
 

平成29年4月28日 

各 位 

       会 社 名  株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア  

     代表者名  代表取締役社長兼営業本部長  上 山 富 彦  

 （ コード番号 2687 東証第１部） 

   問合せ先  執行役員管理本部長  鱒 渕  晃  

（ T E L： 0 4 3－ 2 9 6－ 6 6 2 1）  

 

 

 定款一部変更に関するお知らせ  

 

当社は、平成 29年４月 28日開催の取締役会において、平成 29年５月 26日開催予定の第 37期定時株主 

総会（以下「本総会」という）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．定款変更の目的 

  主力事業であるコンビニエンス・ストア事業において、時代の変化と共に、取り扱う商品やサービスに  

変化が生じていることや、近年の事業拡大や今後の事業領域拡大に向けて、現行定款第２条の目的事項の  

見直しを行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

変更の内容は、以下のとおりであります。 

（下線は、変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章  総 則 

 

（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. フランチャイズによるコンビニエンスス

トア事業の経営 

2. 流通業、コンビニエンスストアに関する研

究、研修、広告宣伝並びに印刷物の発行 

 

 

3. はがき、切手、印紙類及び当選金付証票法

に基づく当選金付証票の売捌 

 

          （現行定款 37号及び 38号より 

                一部文言を削除し移設） 

 

      （現行定款 34号を移設） 

第１章  総 則 

 

（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. フランチャイズによるコンビニエンス・ス

トア事業の経営 

2. 流通業、コンビニエンス・ストア、宿泊業

及び観光業等に関する研究、研修、広告宣

伝、情報提供並びに印刷物の発行 

 

3. （現行どおり） 

 

 

4. タバコ、酒類、米穀類の販売 

 

 

5. 医薬品、医療用補助備品、化粧品の販売 



現 行 定 款 変 更 案 

4. 電気、ガス、水道、電話、放送受信、通信

販売等に関する料金収納代行並びに映画、

コンサート等のチケット類及び商品券,テレ

ホンカード等の販売 

       （一部文言を削除、修正し 

               変更案 16号へ移設） 

 

5. コンピューターソフトウェアの開発、販

売、輸出入及び賃貸 

6. 生命保険、損害保険募集業務 

7. 金融業並びに金融に関する代理業 

（現行定款 19号を移設） 

（現行定款 20号を移設） 

（現行定款 21号を移設） 

 

8. 写真現像、クリーニング等の委託取次業及

び複写機、ファクシミリ等の利用及びサー

ビスの提供 

（一部文言を削除、修正し 

変更案 17号へ統合） 

9.  食堂、喫茶、遊技場の経営 

10. ホテル業並びに旅行斡旋業 

 

（新設） 

 

11. 不動産の売買、賃貸、管理並びに仲介業 

 

12. 薬局の経営 

13. 食品、日用雑貨等の宅配業 

（変更案 15号へ移設） 

14. 宅配、引越関連運送事業の取次店 

（一部文言を削除、修正し 

                変更案 17号へ統合） 

15. 住宅に関する営繕サービス業 

 

（現行定款 13号を移設） 

 

（現行定款 4号より、一部 

文言を削除、修正し移設） 

 

16. 冠婚葬祭及び慶弔等に関する代理業 

17. 各種情報提供サービス 

 

 

18. 古物の売買 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

6. （現行どおり） 

（削除） 

7. 銀行代理業及び証券仲介業 

8. 信託契約代理業 

9. 損害保険代理店業務 

 

 

 

 

 

 

10. 飲食店、各種娯楽施設の経営 

11. ホテル、旅館及びその他宿泊施設等の経営

並びに旅行業法に基づく旅行業 

12. 住宅宿泊事業法に基づく、宿泊事業、管理

業及び仲介業 

13. 不動産の取得、所有、処分、賃貸借並びに

管理及び仲介業 

（削除） 

 

 

 

 

 

14. 住宅、建物等に関する清掃、保守及び営繕

サービス等並びに警備等の管理運営業務 

15. 食品、日用雑貨等の宅配業 

 

16. 公共料金等の料金収納代行業並びに各種

チケット類及びプリペードカード等の販売 

 

（削除） 

17. 宅配便、クリーニング等の委託取次業並び

に複写機や情報端末等の利用サービスの提

供 

18. 古物営業法に基づく売買 

 



現 行 定 款 変 更 案 

19. 銀行代理業及び証券仲介業 

（変更案 7号へ移設） 

20. 信託契約代理業 

（変更案 8号へ移設） 

21. 損害保険代理店業務 

（変更案 9号へ移設） 

 

（新設） 

 

（現行定款 24号を移設） 

（新設） 

22. 前各号の事業に関わる経営技術援助、指導

並びに情報の提供 

23. 有価証券の保有及び投資業務 

（新設） 

24. 生鮮食品、加工食料品の販売 

（変更案 20号へ移設） 

25. かばん、袋物類、はき物類、雨具類の販売 

26. 装身具、時計、めがね、貴金属、宝石の販

売 

27. 台所用品、日用雑貨品、室内装飾品の販売 

28. 家庭用電気製品、家具調度品の販売 

29. 娯楽用品、玩具、楽器、レコードの販売 

30. 紙類、文房具類、事務用機械器具の販売 

31. 書籍、新聞、美術品の販売 

32. 光学機械器具、写真機械器具およびその材

料の販売 

33. 衣料品、寝具類、毛皮製品の販売 

34. 医薬品、医療用補助備品、化粧品の販売 

（変更案 5号へ移設） 

35. 自動車、自転車の販売並びに整備業 

36. 鑑賞用及び園芸用植物、ペット用動物、飼

料、種子類の販売 

37. タバコ、喫煙具の販売 

   （一部文言を削除し変更案 4号へ移設） 

38. 塩、酒類、米穀類の販売 

   （一部文言を削除し変更案 4号へ移設） 

39. 前記24号ないし38号記載の物品の加工、

輸出入 

40. 前各号に付帯する一切の事業 

 

 

 

 

 

 

 

19. 労働者派遣業及び有料職業紹介業 

 

20. 生鮮食品、加工食料品の販売 

21. 日用品雑貨等の販売 

22. （現行どおり） 

 

23. 有価証券の保有及び運用 

24. 不動産、有価証券その他に対する投資業務 

 

 

（削除） 

(削除） 

 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

25. （現行どおり） 

 

３．日程 

(１） 定時株主総会開催日          平成 29 年 5月 26 日（予定） 

(２） 定款変更の効力発生日        平成 29 年 5月 26 日（予定） 

 

 以上 


