商標権、意匠権、実

用新案権、特許権等の知的所有権の取

得、使用、譲渡、使用許諾、賃貸借及び売

買 

26． 貸金業及びその仲介業 

27． 運送取扱業及びその仲介業 

28． イベント企画実施及びその仲介、委託業務 

29． 通信システム機器及びその周辺機器の製

造、販売、輸出入及び仲介 

30． インターネット上でのシステム設計、開発、

運用、販売、賃貸及び仲介 

31． 電子商取引システムの設計、開発、運用、

販売及び賃貸 

32． 電子商取引における決済代行及び配送代

行 

33． インターネットオークションの実施及びショッ

ピングモールの開設 

34． デジタルコンテンツの企画、制作、販売、コ

ンサルティング及び仲介業務 

35． コンテンツの企画、制作、販売、コンサルテ

ィング及び仲介業務 

36． 書籍、雑誌、カタログ類の企画、製作、販

売、コンサルティング、仲介、印刷及び出版 

37． 電子メール、メールマガジンの配信及び配

信代行業務 

38． キャラクター商品等の企画、開発、販売、

卸、輸出入及び仲介 

39． キャンプ等のレジャー用品・スポーツ用品等

の企画、開発、製造、卸、販売、輸出入及

び仲介 

40． 美容用品、美容機器類の企画、開発、製

造、卸、販売、輸出入及び仲介 

41． 健康食品等の企画、開発、製造、卸、販

売、輸出入及び仲介 

42． 著作権の使用に関するコンサルティング及

び媒介業 

43． テレビ番組、映画、ビデオ等の企画、製作、

販売及びその輸出入業務 

44．武道具用品の企画、開発、製造、卸、販売、

輸出入及び仲介 

（省略） 

59． 通信ネットワークを利用した各種情報提供

サービス、情報処理サービス、広告・宣伝に

関する企画制作業務及び代理業務並びに



                                        

 

 

                                                                                    
 

60．市場調査並びにマーケティングに関する企

画、調査 

61．マーケティングリサーチ及び経営情報の調

査、収集、提供 

62．医薬品、医薬部外品の販売及び販売輸入 

 

63．レジャー・スポーツ関連店舗の設備及び什

器を含む店舗の営業権の売買 

64．タレントの育成、発掘、プロデュース等に関

する企画、マネージメント 

65．総合リース業 

66．レジャー・スポーツ関連店舗の企画・経営 

67．携帯電話、その他各種携帯端末の販売及び

その取次及びリース 

68．ベンチャー企業に対する投資 

69．有価証券の取得及び保有 

 

70．会社の合併並びに技術、販売、製造等の業

務提携の仲介及び斡旋 

71．投資顧問業 

72．経営に関するコンサルタント業 

73．融資、保証及び債権買取りを含めた信用供

与 

74．投資業務の経理、総務事務及び審査業務

の受託 

75．電気通信事業法に基づく電気通信事業 

76．電気通信事業に係るシステム及びソフトウェ

アの開発、製造、保守の受託、販売並びに

賃貸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告宣伝の情報媒体の販売 

60． 市場調査並びにマーケティングに関する企

画、調査 

61． マーケティングリサーチ及び経営情報の調

査、収集、提供 

62． 医薬品、医薬部外品の企画、製造、卸、販

売、輸出入及び仲介 

63． レジャー・スポーツ関連店舗の設備及び什

器を含む店舗の営業権の売買 

64． タレントの育成、発掘、プロデュース等に関

する企画、マネージメント 

65． 総合リース業 

66． レジャー・スポーツ関連店舗の企画・経営 

67． 携帯電話、その他各種携帯端末の販売及

びその取次及びリース 

68． ベンチャー企業に対する投資 

69． 有価証券の運用、投資、売買、取得及び保

有 

70． 会社の合併並びに技術、販売、製造等の

業務提携の仲介及び斡旋 

71． 投資顧問業 

72． 経営に関するコンサルタント業 

73． 融資、融資の斡旋、保証及び債権買取りを

含めた信用供与 

74． 投資業務の経理、総務事務及び審査業務

の受託 

75． 電気通信事業法に基づく電気通信事業 

76． 電気通信事業に係るシステム及びソフトウェ

アの開発、製造、保守の受託、販売並びに

賃貸 

77. 通信販売業 

78. 通信システムによる情報の収集、処理及び

販売 

79. 金融業 

80. 倉庫業及びその賃貸業 

81. 郵便物受取代行業務 

82. 郵便物・宅配物の保管業務・転送サービス 

83. 梱包業及びその代行業サービス 

84. 海運仲立業 

85. キャラクターの企画、制作および販売ならび

に著作権、商標権等の知的財産権の取

得、使用、譲渡および使用許諾 

86. インターネットによる販売者のクレジットカー

ド等を利用した当事者確認の事務代行の

事業 

87. 債権の買取、管理、売却及び譲渡 

88. 債権の証券化 

89. 投資事業有限責任組合の運用及び管理 

90. 翻訳を通じたサービス及びコンサルティン

グ 

91. タレントの著作権等を付した商品等の企



                                        

 

 

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77．前各号に関連する業務のコンサルティング

及び業務受託 

78．前各号に付帯する一切の業務 

画、開発及び販売、卸、輸出入及び仲介 

92. 作詞家、作曲家、演出家、脚本家、演奏

家、歌手、モデル、デザイナー、クリエイタ

ー、アーティストの知的財産権の管理 

93. タレントの著作権、商標権等の知的財産権

の取得、管理、譲渡および使用許諾 

94. 音楽、芸能、ファッション、スポーツ、文化に

関するイベントの企画・制作・運営、及びそ

れらの請負 

95. デザイナー、クリエイター、アーティストのマ

ネジメントならびに養成 

96. キャラクター商品等の企画、開発を目的とし

たマッチングシステムの提供 

97. タレントの著作権等を付した商品等の企

画、開発を目的としたマッチングシステムの

提供 

98. 投資運用業 

99. 国内外投資先の斡旋及び仲介業務 

100. 企業の合併・提携、営業権、有価証券の譲

渡に関する指導・仲介及び斡旋 

101. 前各号に関連する業務のコンサルティング

及び業務受託 

102. 前各号に付帯する一切の業務 

 

以上 


